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Ⅰ 案件概要 

国名 タジキスタン共和国 

事業期間 2005 年 2 月～2006 年 2月 

実施機関 ディアコフ国立病院 

事業費 E/N 限度額:480.5 百万円 供与額:465.2 百万円 

施工・調達 (施工)(調達)双日株式会社 
案件従事者 

コンサルタント 株式会社 国際テクノ・センター 

基本設計調査 2004 年 11 月 

関連案件 無し 

事業背景 

タジキスタンは、ソ連邦からの独立後政治的混乱により 1997 年まで内戦が続き、その結果、2001
年の調査では国内人口の 83%が最貧ライン以下の生活を強いられていた。2003 年、同国政府は貧困
削減戦略(PRSP)を掲げ 2015 年までに貧困比率を 60%まで低減する目標を設定した。この目標を達成
するため、保健医療分野の改善も必要としており、医療施設の改善、とりわけ貧困層に対する医療
ケアや 15 歳以下の児童に対する医療の改善は喫緊の課題であった。ディアコフ病院はこれら課題に
対して中心的役割を担う施設であり、タジキスタン政府は、これら機材の無償供与を日本政府に要
請した。 

事業目的 
小児医療の中核的病院であるディアコフ国立病院の老朽化した医療機材の更新等により小児医療の
サービスを改善する。 

アウトプット 
(日本側) 

ディアコフ国立病院 25 部門に対する機材調達 
保育器、患者監視装置、人工呼吸器、 腹腔鏡、膀胱鏡(ビデオモニター)、気管支鏡(軟性鏡)、超音
波診断装置、(ドップラー)麻酔器、 無影灯、手術用顕微鏡(外科)、手術用顕微鏡(脳外科)、脳外科
手術セット、ジアテルミー装置(眼科)、眼科診察ユニット、CT 撮影装置、Cアーム型 X線撮影装置、
移動型 X線撮影装置、X線一般＆透視撮影装置 

Ⅱ 評価結果(評価 5 項目) 

総合評価 

 本事業の評価では、質問票に対する回答結果および基本計画時の数値の間に夫々食い違いがあり、その確認が困難であっ
た。ただし、回答を得た内容に基づく評価結果としては、効果の発現は一部の成果目標の指標達成に遅れがみられるが、
時間と共に軌道に乗っており、全体としては大きな効果を示しているといえる。一方、運営維持管理の面で職員の待遇不
良による多少の影響がみられる他、重要機器(CT スキャン)の故障修復が財務的理由により本年 6月以降使用不能となって
おり、病院運営の合理化等前向きな対応姿勢は高く評価できるものの、体制面、財務面における持続性に多少の問題が見
られる。 
 以上より、本事業の評価は概ね高いといえる。 

 
1 妥当性 

1.タジキスタン共和国開発政策との整合性 
 計画時、国家政策である 2003 年の貧困削減文書(PRSP)では全国民に疾病の治療と公共衛生サービスへの広いアクセスを
保証し保健セクターを最重要目標としていた。また、第 4 次 3 カ年計画(2004 年~2006 年)では保健医療分野の投資額が全
予算の 23.3%との規模となっていた。 
評価時、第 2 次 PRSP(2007 年)でも保健医療を最重要分野としており、現在施行中の「国家健康改善構想(2002 年)」およ
び「2020 年までの国民の健康保全戦略《2010 年》」では保健医療の質的改善、受診アクセス改善、効率改善および長期的
保健制度の開発を主要な概念としている。 
以上の通り、計画時及び評価時において、本事業は、同国の政策と合致している。 
2.タジキスタン共和国開発ニーズとの整合性 
 計画時、タジキスタンは中央アジア諸国中においても最も高い乳幼児死亡率を示しており、医療施設強化と医療予算増に
対するニーズは非常に高かった。評価時においても、国家の医療関連予算のさらなる増額が医療現場からの声としてあり、
医療施設の改善ニーズは依然として高い。よって、計画時及び評価時において、本事業は、タジキスタンの開発ニーズと
整合している。 
3.日本の援助政策との整合性 
 計画時の日本の中央アジア・コーカサス地域に対する政策として、人材育成と制度作りの一環として保健医療分野への支
援を重視しており、中でも教育分野と保健医療分野に重点を置いていた(2004 年版 ODA 白書)。更に、同国に対する重点分
野として、「人間の安全保障への支援」を挙げていた(2005 年度版外務省国別データブック)。よって、本事業は、計画時
の日本の援助政策との整合性は高い。 
 以上より、本事業の実施はタジキスタンの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 効率性 

1.アウトプット 
 アウトプットは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 
 実施期間は計画(11 カ月)に対し実績は 11.7 カ月であり、計画比は 106.3%であった。遅延理由は不明である。 
3.事業費 



 事業費は、480.5 百万円に対し実施額は 465.2 百万円であり、計画比は 96.8%であった。 
 以上より、本事業は事業 ったため、総合的に判断し効費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を若干上回
率は中程度である。 

3 有効性・インパクト 

1.定量的効果 
 定量的効果としては 項目として設定されており、目標、外来患者数、入院患者数、超音波診断件数、CT 診断件数が目標
年は 2006 年であった。計画時(2004 年)の予測実績と実際の実績の比較に際しては、CT 診断件数以外の項目については、
目標数値の設定がされておらず、単に「増加」とのみ記載がある。計画時における目標値の設定に問題があるといえる。
外来患者数、入院患者数、超音波診断件数の実績値については、別紙表のとおり、各患者数は 2003 年～2006 年の 3 年間
で著しく増加しており、事業実施前である 2003 年の数値より 2倍から 3倍程度に増加している。但し、これらの数値実績
は供与機材のみによる効果とはいえず、検証はしていないが、例えば、保健に関する啓蒙活動や相対的な衛生環境の向上
等といった複合的改善要因による貢献の結果であると考えられる。しかしながら、これら機器が整備された同病院を目指
して来院している患者の存在の可能性も否定できない。 
 しかし、CT 診断件数は 2006 年の目標達成は成らず(達成率 75.1%)、2008 年でやっと目標に近い診断件数(達成率 95.8%)
が得られた。しかし、その後の CT 診断者の伸び率は目覚ましく、2009 年には目標値を超えており、十分その機能を果た
す状況に至っている。併し、2010 年 6月に重大な故障が発生し、以来同機材は使用不能になっている。即ち、一定の効果
発現はみられるが、一部目標達成が出来なかった事を評価対象とした。 
2.間接的効果の発現状況及びその他正負の間接的効果 
 自然環境破壊、土地収用等による影響等は生じていない。医療廃棄物の処理については、計画実施時に処理マニュアルの
策定が予定されていたが未だ作成されていない。実施機関側からは、同マニュアルは 2011 年に完成するという回答を得た。
医療廃棄物の処理は、環境の負荷の軽減という観点からも早急に整備されるべきである。 
その他、保健医療分野のインパクトとして、上位・下位病院間連携体制の強化、小児死亡率の減少、保健医療分野の国家
目標達成への貢献に関する質問に対しては、何れも目覚ましい貢献があったといった回答を得ている。 
 以上より、本事業の実施により一定の効果発現が見られ、有効性は中程度である。 

4 持続性 

1.運営維持管理の体制 
 本事業の対象であるディアコフ国立病院は、2006 年、保健省の直属施設となり、保健省・国立医療センターと改称され
た。病院組織としては、2004 年の計画時と比べ、外来・入院共に患者数は大幅に増加しているにもかかわらず、2009 年現
在は医師数(454 名→420 名:92.5%)、看護師数(837 名→680 名:81.2%)共に減少している。この減少の理由として、低賃金
に起因する看護師の減少があるという回答を得た。また、それに加え、数値や関連する政策文書を入手することはできな
かったが、実施機関側によれば、ベッド数や専門職員数の縮減を図っているとのことであった。医療ニーズに対し、サー
ビスの量的・質的低下の可能性が懸念される。 
一方、総務、経理等といった非専門職の人員は 42 から 53 名に増加しており、病院全体としての組織および体制が引き名
続き強化されていると考えることができる。 
これに加え、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)のシステムも強化されているという回答を得て
いることから、同病院上位・下位病院連携の体制の中心的役割を担っているとも考えられる。 
2.運営維持管理の技術 
 従業員の技術レベル維持管理に関しては、5年毎に全分野の技術向上を義務付けている。実施機関からは、本事業の機材
に関する技術訓練については基礎訓練および操作訓練を継続実施しているという回答を得た。機材供給の代理店とのサー
ビス契約については機械類に付き 2 件が存続しており、サービスは良好であると回答されている。維持管理のためのマニ
ュアルの作成状況については、情報を得ることはできなかった。 
3.運営維持管理の財務 
 2004 年以来、政府の同病院に対する配分予算は順調に増額している。計画時の 2004 年には、約 0.7 百万ソモニ(約 25 百
万円)であった政府配分予算は、上昇を続け、2009 年には約 6.15 百万ソモニ(約 132 百万円)となり、5.26 倍にもなってい
る。また、金額の詳細確認及び分析はできなかったが、政府から CT-スキャン診療助成金が支出されていることが確認さ
れている。一方、同機器の患者負担金を徴収しており、2009 年実績で総額約 0.2 百万ソモニ(約 3.8 百万円)に達している。
4.運営維持管理状況 
 2010 年 6 月以降、本事業で供与された主要機器である CT スキャン設備が故障しており、現在使用不能の状況にある。CT
スキャンの診断者の伸び率は目覚ましく、効果発現には重要であるため、早急な修理が望まれる。 
 以上より、本事業の維持管理は、体制／持続性に軽度な問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度であ
る。 

 

超音波診断件数 1,589 増加する 3,628 3,680 4,180

CT撮影装置診断件

基準値 目標値 実績値

2003 2006 2006 2008 2009

外来患者数 28,169 増加する 90,268 91,324 92,781

入院患者数 11,216 増加する 30,268 31,324 32,781

数 0 2,000 1,502 1,915 3,136

その後の実績
指標項目

表ｰ1　成果指標の達成状況


