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評価調査結果要約表 
１．案件の概要  

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：看護助産人材育成強化プロジェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAラオス事務所 
協力金額（2009年12月現在） 

計：約3億6,040万8,000円 

協力期間：2005年5月～2010年5月 

（5年間） 

先方関係機関： 

保健省（Ministry of Health：MOH）組織人材局、ヘルス

ケア局（旧治療局） 

日本側協力機関名：日本赤十字九州国際看護大学 

他の関連協力：無償資金協力「保健医療訓練施設整備計

画」、青年海外協力隊（県病院、保健学校） 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）では、医療施設に勤務するスタッフに占め

る看護師の割合は地方の施設ほど大きく、その業務範囲は簡易な診療から保健・衛生教育等に

まで多岐にわたっている。しかし、これらの業務に携わる看護師の能力は千差万別であり、看

護サービスの現場では、適切な知識を有する看護師の不足が深刻な問題となっている。一方、

看護教育の現場では、全国で統一された看護教育カリキュラムは存在するものの、教員の指導

レベルは低く、教材が不十分であるなど教育環境は整っていない。看護教育の改善のためには、

各種基準や制度が定められ、これらに基づき、看護師を養成する各保健学校において看護教育

が行われることが必要である。 

こうした状況下、ラオス政府は看護教育システムを見直し、看護従事者の育成を図り、看護

サービスの向上に資するべく、看護教育の改善に係る技術協力をわが国に要請した。この要請

を受け、2005年5月から2010年5月までの5年間を協力期間として本プロジェクトが実施されてい

る。2010年5月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価、確認すると

ともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を

導くことを目的として、終了時評価調査団が派遣された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

看護/助産の人材育成のための包括的なシステムが確立される 

 

（2）プロジェクト目標 

看護/助産の人材開発のための基盤が改善され、看護教育体制が強化される 

 

（3）アウトプット 

アウトプット1：臨床サービス、人材育成のための看護/助産行政機能が強化される 

アウトプット2：看護助産規則が定められ施行される 

アウトプット3：看護業務範囲ガイドラインが定められ施行される 

アウトプット4：学校管理ガイドラインが定められ施行される 

アウトプット5：助産業務範囲ガイドラインが定められ施行される 

アウトプット6：プロジェクトのモニタリング・評価が効果的なプロジェクト運営のため

に実行される 
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アウトプット7：モデル県の保健学校教員、実習指導者、県病院看護師の基礎看護分野に

関する能力が強化される 

アウトプット8：臨床実習に関するモデル学校と実習病院の連携が強化されることにより

臨床実習が効果的に行われる 

アウトプット9：モデル校において人事及び機材に関するデータ管理が強化される 

 

１－３ 投入（2009年12月まで） 

＜日本側＞ 

（1）専門家派遣 

長期専門家5名、短期専門家11名を派遣した。タイ人短期専門家を12名派遣した。 

 

（2）研修員受入 

16名の研修員を本邦研修に受入れた。 

 

（3）機材供与 

事務所用機材（コピー機、コンピュータ等）を供与した。 

 

（4）プロジェクト関係費用 

日本人専門家の活動に必要な経費の一部を支出した。終了時評価時点の支出費用の合

計は、約32万4,546米ドル（US$）相当（2009年度分含まず）。 

 

＜ラオス側＞ 

（1）カウンターパート配置 

13名のカウンターパートを配置した。 

 

（2）ローカルコスト 

C/Pの人件費、活動に係る機材、消耗品等の一部を負担し、専門家の執務スペース、プ

ロジェクト事務所（研修センター）の建設用地を提供した。 

２．終了時評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括 武井 耕一 JICAラオス事務所 次長 

看護教育Ⅰ 橋本 千代子 国立国際医療センター 看護師 

看護教育Ⅱ Ms. Wilawan Senaratana タイ・チェンマイ大学 

評価企画Ⅰ 大曽根 香織 JICAラオス事務所 所員 

評価企画Ⅱ 阿川 牧 JICA開発部保健人材課 ジュニア専門員 

評価分析 

 

田中 恵理香 

 

グローバルリンクマネージメント社会開発

部 研究員 

調査期間 2009年11月15日～2009年12月5日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績 

＜コンポーネント1：看護行政＞ 

アウトプット1：臨床サービス、人材育成のための看護/助産行政機能が強化される 

看護・助産行政機能は、強化されつつある。当初、プロジェクトでは、看護行政機能を強
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化するため、（保健省）組織人事局（Department of Organization and Personnel：DOP）と（保健

省）ヘルスケア局（Department of Health Care：DHC）の2局にある看護・助産課を統合する計

画でいたが、中間評価において、2つの看護・助産課を統合することは不可能であることが判

明したため、プロジェクトは、現行の組織体制の枠組みのなかで看護行政機能を強化するこ

ととした。 

2005年7月以降、DOP、DHCから各1名、計2名のC/Pが専任でプロジェクトに配属され、プ

ロジェクト事務所において日本人専門家と常に活動をともにしている。プロジェクト期間を

通じ、定例会議が開催され、毎回ラオス側カウンターパート（Counterpart：C/P）の責任で議

事録が作成されている。DOP、DHC2つの看護課の共同により、それまで開催されることのな

かった国際看護の日のイベントをはじめとし各種イベントやワークショップも開催されるよ

うになった。終了時評価でのインタビューによると、保健省（Ministry of Health：MOH）とチ

ャンパサック保健学校（Public Health School：PHS）のコミュニケーションに改善がみられた

とのことである。 

 

アウトプット2：看護助産規則が定められ施行される 

ラオスで初の看護助産規則は、2006年6月に保健大臣の承認を受け発効した。看護助産規則

の冊子が既にMOH関係機関に配布され、看護助産規則の内容を通達する普及のためのミーテ

ィングが3回にわたり開催され、県保健局、県病院（Provincial Hospital：PH）、郡病院、県保

健学校等から、延べ2,331名の保健従事者の参加があった。看護師、看護教員、実習指導者ら

は、それぞれの職場で看護助産規則、看護業務範囲ガイドライン、学校管理ガイドラインを

参照している。 

 

アウトプット3：看護業務範囲ガイドラインが定められ施行される 

看護業務範囲ガイドラインは、2008年1月に発効した。既に、ガイドラインの冊子が配布さ

れ、普及のためのミーティングが開催されている。同ガイドラインは、PHにおいて看護師が

業務の参考として使用している。 

 

アウトプット4：学校管理ガイドラインが定められ施行される 

看護助産学校管理ガイドラインは、2008年1月に発効した。ガイドラインの冊子が配布され、

普及のためのミーティングが開催された。チャンパサックPHSでは、学校管理ガイドラインを

活用しており、これに基づいて、学生名簿、物品リスト、図書リストのためのデータ管理シ

ートが作成されている（アウトプット9参照）。 

 

アウトプット5：助産業務範囲ガイドラインが定められ施行される 

助産範囲ガイドラインは2009年10月に発効した。2009年12月から2010年2月にかけて、普及

のためのワークショップを開催する予定である。 

このアウトプットは、中間評価後にプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）に追加された。当初助産業務範囲ガイドラインのドラフト作成は、JICAの別

の技術協力である保健セクター事業調整能力強化（Capacity Development for Sector-wide 

Coordination in Health：CDSWC）で行っていた。しかしながら、CDSWCでは、計画変更によ

りこのガイドラインの作成を途中で中止することとなったため、MOHが本プロジェクトに助

産業務ガイドラインの続きの作成を依頼したものである。 
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アウトプット6：プロジェクトのモニタリング・評価が効果的なプロジェクト運営のために実行

される 

DOPとDHCの協働により、プロジェクトのモニタリングは効果的に実施されている。プロ

ジェクト開始当初は、モニタリング・評価は日本人専門家の支援で行われていたが、次第に

C/Pが責任をもつようになった。開催されたモニタリング・評価（Monitoring and Evaluation：

M/E）会議の大部分について、モニタリング・レポートが作成され、関係者に会議内容が共有

されている。M/E会議のほか、プロジェクトでは、定例会、看護技術支援委員会（Nursing 

Technical Support Committee：NTSC）会議、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）

を開催しており、これらが、プロジェクトの進捗と成果をモニタリングし、関係者間で情報

共有を行う機会となっている。モニタリング結果に基づき、PDMが2度改訂された。 

 

＜コンポーネント2：看護教育＞ 

アウトプット7：モデル県の保健学校教員、実習指導者、県病院看護師の基礎看護分野に関する

能力が強化される 

プロジェクトのコンポーネント2の活動が開始される以前に比較すると、PHSの看護教員と

PHの実習指導者の教育能力は明らかに向上している。チャンパサックPHの看護師の看護の知

識や技能も向上しているが、まだ十分なレベルに達しているとはいえない。研修実施を中心

になって行う組織としてテクニカル・チーム（Technical Team：TT）が組織され、研修プログ

ラムが開発されている。研修プログラムには、基礎看護研修テキスト（Fundamental Nursing 

Training Guide Book）、DVD、教授案、評価法等が含まれる。開発した教材はチャンパサック

及び他県のPHSとPHに配布された。チャンパサック県では、基礎看護研修テキストは、PHS

の看護教員とPHの実習指導者共通の参考書として活用されている。なお、終了時評価の期間

中に、13名のTTメンバーが、基礎看護トレーナーとして、MOHの正式な承認を受けた。TT

とともに、2008年1月、NTSCが組織され、TTに対して定期的に技術的な助言を行っている。

終了時評価においてインタビューした看護教員と実習指導者の多くは、これまで教授法や

看護実習に関する系統だった研修を受けたことがなかったため、プロジェクトによる研修は

非常に重要であり、今では教室で自信をもって学生を教えられるようになったが、引き続き

研修は必要であると感じている。 

 

アウトプット8：臨床実習に関するモデル学校と実習病院の連携が強化されることにより臨床実

習が効果的に行われる 

チャンパサックでは、実習連携会議と学習会の開催により、PHSとPHの連携が強化されつ

つある。2名の実習調整者が正式に任命され、PHの各実習部門から2名以上の実習指導者が指

名された。学校管理ガイドライン（アウトプット4）に基づき、臨床実習連携ガイダンスが作

成された。このガイダンスは、チャンパサックPHで活用されており、看護の臨床実習が以前

より効果的に実施されるようになった。これまでに、臨床実習連携ガイダンスを作成するた

めの実習連携会議が2回開催され、策定されたガイダンスを説明するための会議が2度開催さ

れた。さらに臨床実習の効果的な実施を協議するための学習会が7回開催されている。インタ

ビューによれば、看護教員と実習指導者は、学習会を通じ、臨床実習の効果的な実施方法を

学んだ、とのことである。PHSとPHの間のコミュニケーションが向上し、PHSとPHの職員が

以前より緊密な協調関係の下、看護教育に取り組んでいる。 

 

アウトプット9：モデル校において人事及び機材に関するデータ管理が強化される 

看護助産学校管理ガイドラインに基づき、学生名簿、物品リスト、図書リストのフォーマ

ットが作成され、データ入力が行われ、チャンパサックPHSの担当者が定期的にデータを更新
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している。基本のデータシートは、PHSに派遣されていた協力隊員が作成し初期データの取り

まとめを行ったが、その後の更新は、PHSの職員が適切に行っており、図書や物品の貸出し等

に活用されている。終了時評価時点で、第1回分のデータが一式MOHに送られたところで、

MOHでは、保健セクターの計画策定にデータを活用するまでには至っていない。チャンパサ

ック以外では、2つの県のPHSが学生名簿、物品リスト、図書リストに同様のデータフォーマ

ットを導入し、他の4県も同様のフォーマットの導入準備を進めているところである。 

 

プロジェクト目標：看護/助産の人材開発のための基盤が改善され、看護教育体制が強化される

 

指 標 達成見込み 

1.モデル県の施設単位での看護

助産規則、看護業務範囲ガイド

ライン、学校管理ガイドライン

の保管、設置状況 

プロジェクトでは、規則、ガイドラインの保管・設置に関

する情報を収集しているところである。チャンパサックの

PHSとPHでのインタビューによれば、学校及び病院におい

て、規則とガイドラインは参考書として活用されている。

ビエンチャン県のPHSでは、カリキュラムのなかで規則と

ガイドラインの説明を行っている。 

2.Nursing Technical Supporting 

CommitteeがTORに基づき活動

を継続する（看護業務範囲ガイ

ドラインの改正案を作成する） 

2008年1月にNTSCが設立された。これまでに会議が5回開

催され、NTSCはそのTORに基づいて助言や協議を行って

いる。規則及びガイドライン改訂に関する協議はまだ行っ

ていないが、2010年1月には開始する予定である。 

3.基礎看護師指導者研修プログ

ラムが確立される（TTの基礎

看護及び教授法に関する知

識・技術の向上度/基礎看護研

修を受けた看護教員、実習指導

者、看護師数） 

基礎看護研修プログラムのためのTTが組織され、13名のメ

ンバーがMOH令（No. 1468/MOH, 8 Sep 09）により正式に

任命された。19科目から成る基礎看護研修ガイドブックが

開発され、活用されている。プロジェクトで実施したテス

トでは、看護教員、実習指導者、一般看護師のいずれも、

研修の前後で成績が向上しているが、半数以上の者がまだ

期待した水準には達していない。 

 

上位目標：看護/助産の人材育成のための包括的なシステムが確立される 

 

指 標 達成見込み 

1.保健学校の卒業生の就職率 

MOHから提供されたデータに基づきプロジェクトで計算

した就職率（卒業生のうち卒業後1年以内に保健省管轄の

看護職を得た者の割合）は、2006年に5.5％、2007年に

12.6％、2008年に11.7％であった。最新のデータは収集中

である。 

2.教員・実習指導者養成研修プロ

グラムが確立される 

プロジェクトを通じ、基礎看護の研修プログラムが確立さ

れた。基礎看護研修プログラムに基づき、これから数年の

間に、MOHにおいて、専門分野を含む他の看護科目に関す

るプログラムを開発することが期待されている。 

3.基礎看護指導者研修プログラ

ム、教材が活用されている県

（保健学校、病院）の数 

全7県*のPHS、PHにおいて、基礎看護指導者研修プログラ

ムが実施されている。 
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4.実習連携の指針が活用されて

いる県（保健学校、病院）の数 

1県（チャンパサック）において、臨床実習連携ガイダン

スを活用している。このガイダンスに基づき改訂したガイ

ダンスが開発されており、プロジェクトでは、全県のPHS

とPHを対象に、ガイダンス活用のための会議を2010年4月

に開催する予定である。 

*ラオスにはビエンチャン首都県と16県あり、うち7県にPHSがある。 

 

３－２ 実施のプロセス 

プロジェクト活動はおおむね円滑に進捗している。プロジェクトをとりまく環境には変化が

あり、プロジェクトの計画にも若干の変更があったが、予定していた活動は、プロジェクト期

間中におおむね完了する見込みである。 

プロジェクトの実施プロセスはおおむね良好であった。プロジェクトは、PDMのコンポーネ

ント1の活動から開始し、中間評価の結果を踏まえてコンポーネント2の活動に着手した。プロ

ジェクトのアプローチは、ラオス側のイニシアティブを尊重し、ラオスの実情を十分考慮する

ものであった。看護助産規則、それに伴うガイドライン、研修教材等の開発に関する技術移転

にあたっては、ラオス側関係者に日本の経験及び隣接するタイ王国（以下、タイ」と記す）や

フランス共和国（以下、「フランス」と記す）等の事例を紹介し、ラオス側C/Pと日本側専門家

との協議により、これら事例をラオスの状況に応用していく方法をとった。 

ラオス側のコミットメントは高い。ラオス側のC/P及びNTSC、TT、助産業務範囲ガイドライ

ンテクニカル・ワーキング・グループ（Technical Working Group：TWG）のメンバーは、時折会

議がラオス側出席者のスケジュールによりキャンセルになることがあったものの、活動や会合

には積極的に参加している。これら会合においては、プロジェクト開始当初は、日本人専門家

がイニシアティブをとることが多かったが、次第にラオス側もこうした会合の重要性を認識す

るようになり、プロジェクト実施プロセスのなかで、ラオス側のイニシアティブと会議運営能

力が高まった。 

ラオス側ステークホルダーと日本人専門家のコミュニケーションは良好であった。言葉の問

題を超え、会議や協議を頻繁に開催し、プロジェクトに関する情報を共有している。プロジェ

クトの計画はMOHの関係者、NTSC、JCCのメンバーの間では十分に共有され認識されている。

MOHの関連部署は、特に規則やガイドラインに関する法的事項について、必要な情報を提供し

支援を行った。 

プロジェクト期間中に、保健セクターにおいてセクターワイドの調整メカニズムが機能しは

じめた。MOHのセクターワイド調整機能を強化するため、JICAでは、2006年8月に新たに技術

協力案件CDSWCを開始した。MOHは、セクターワイド調整メカニズムの枠組みの中で、開発パ

ートナー（Development Partners：DPs）の協調の下、2007年6月に、助産専門技能（Skilled Birth 

Attendance：SBA）開発計画（2008－2012）の計画に着手し、同計画は、2008年5月にDPsの支援

を受けたMOHの計画として開始された。さらに、MOHでは、保健人材テクニカル・ワーキング・

グループ（Human Resources for Health Technical Working Group：HRH-TWG）が、MOHのイニシ

アティブとDPsの協調の下、2009年3月に発足し、同年11月末までに6回の会合が開催されている。

こうした背景の下、プロジェクトは、他のDPsと積極的に情報共有を図った。いくつかのDPs

を訪問し、情報交換を行ったほか、HRH-TWGの会合に出席し、意見やコメントを発表した。プ

ロジェクトでは、保健セクターにおけるセクターワイド調整メカニズムを踏まえたうえで、他

のDPsとのコミュニケーションを改善しようと努力しており、コミュニケーションは向上しつつ

ある。助産業務範囲ガイドライン策定においては、プロジェクトのTWGがHRH-TWGの会合で

最終ドラフトを発表しコメントを求め、HRH-TWGでのコメントに基づき、助産業務範囲ガイド

ラインに追加した項目がある。 
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保健セクターにおけるサービス利用者を含む関係者と関係機関の間で情報共有を促進し、プロ

ジェクトに対する認識を高めるため、プロジェクトでは、ニュースレターの発行やテレビ番組

での紹介等、積極的に広報活動を行っている。 

 

３－３ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

ラオス保健セクターの政策とニーズ、日本の対ラオス政府開発援助（Official Development 

Assistance：ODA）、プロジェクト・デザインの観点から、妥当性はおおむね高い。 

ラオスの「第6次保健セクター計画」において保健セクターの人材育成は重要課題のひと

つに挙げられており、「保健医療戦略2020（Health Strategy up to the Year 2020）」でも、6つ

の開発課題の1つに、保健サービス職員の能力強化が挙げられている。今次調査のMOHの

DOP、衛生予防局、計画財務局におけるインタビューでも、看護師は保健セクターの向上

に重要な役割を担っているという認識であった。 

看護教育は、日本の対ラオスODA政策とも合致している。日本の国別ODAデータブック

（2008）、JICAの対ラオス協力方針のいずれも、6つの優先課題のうちの1つに、保健医療サ

ービス改善を挙げており、そのための戦略のひとつとして保健セクターの人材育成と組織

強化を挙げている。 

プロジェクトのデザインは、看護行政と看護教育の大きく2つのコンポーネントから成っ

ており、2つの側面から取り組んだことは適切であった。プロジェクトでは、規則やガイド

ラインを策定することで、看護教育の基盤を整備することを計画した。規則やガイドライ

ンは看護師・助産師の役割や機能を規定するために不可欠なものであるが、プロジェクト

開始前にはラオスには存在していなかった。看護教育に関しても、看護教員の多くは、そ

れまで看護教育に関する系統だった研修を受けたことがない状況であった。また、プロジ

ェクトは基礎看護に重点を置いたが、基礎看護は看護の基盤であり、看護の他の分野や助

産においても応用可能なものであるため、適切であるといえる。 

規則及びガイドラインを策定するというプロジェクトのアプローチは適切であった。看

護助産規則は、MOHにおける看護・助産業務を規定した国家の長期的な法的枠組みである。

各保健施設における看護・助産業務は、プロジェクトで策定した看護助産規則の基準を満

たしていることが求められることになる。一部の保健施設、特に農村地域のヘルスセンタ

ー等では、当面規則に規定されているすべての条項を満たすことは困難があることも予想

されるが、看護助産規則により到達すべき目標が明示されたという意味で、規則制定の意

義は大きいと考えられる。 

プロジェクトの技術移転の手法は適切であった。プロジェクトではラオス側関係者のイ

ニシアティブを尊重することを重視し、関係者間で会合をもってプロジェクトに関する事

項を協議し合意を得ることとした。これはC/P等関係者の能力を向上させ、自立発展性を高

める点で有効であった。 

 

（2）有効性 

有効性は高い。アウトプットは達成されつつあり、プロジェクト目標も次第に達成され

る見込みである。 

看護助産規則とこれに関連する3つのガイドラインが、治療法の下、策定された。既に、

規則とガイドラインの冊子は、プロモーション用のポスターとともに、全国の県保健局

（Provincial Health Office：PHO）、PH、郡病院、ヘルスセンターに配布されている。看護助

産規則と2008年1月発効の2つのガイドライン（看護業務範囲ガイドライン、学校管理ガイ

ドライン）制定後、その内容を伝達するため、プロジェクトでは、3カ所で普及会議を行い、
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すべての県の関係者に対してこれら規則・ガイドラインの説明を行った。さらに予定の保

健施設に規則・ガイドラインの冊子が届いているかを確認する調査や、保健施設訪問の機

会を利用しての、規則・ガイドラインの配布・活用状況の確認やその内容に関する説明を

行っている。新しく制定された助産業務範囲ガイドラインについては、2009年12月から2010

年2月にかけて普及会議を実施する予定である。インタビューによれば、チャンパサックの

PHSとPHでは、看護師が業務の参考資料として規則・ガイドラインを活用しており、チャ

ンパサックとビエンチャン県のPHSでは、規則・ガイドラインの内容がカリキュラムに組み

込まれているとのことであった。インタビューでは、医師を含む他の保健医療従事者が看

護師の役割や機能を以前より適切に認識するようになったという意見があったが、一方で、

医師は規則やガイドラインの内容を理解しておらず、このために看護師が規則・ガイドラ

インの記載事項を遵守しようとしても困難となっているという声も聞かれた。 

看護教育に関する能力は、格段に向上しているが、一層の強化が必要である。TTメンバ

ーは、看護教員としての知識や技能が向上し、基礎看護の指導ができるようになっており、

MOHから基礎看護指導者として認定された。TTは全7県において109名の看護師を研修し、

TTに訓練されたリージョナル・トレーナーがチャンパサックで100名の看護師を研修した。

7県で合計209名の看護師が訓練されたことになる。プロジェクトで研修の前後に実施した

知識テストによれば、リージョナル・トレーナーと看護師の能力は、研修の前後で向上し

ている。看護師に対するバイタルサインの技能テストでは、目標値に達した者がわずか20％

程度であった。プロジェクトでは、目標点に達していない者に自習を指示し追試を行うこ

ととしている。また、TTの活動によりラオス人による初の基礎看護研修ガイドブックが開

発され、保健施設に配布されている。チャンパサックPHでは、看護師が業務中にこのガイ

ドブックを実際に参照していることが、終了時評価中に確認された。 

9つのアウトプットはすべて看護教育に重要な要素であり、プロジェクト目標の達成につ

ながっている。 

プロジェクト目標達成の貢献要因としては、規則・ガイドラインの綿密な普及活動が挙

げられる。阻害要因としては、リージョナル・トレーナーや看護師の間で、学歴や教育レ

ベルに違いがあり、そのため知識や技能に大きな差があることで、これにより研修を効果

的に実施することが困難になっていることが挙げられる。研修効果を上げるため、プロジ

ェクトでは、研修やワークショップを繰り返し行い、モニタリングを行っている。 

 

（3）効率性 

効率性は高い。ラオス側・日本側とも予定された投入を実施し、投入は効率的に活用さ

れアウトプットを算出した。 

日本人専門家は、一部の専門家の派遣が遅れたものの、長期・短期とも、ほぼ予定どお

り派遣された。日本人専門家とともに派遣されたタイ人専門家による支援は、タイでは看

護に関する経験や環境がラオスと似ていること、言語が類似していることから、非常に有

益であった。ただし、日本人専門家がタイのリソースパーソンに関する情報を十分に持ち

合わせておらず、多くのタイ人専門家は、ラオス側関係者の個人的な関係により選定、派

遣された。日本人、タイ人とも、専門家は高いコミットメントをもち、ラオス側C/Pや関係

者に適切な支援を行った。チャンパサックのPHSとPHに派遣された協力隊員は、日本人専

門家とチャンパサックPHS・PHの間のコミュニケーションを円滑に行ううえで、効果的な

役割を果たした。 

ラオス側は、PDM・POに基づき、C/Pその他のステークホルダーを配置した。DOPとDHC

から専任のC/Pを配置したことは、プロジェクトの活動を円滑に進めるうえで非常に有益で

あった。ラオス側のC/Pとステークホルダーは、モチベーションが高く、プロジェクト活動
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を通じて能力を向上させた。 

日本側の支援で建設したプロジェクト事務所は、プロジェクト活動を進めるための良好

な環境を提供したといえる。プロジェクト事務所は、基礎看護研修の研修室としても活用

されている。MOHは、プロジェクト事務所をプロジェクト終了後に看護研修センターとし

て使用することを指示する公式文書を発出した。ただし、プロジェクト事務所はコンポー

ネント2の活動を開始する前に建設されたものであるため、看護研修の内容や参加者数によ

っては若干狭くなるケースも想定されている。プロジェクトでは、研修センターとして使

用しやすくするため、実習用のベッドを設置したが、実習用のシミュレーション・モデル

や機材等はなく、プロジェクトでは、他の研修センターの機材を借りることを検討してい

る。 

供与機材はプロジェクト事務所の備品など限定されたものであったが、すべて適切に活

用され維持管理されている。日本側はチャンパサックPHに、はさみやピンセットなど少量

の研修用キットを供与したが、これは臨床実習に非常に有効であった。日本の無償資金援

助でチャンパサックPHSに供与された実習等と実習用機材は、有効活用されており、PHSに

おける研修の効果向上に役立った。 

MOHとチャンパサックPHSから合計16名が、看護管理や看護教育の分野で本邦研修に派

遣された。終了時評価では、派遣者のうち3名にインタビューしたが、いずれも、研修は看

護教育を総合的に学ぶ機会となり有益であったとしている。派遣されたC/Pのうち1名は本

邦研修後離職した。 

実施した活動はすべてアウトプットを算出するのに有効であり、活動とアウトプットは

論理的に結びついている。 

 

（4）インパクト 

上位目標がプロジェクト終了後3～5年後に達成される見込みは、現時点では可能性はあ

るものの、確実とはいえない。 

規則とガイドラインの普及は着実に進んでいる。上位目標の指標のひとつになっている

臨床実習連携ガイダンスの活用に関し、プロジェクトでは、2010年4月に6県（ウドムサイ、

ルアンパバン、シアンコン、カムアン、サバナケット、チャンパサック）を対象に普及の

ための会議を開催する予定である。 

上位目標達成のためには、看護教育をモデル県以外のPHSとPHに拡大していくことが必

要である。TTが組織され、訓練され、リージョナル・トレーナーも訓練されている。既に、

チャンパサック以外の6県も研修計画を策定しプロジェクトに提出した。プロジェクトで

は、これら研修を、TTメンバーを派遣して実施する予定である。研修費用は各保健施設で

負担する予定で、MOHでは既にこれら研修のモニタリングのための費用を予算に組み込ん

でいる。プロジェクトでは基礎看護研修を中心に実施してきたが、基礎看護を超えた看護

教育プログラム確立のための計画については、今後関係者で協議をもつ予定になっている。

上位目標の指標達成に関しての懸念事項は、PHSとCHT卒業生の就職率（指標1）で、こ

れはもともと、人材育成のシステムが機能しているといえるためには、訓練された看護師

の適正な配置が必要、という考え方から指標のひとつに取り入れられたものであった。今

次調査で複数のMOH担当者に確認したところ、いずれも、PHSの卒業生で、MOH管轄の保

健施設に就職した者の割合は50％にも満たないとのことであった。一部の卒業生はNGOや

民間セクターに就職しているとのことであるが、保健施設への看護師の適正配置は、今後

とも不透明である。PDM2では、外部条件のひとつに保健人材計画の実施を挙げており、保

健人材計画はプロジェクトの枠組みを離れMOHの責任となっている。したがって、プロジ

ェクト期間終了後もMOHが上位目標のこの指標を特に注意を払い引続きモニタリングする
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こと、看護師のより適正な配置を行うことが望まれる。 

予期されなかった正のインパクトが指摘されている。規則やガイドライン策定の過程で、

看護に関する技術用語や法律用語が統一されていった。また、基礎看護研修ガイドブック

では、各19項目の見出しにラオス語と並んで英語が付記されているが、これは看護に関す

る用語について共通のコンセプトを創出することに貢献したといえる。負のインパクトは

特に認められない。 

 

（5）自立発展性 

自立発展性はある程度見込まれる。 

政策面での自立発展性は高い。「保健戦略2020」の枠組みの下、看護師を含む保健人材育

成を重視する政策は継続していくものと見込まれる。看護は助産業務の基盤でもあるため、

看護師の養成は、助産師の養成にも有効であると考えられる。 

組織面での自立発展性は比較的高い。MOHでは、引き続き看護教育を支援していく予定

である。TTがトレーナーとしてMOHから正式に認証されたことは、活動を継続するうえで

非常に有効と考えられる。またインタビューしたTTメンバーはいずれも活動を継続する強

い意志をもっていると見受けられた。プロジェクトで実施した活動の継続に関し懸念事項

として挙げられるのは、NTSCである。NTSCは、アドバイザリー機関として看護教育プロ

グラムの確立に重要な役割を担ってきたが、その活動の継続については、終了時評価時点

では、あまり明確ではなかった。 

財政面での自立発展性はある程度見込まれる。TTが研修活動を継続していくための予算

をMOHが確保していくかについては、現時点では不明確である。しかしながら、プロジェ

クトでは、財政的自立発展性を考慮し、高額な投入を必要としない基礎看護研修プログラ

ムを策定してきた。少額の実習用品等に必要な200～300US$程度の費用が調達できれば、研

修コースを実施することが可能である。 

技術的自立発展性は中程度である。TTメンバーはよく訓練され、今後も外部からの技術

支援なしに研修を実施できるものと思われる。リージョナル・トレーナーの能力は向上し

たものの、まだ多くの者が、自信をもって適切な研修を行えるようになるには、更なる向

上が必要としている。 

 

３－４ 効果発現に関する貢献・阻害要因 

（1）計画に関すること 

貢献要因としては、看護人材の育成に必要な要素が、プロジェクト・デザインに組み込

まれていたことが挙げられる。また、プロジェクトは、PDMのコンポーネント1の活動から

開始し、中間評価の結果を踏まえてコンポーネント2の活動に着手した。こうした実施方法

は、プロジェクトの進捗をみながらプロジェクトの計画を柔軟に調整できるという意味で

は適切であったが、一方で、コンポーネント2の活動を後半の限られた期間で行うこととな

ったため、準備期間がなく円滑なプロジェクト運営を困難にした面もあった。 

 

（2）実施に関すること 

貢献要因として、ラオス側、日本側双方の高いコミットメントが挙げられる。また、規

則・ガイドラインの綿密な配布・普及活動は、規則・ガイドラインの定着に貢献している。

阻害要因としては、リージョナル・トレーナーや看護師の間で、学歴や教育レベルに違い

があり、そのため知識や技能に大きな差があることで、これにより研修を効果的に実施す

ることが困難になっていることが挙げられる。研修効果を上げるため、プロジェクトでは、

研修やワークショップを繰り返し行い、モニタリングを行っている。 
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３－５ 結論 

アウトプットは達成されつつある。看護助産規則と3つのガイドラインが策定され、公布され、

全国レベルでの普及が進んでいる。規則は、看護・助産の基本的な規範として活用されており、

ガイドラインは、看護業務と教育の参考資料として保健施設とPHSで参照されている。基礎看護

研修プログラムに関しては、NTSCの活動が効果的に行われており、TTが訓練され研修を実施で

きるようになっている。モデル県における活動を通じ看護教育システムは確立されつつあると

いえる。プロジェクト目標達成の見込みが高いので、プロジェクトは予定どおり終了するもの

とする。ただし、プロジェクト目標達成の見込みと自立発展性を高めるためには、ガイドライ

ンの改訂計画が明確でないこと、プロジェクト終了後のNTSCの活動計画が十分協議されていな

いこと、一部のリージョナル・トレーナーの能力が十分でないこと、等、プロジェクトの残り

期間に取り組むべき課題もいくつか残されている。 

 

３－６ 提言 

（1）プロジェクト終了まで 

・ 保健省（MOH）は、プロジェクト終了後のNTSCの活動実施体制及び具体的な活動計画

を策定すること。 

・ 保健省は、TTについても具体的な活動計画を策定すること。 

・ 保健省は、NTSC及びTTの活動継続・促進のために、NTSC及びTTをHRH-TWG傘下に

位置づけるよう対処すること。 

・ 保健省及びプロジェクトは、能力が不十分なRegional Trainerに対しTTの指導による研

修を実施すること。 

・ 保健省は、チャンパサック県（モデル県）以外の県の基礎看護研修実施状況のモニタ

リングを行うこと。 

・ 保健省及びプロジェクトは、「看護助産規則」「看護業務範囲ガイドライン」「看護助産

学校管理ガイドライン」「助産業務範囲ガイドライン」の普及促進を保健省傘下の関連

保健施設に対して引き続き行うこと。 

・ 保健省は、規則及び各ガイドラインを看護師以外の医療職（医師を含む）に対しても

普及させること。のみならず医師に対しても行うこと。各病院においては病院長から

現場の医師へ説明すること。 

・ 保健省は、プロジェクトで開発された看護教育システム（基礎看護以外の分野でも活

用可能なように、NTSC、TT、Regional Trainer、教授法、学校データ管理、病院・学校

連携を含む）やリソースを継続活用するために、プロジェクト活動結果、看護教育シ

ステム及び成果品（規則、各ガイドライン、教材等）を、HRH-TWGの会議などのSWC

メカニズムを通じて、保健省の関係各局及び開発パートナー等への共有を継続的に実

施すること。また、プロジェクトは、保健省各局・関連施設に対して、他のイベント

等でプロジェクトの成果を発表すること。 

・ JICAは、シミュレータやマネキンなどの基礎看護研修用機材の供与を検討すること。

なお、不足の場合は、保健省は、研修運営を容易にするために実習病院からの必要機

材の貸出手続きを確立させること。 

・ プロジェクトは、北部地域における基礎看護研修の実施を検討すること。 

 

（2）プロジェクト終了後 

・ 保健省は、プロジェクトで開発された看護教育システムを今後の人材育成計画におい

て活用かつ継続的に支持すること。 

・ 保健省は、プロジェクトで開発された成果品を今後の人材育成計画において活用する
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こと。規則、ガイドライン策定のノウハウ及び経験を他の政策や制度策定等に活用す

ること。 

・ 保健省は、必要に応じて規則、ガイドラインの改定、教材の改訂を行うこと。 

・ 保健省は、国家保健人材育成政策及び計画（育成された看護師の配置計画を含む）を

実施すること。 

・ 保健省は、発令された保健省令に従い、現在のプロジェクト事務所を看護研修センタ

ーとして活用すること。 

 

３－７ 教訓 

・ 社会環境、看護助産分野の経験、言語が似ている第三国からの優秀な専門家投入は効

果的である。より円滑に第三国専門家派遣が行えるよう、プロジェクト情報に基づき、

JICA在外事務所及び本部はリソースパーソンの情報収集を行うことが望ましい。 

・ プロジェクトで育成された人材・組織は、プロジェクト終了後も継続して活動が行わ

れるよう、プロジェクト期間中のみの任命/組織体制ではなく、政府から認可されるこ

とが重要である。 

・ 規則やガイドライン等の普及は、ただ配付するだけではなく配置状況を確認しつつ、

内容についても説明していくことが重要である。配付確認や内容紹介のための会議を

開催することは、確実な普及のための一案といえる。 

・ 本プロジェクトは2つのコンポーネントから成り、後半のコンポーネント2に関しては、

中間評価にて詳細活動を決めるというデザインであった。5年間の協力期間を前に、詳

細計画策定するのは相手国におけるさまざまな不確定要素や各種政策・事業の進度の

予測不可能な点等が多々あることを考慮すると、プロジェクト開始後に後半部分を決

定していく方法は、効果的かつ効率的といえる。ただし、このようなデザインの場合

は、中間評価を通常よりも早い時期（例、2年目）に実施し、後半のコンポーネントに

移行する準備を早期に開始することが重要である。 

・ 本プロジェクト開始後に、ラオス保健省の事業政策の明確化・共有化、国家プログラ

ムの策定等が活発となったが、このような相手国政府や、協同する開発パートナーを

含めたセクター全体の動きに柔軟に対応するには、JICA在外事務所及び本部による明

確な方針の打ち出し、また、プロジェクトを含むセクター関係者間の情報共有・協議

が一層重要である。 

 

 

 




