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Ⅰ 案件概要 

国名 ベトナム社会主義共和国 

事業期間 2005 年 1 月～2005 年 12 月 

実施機関 ベトナム国保健省/ダナン病院 

事業費 E/N 限度額:326 百万円 供与額:324 百万円 

調達 双日株式会社 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社フジタプラニング/株式会社エムイー企画 

基本設計調査 2004 年 7 月 

関連案件 ベトナム「中部地域医療サービス向上プロジェクト」(技術協力プロジェクト)(2005 年～2010 年) 

事業背景 

ベトナム政府は「ヘルスケア・保護 10 ヵ年戦略」及び「病院ネットワーク開発基本計画」における分析に
基づき、中南部地域の追加的投資の対象となる既存の中核的医療施設として同地域のトップラフェラル病
院であるダナン病院を挙げている。但し、同病院においては既存の医療機材が老朽化しており、必要とさ
れる適切な医療サービスの提供を目指し日本政府に対し無償資金協力の要請が行われた。 

事業目的 
ダナン病院の老朽化した機材が整備されることにより、ダナン病院及びベトナム中南部地域における医療
サービスが改善される。 

アウトプット 
(日本側) 

1.画像診断: 透視 X 線診断装置、一般 X 線診断装置、移動式 X 線診断装置、超音波診断装置 A、カラード
ップラ(超音波) 
2.手術:麻酔器(人工呼吸器付)、手術台、電気メス、無影灯、患者監視装置 B、吸引器、手術用器具セット、
シリンジポンプ、高圧蒸気滅菌器 B 
3.ICU:患者監視装置 A、人工呼吸器、吸引器、心電計、シリンジポンプ 
4.救急:除細動器、無影灯、患者監視装置 A、人工呼吸器、心電計、吸引器 
5.産婦人科:分娩監視装置、超音波診断装置 B 
6.小児(ICU + 新生児):患者監視装置、人工呼吸器、心電計、吸引器、シリンジポンプ、新生児保育器、光
線治療器、ビリルピンメータ 
7.検査:胃内視鏡、結腸内視鏡、気管支内視鏡、ERCP 内視鏡、負荷テストシステム、顕微鏡、高圧蒸気滅
菌器 
8.血液バンク: 血液保存冷蔵庫 
9.滅菌室:高圧蒸気滅菌器 A、器具洗浄装置 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

本事業を評価するにあたって、特に同病院の財務状況に関しては収支内の詳細な項目別の数値データまで見ることは出来
なかったため、持続性に関する財務的な課題に関する詳細な分析には至らなかった。また、本事業の実施機関であるダナン
病院に対するニーズは、人口の増加等の理由により年々高まっており、患者数・検査数等の増加に対する本事業の貢献のみ
を切り分けて評価するデータを得ることは難しい側面がある。 
個別の項目に関して、本事業の妥当性は極めて高く、効率性もほぼ計画通りに実施されている。特に、有効性に関しては
計画時に設定された指標においても目標値を大幅に超えた効果が継続的に認められる。この高い有効性の継続に関しては、
医療スタッフの増員による同病院の医療サービス提供に対する自主的努力や体制整備の結果であるとも考えられ、本事業に
よる医療機材供与が実施機関の人的な拡充とサービスの拡大に発展した望ましい形を実現した例と言える。他方、本事業に
よる機材の高い活用状況は認められるが、維持管理状況の観点からは、高い需要に追いつかず、いくつかのスペアパーツの
購入や故障機材の更新に支障をきたしている点が課題となっている。但し、これはベトナムの経済発展に伴う人の移動人口
急増等、ダナン市の経済社会状況にも起因すると考えられるともいえる。 
以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 
実施機関に対する提言としては、本事業は定量指標でも明らかなように、今後も多くの患者からの高いニーズへの対応を
迫られる状況が予想できる。これに対し、本事業の機材を活用した医療サービスの提供の継続には一定水準以上のスキルを
持つスタッフ数の確保が不可欠であることから需要を予測した戦略的な投資(人員体制及び技術レベルの維持等)及びそれ
が可能な収益確保の戦略を計画しておく措置を講じておくことが肝要である。 

 
1 妥当性 

1.ベトナム国開発政策との整合性 
 計画時から事後評価時を通じて、「ベトナム社会経済開発 10 ヵ年戦略(2001～2010)」、「ヘルスケア・保護戦略(2001～2010)」
及び「病院ネットワーク開発基本計画」において、既存の中核的な医療施設に追加投資を行いつつ、質の高い医療サービス
提供の全国的な実現を目指しており、上記関連諸政策と本プロジェクトの所期の目的は一貫して整合性がある。 
2.ベトナム国開発ニーズとの整合性 
 ダナン病院整備による受益者は凡そダナン市の人口と考えられる。計画時のダナン市の人口は約 70 万人強((2002 年時点
72 万人)であったが、2009 年には約 90 万人に増加しており、事後評価時においても中部地域全体で最大の人口増加率を示
しており、2014 年には 100 万人に達すると予測されている。したがって、将来生まれてくる子供も含め、同病院の潜在的な
裨益者数及びニーズは依然高い。これに加え、同病院は貧困者率の高い中部高原地域も対象地域となっており、本事業は、
貧困者層に対する適切な医療サービス提供の重要なミッションも担っているといえる。 
また、計画時の病床数が 730 床から事後評価時には 1100 床に増加し、現在の入院者数は毎日 1500 人を超えている情況で

あると報告されており、同病院の医療サービスに対して依然として高いニーズが示されている。また、同病院において医療



サービスの向上と本事業の関連性は認識され、設定されたターゲットグループ及び範囲は概ね適切であったと報告されてい
る。 
3.日本の援助政策との整合性 
 計画時、政府が策定した対ベトナム国別援助計画(2004 年)において、3 つの重点分野の一つに生活・社会面での改善が挙
げられていた。この中の対象セクターの一つとして保健・医療が上げられており、本事業との整合性があった。 
以上により、本事業はベトナムの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致している。 

2 効率性 

1.アウトプット 
アウトプットは、2004 年 12 月 26 日の「新救急・外来・検査棟」の完成に伴い、一部機材の設置場所等、軽微な変更があ
ったものの、概ね計画どおりであった。 
2.事業期間 
事業期間は計画、実績共に 05 年 1 月(E/N 締結)から同年 12 月までの 12 ヶ月間となっており、計画通りとなった(計画比
100％)。 
3.事業費 
事業費の計画額 326 百万に対して実績額 324 百万円となっており、計画内に収まった(計画比 99％)。  
以上により、本事業は事業費及び事業期間ともにほぼ計画通りであり、効率性は高い。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
主要調達機材である X 線装置、超音波診断装置、内視鏡について、その稼働状況として診断者数を目標値と比較した。対
象となる目標値設定がダナン病院に対する高いニーズに照らして妥当だったか若干の疑念があった。本事業の目標は、基準
年である 2003 年の数値の 15%増とされ、目標年は定められておらず、機材供与後とされていた。 
結果、X 線装置及び超音波診断装置の稼動状況については、機材供与前の段階である 2004 年時点において既に目標値を越
えていた。よって、全て医療機材供与による効果と単純に結論することには留保があるが、内視鏡装置の診断者数の伸びに
ついては事業効果と考えられる。 
具体的には、X線装置における目標値は約 8万人としていたが、2004 年には 9万人を超え、機材が供与された後である 2006
年には 13 万人であり、さらに、2009 年には、18 万人を超えている。同様な状況が超音波診断装置においても発生しており、
本事業実施後においても高い実績値が継続的に達成されている。内視鏡装置の稼動については、上述の状況とは異なり、目
標が約 5,500 人であったが、機材供与後の 2006 年には 5,000 人であり、若干目標に満たなかった。しかし、その後の 2009
年には 7,000 人を超えている。 
また、2004 年からはそれぞれの診断装置に対応する医療スタッフが増員されていることが確認されている。よって、本事
業主要調達機材による正確な診断に対するニーズに対応した同病院の自助努力による活用の成果であることが指摘でき、有
効性の発現の形として極めて望ましいと考える。 
さらに、患者数についての目標値が設定されていた。計画時において診断活動の変化として 2003 年の合計患者数に基づい
て設定された 2007 年の目標値を比較した。 
患者総数の目標値は、延べ約 24 万人とされていた。これに対し、機材供与以前の 2005 年の合計患者数は約 26 万人となり
約 2万人の増加があった。その後、供与実施後の 2006 年を経て、目標年である 2007 年には、約 40 万人にも上昇しており、
目標は達成されている。但し、これについても実施前の 2005 年時点で既に目標を超えていたことは、ダナン病院に対する
患者の診断ニーズは当初予測を超えて増加していることが伺える。したがって、これら数値の上昇のうち、純粋に本事業に
よる効果だけを抽出することは困難である。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
診断・治療精度の向上の観点から見ると、同地域のトップレファラル(適切な患者紹介・搬送システム)施設として必須で
ある紹介患者数が事業実施後、大きく増加しており間接的効果が高いことが指摘できる。具体的には、供与実施前の 2005
年には約 20 万人であった同患者数は、2007 年には 30 万人を超えている。これら紹介患者数は、総患者数の大多数を占めて
いる。 
また、以前と同じ診察料でより精度の高い診断が受けられるようになった点と、時間当たりでも、より多くの患者の診断
を行えるようになったといった声が上げられているということが回答された。 
なお 環境、住民移転、用地取得にかかる問題は、特に報告されていない。 
以上により、本事業の実施により概ね計画通りの効果発現が見られ、有効性は高い。また、深刻なマイナスのインパクト
は指摘されていない。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 本事業実施後、効果の継続に必要な病院経営陣からの支持及び、ダナン市人民委員会から中央政府までの政策的支援が得
られている。また、本事業による調達機材の活用が同病院の収益増加に繋がるという認識があり、スタッフ増員による人員
体制強化がなされているという回答があったことから、全般的な維持管理体制が整っていると考えられる。 
2.運営維持管理の技術 
 本事業実施後、医療機材の維持管理に関するスタッフが 18 名増員されている。また、院内のシニアスタッフ、コンサル
タント及び、機材メーカー等を含めた医療スタッフに対する医療機材維持管理に関するトレーニングプログラムが実施され
ている。また、マニュアルに対するスタッフの理解度確認チェックも行われているという回答があった。 
3.運営維持管理の財務 
現在、ダナン病院における通常の医療機材の運営維持管理コストは政府から安定的に支援されているという回答が得られ
ている。本事業対象であるダナン病院より、医療サービス向上に対する中央政府からの財政支援が得られているとの回答が
あり、財政的裏づけも示されている。しかし、本事業による供与機材の年間の運営維持管理費は、計画時に算定された金額
を大幅に超過していることが確認されている。上記で示したニーズの拡大と共に機材の更新やスペアパーツの購入、突発的
な故障に対する修理に対する適切な予算確保について懸念があるが、現在のところ、政府の財政的後押しもあり同病院の全
体の収支状況は現在まで一貫して良好に推移していると考えられる。また、この全体の運営収支には 2005 年と比較し 300
人強の大幅なスタッフの増員とそれに伴う 5倍強の人件費増額分も含まれていることから、全体の収支規模から本事業の維



持管理費の割合を考慮すると、対象となる維持管理費に関しては必要な財源の確保が十分可能な範囲であると考えられる。
4.運営維持管理状況 
本事業での調達機材の活用状況については、現在、各部門に設置された合計 40 種の調達機材中、10 種の機材が不調であり、
その内の 6 種機材については、パーツの交換の必要があり、1 種については、修理不可能な状態となっている。ただし、実
施機関から得た財務データから判断し、ダナン病院の経営判断により適宜パーツの新規購入は可能と見られる。 
以上により、本事業は運営維持管理機関の体制、技術、財務状況ともに問題なく、本事業によって発現した効果の持続性
は高い。 

 


