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事業事前評価表 

作成日：平成 21 年 11 月 20 日 

担当部・課：人間開発部保健人材課 

 

１．案件名 医療技術者育成システム強化プロジェクト 

２．協力概要  

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

カンボジア王国（以下「カ」国）では、クメールルージュ及び内戦の影響により、医療分野の教

育システムが崩壊し、同分野の教育者も激減したことから、医療分野の人材が極端に不足して

いる。 

これに対して我が国は、2004年に無償資金協力で国立医療技術学校（Technical School for 

Medical Care: TSMC）の改修を支援するとともに、技術協力プロジェクト「医療技術者育成プロジ

ェクト」（2003～2010年）により医療分野の人材育成の体制整備を支援してきた（国立国際医療

センター、聖マリア病院等の協力を得て実施）。同プロジェクトでは、TSMCと保健省が管轄する

地方看護・助産学校（Regional Training Center: RTC）4校において、看護・臨床検査・放射線・理

学療法の4学科を対象に、学校指定規則・指導要領作成、カリキュラム・シラバス作成、教育教

材の開発・供与等の協力を実施し、医療技術者に対する卒前教育の質の向上のために必要な

基礎を確立した。しかし、医療技術者の教育を支える教員の育成システムの整備は課題として

残った。 

また｢カ｣国では、医療技術者の「身分法」等の基本的な規程1が欠如していることが、その教育

システムを体系的に整備していく上で障害となっている。「カ」国がこれらの課題に着実に対処す

るためには、保健省人材育成部2（HRDD）がそのための方策を検討し、ステークホルダーと調整

しつつ実行するのに必要なマネジメント能力を獲得することが必要不可欠である。 

そのため本プロジェクトは、医療技術者のうち地域保健の主力を担う看護・助産分野を中心と

して、現任教員（現在医療技術者に対する教育を行なっている教員）と新規教員の教育・養成シ

ステムの確立、及び医療技術者に関する基本的な規程の整備に向けた取り組みを HRDD ととも

に実施することを通じ、HRDD のマネジメント能力の強化を図ることを目的として実施する。 

（２） 協力期間 ：2010 年 3 月～2015 年 2 月（5 年間） 

（３） 協力総額（日本側）：３億８千万円 

（４） 協力相手先機関：保健省人材育成部（HRDD） 

（５） 国内協力機関：国立国際医療センター 

（６） 裨益対象者 

直接裨益者：国立医療技術学校（TSMC）や地方看護・助産学校（RTC）の教員 

（約 350 名）、医療技術者3（約１万 2 千名） 

      間接裨益者：医療技術分野の学生（年間約 3500 名）、保健省人事部（30 名） 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

「カ」国では医療技術者が非常に不足しており、人口千人あたりの医師、看護師、助産師の

数は 1.0 人と、WHO の基準である 2.5 人をはるかに下回っている。このため、医療技術者の育成

は急務であるが、医療技術者の育成に従事する教員の数が慢性的に不足しているのに加え、

                                            
1
基本的な規程：本プロジェクトにおいて、「基本的な規程」とは、医療に従事する者の資格・業務等を規定した

「身分法」、医療技術者や医療分野の教員の資格・免許制度などをさす。 
2
保健省人材育成部：Human Resource Development Department（HRDD） 

3 医療技術者：医師、薬剤師、歯科医師をのぞく医療従事者（コメディカル） 
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臨床経験を持たない教員も多いなどその質にも問題があるため、医療技術者の育成は十分進

んでいない。 

また、「カ」国では、医療技術者の「身分法」等基本的な規程が整備されておらず、教員の資格

制度等も存在しないが、一方で私立の看護/助産学校が次々に開設されていることから、規程を

整備した上で医療技術者の教育全体の質を確保することは急務となっている。 

さらに HRDD は上記の課題に主体的に対応した経験が不足しており、必要なマネジメント能力

が不十分である。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

「カ」国政府による「国家戦略開発計画（National Strategic Development Plan: NSDP）

2006-2010」にて、4 つの戦略分野の 1 つである「キャパシティ・ビルディングと人材育成」の目標

の 1 つに保健サービスの改善が掲げられている。 

また、「カ」国の保健政策文書である「保健セクター戦略計画（Health Strategic Plan 2008-15 

(HSP2)）」において、人材育成は保健システムを構成する 5 つのコンポーネントのひとつとして位

置づけられ、そのための戦略として、①保健人材の技能の向上、②ライセンス制度や職能団体

強化を通じた専門職の確立、③配置定着の促進（助産が優先）、④公務員給与の改善が掲げら

れており、本プロジェクトの目指す方向と合致している。 

 

（３） 我が国の援助政策、JICA 国別事業実施方針上の位置付け 

我が国の「対カンボジア国別援助計画」では、援助重点分野「社会的弱者支援」の中で基礎的

保健医療サービスの強化を重点開発課題として位置づけており、地方を含む医療技術者の育

成のための基盤整備を行う本案件は、上記計画に合致する。また、2009 年 4 月の JICA 国別事

業実施方針では、援助重点分野「社会開発の促進」の重点開発課題「保健医療の充実」におい

て、「保健システム強化プログラム」により、人材育成や組織・制度強化を通じた「カ」国の保健シ

ステムの強化に取り組むこととしており、本プロジェクトも同プログラムの一環として実施される。

 

４．協力の枠組み 

【プロジェクト目標】 

HRDD の能力4が強化されることによって、質の高い医療技術者の教育の基盤が改善される。  

*「質の高い医療技術者」とは、教育を受けた後に一定の基準（統一的な試験等）を満たす学力・

技術を身につけた者を指す。 

（指標） 

1) 教員指導員5の数が増加する。 

2) 既存の教員の質が改善する。（研修前、研修後の能力テストにより把握する） 

3) 基本的な規程１の制定を見据えた将来構想の有無。 

＊指標 １）については、プロジェクト開始 1 年程度以内に「カ」国側と十分協議の上、具体

的な指標の入手方法や数値等を確定することとする。 

【上位目標】 

保健人材育成システムを通して質の高い医療技術者が育成される。 

（指標） 

1) 卒業試験の受験生のうち、１回目の合格率が X％になる。 

2) 将来構想に基づいた基本的な規程の数が増える。 

＊指標１）については、活動開始 1 年以内に「カ」国側と十分協議の上、具体的な指標の

数値等を確定することとする。（現在は全員が合格するまで再試験が実施されている現

                                            
4 HRDD の能力：現状分析、計画、実施、モニタリング/評価、調整に関する能力 
5 教員指導員：既存教員の教育や新規教員候補者の養成をする人 
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状。） 

＊指標 ２）については、プロジェクト活動として行う現状調査の結果をふまえ、活動開始 1

年以内に「カ」国側と十分協議の上、具体的な指標の数値等を確定することとする。 

 

【成果１】 現任教員の教育システムの改善を通じて HRDD の能力6が強化される。 

（指標） 

・ 看護/助産の教育に関する HRDD の業務内容リストの有無。 

・ 現任教員教育システムのデザイン案の有無。 

・ 現任教員の能力強化のための関連機関・部署との方針・戦略策定・調整会議の数。 

・ 教育プログラムに沿った研修を受けた現任教員の数。 

・ 作成（改定）された教育プログラムの数。 

・ 研修のモニタリング評価の実施回数。 

（活動） 

１） 看護/助産に関する教員の能力開発に関する HRDD の役割を明確にする。 

２） 看護/助産に関する教員の教員システムの現況調査を行う。 

３） 看護/助産分野において、現任教員の能力強化に向けた、ＨＲＤＤとＴＳＭＣ、ＲＴＣ等関連他

機関や各種プログラムとの連携を強化する。 

４） 看護/助産分野において、現任教員の能力強化のための方針/戦略をたて、教員の資格要

件と教育システムを考案する。 

５） 看護/助産分野において、現任教員の教育プログラムを作成する。 

６） 看護/助産分野において、現任教員に対する能力強化研修を実施し、その支援状況を管理

する。 

 

【成果２】 新規教員養成のシステムづくりを通じてＨＲＤＤの能力が強化される。 

（指標） 

・ 看護/助産の新規教員養成に関する HRDD の業務内容リストの有無 

・ 新規教員養成のための関連機関・部署とのデザイン案策定・調整会議の数。 

・ 策定された新規教員の養成システムの有無。 

・ 新規教員養成ための教育プログラムの有無。 

（活動） 

１） 看護/助産の新規教員養成に関する HRDD の役割を明確にする。 

２） 看護/助産分野において、新規教員の養成に向けた、ＨＲＤＤとＴＳＭＣ、ＲＴＣ等関連機関や

各種プログラムとの連携を強化する。 

３） 看護/助産分野において、新規教員養成のための方針/戦略をたて、教員の資格要件や養

成システムを考案する。 

４） 看護/助産分野に関する新規教員のための養成プログラムを作成する。 

 

【成果３】 

医療技術者に関連する既存の規程のモニタリングと基本的な規程の整備に関するＨＲＤＤの能

力が強化される。 

（指標） 

・ 医療技術者育成に関する HRDD 職員の理解度（インタビューにより理解度を把握する） 

・ 教員の資格要件の草案と現任教員教育システムおよび新規教員養成システムのデザイン

案の有無。 

・ 医療技術者に関連する既存の規程のリストの有無。 

・ 医療技術者に関連する既存の規程の実施状況のモニタリング計画の有無。 

                                                                                                                                        
6 HRDD の能力：現状分析、計画、実施、モニタリング/評価、調整に関する能力 
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・ 医療技術者に関連する基本的な規程策定および改定のためのタスクフォースの有無と会議

の開催数。 

（活動） 

１） 医療技術者育成に関する HRDD の役割を明確にする。 

２） HRDD と人材育成に関する関係部署との間で、医療技術者と教員の規程に関する協力体

制を強化する。 

３） 医療技術者に関連する規程の現況を調査する。 

４） 医療技術者に関連する既存の規程の実施状況をモニターする。 

５） 看護/助産分野における基本的な規程の草案策定のためにタスクフォースを立ち上げる。 

６） 看護/助産分野における基本的な規程の草案作成のための準備をする。 

 

【投入（インプット）】 

① 日本側 

・専門家派遣（チーフアドバイザー、看護・助産教育、人材育成、教育制度、業務調整等） 

・その他、プロジェクト実施に必要な供与機材、研修員受け入れ 

② カンボジア側 

・ カウンターパート配置：プロジェクトディレクター（保健省次官） 

                 プロジェクトマネージャー（保健省人材育成部長）     

・ カウンターパート人件費 

・ 事務所スペース 

・ プロジェクトに必要なローカルコスト 

【前提条件】カウンターパートが計画通り配置される。 

【外部要因】 

・ 保健省が人材育成に関する主要政策を大幅に変えない。 

・ 教育/養成された教員が保健省の教育機関に勤める。 

・ 改善された教育システムが保健省によって継続的に整備される。 

・ 関係機関がプロジェクトの活動について強く反対しない。 

５．評価 5 項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本プロジェクトは以下のとおりの理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ 「カ」国の保健政策文書「HSP2(2008-2015)」の横断的コンポーネントである「人材育成」に該

当し、その戦略に沿っている。 

・ 我が国の「対カンボジア国別援助計画」及びＪＩＣＡの国別援助実施方針に合致している。 

・ ｢カ｣国の保健人材育成分野では、これまでに多くのドナーや NGO が断片的な支援を行って

きたが、部分的な整備や改善に留まっており、人材育成システム全体として整合性の取れた

システムが整備されていない。本プロジェクトは、システム整備に向けた取り組みの基盤を担

う HRDD の能力強化に取り組むものであり、「カ」国が自立的に人材育成システムの整備を実

施していくことを可能にするものと期待できる。 

・ HRDD は人材育成に係る政策の枠組み策定を強く望んでおり、本協力は先方ニーズと合致

したものである。 

 

（２） 有効性 

本プロジェクトは以下の理由から有効性が高いと見込まれる。 

・ 教員育成のシステム整備(成果１と２)、既存規程のモニタリングと基本的な規定整備(成果 3)

を、医療技術者の教育基盤改善の責任部署である HRDD が実施するのを専門家が支援する

ことにより、HRDD に必要なマネジメント能力が開発されると考えられることから、全ての成果
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はプロジェクト目標の達成につながっているといえる。 

 

（３） 効率性 

本プロジェクトは以下の理由から効率性の高い実施が見込まれる。 

・ 成果により主に目指す HRDD の能力強化については、HRDD が自立的に各種調整を実施

し、方向性を打ち出すことを促す活動内容となっており、質・量ともに適切と考えられる。 

 

・ 具体的なシステム作りを行っていく活動が順を追って設定されており、HRDD の能力強化が

達成されるために十分であると考えられる。（投入のタイミングに関しては活動開始 1 年以内

に「カ」国側と十分協議の上、確定することとする。） 

・ ＪＩＣＡは、本プロジェクトのカウンターパート機関及び関係機関（TSMC 及びＲＴＣ）に対しては

豊富な協力実績があり、カウンターパート機関もＪＩＣＡの協力を知悉していることから、円滑な

協力の実施が期待できる。 

・ 本プロジェクトと同時期に保健省に対して「助産師能力強化を通じた母子保健改善プロジェク

ト」が実施される予定であり、以下の点において連携することにより、効率性は高められると考

えられる。 

- 助産師の現任教員育成システム改善にあたり行う、現況調査への HRDD の協力 

- 策定された教育プログラムの実施に関する関係者間の情報共有 

- 助産師に係る規程案策定への両プロジェクト関係者の参加と協働 

（４） インパクト 

本プロジェクトのインパクトは以下のように予測できる。 

・ プロジェクト目標の達成により改善された教育基盤のもと、現任教員が適切に教育され新規

教員が適切に養成され、医療技術者の質の保証が可能な統一的なシステムが構築されるこ

とで、上位目標となっている質の高い医療技術者の育成に貢献することが期待できる。 

・ 上記の背景として、｢カ｣国では、内戦の影響により医療分野の教育システムが崩壊し、同分

野の教育者も激減したことから、医療分野の人材が極端に不足している現状がある。また、

医療技術学校の卒業生の質を大きく左右する教員育成システムが未整備であり、また、公

立・私立統一の医療技術者育成の学校卒業試験や国家試験が行われていないことが、医療

技術者の質向上に対し大きな障害となっている。 

 

 

（５） 自立発展性 

以下の通り、本プロジェクトによる成果は、「カ」国側によりプロジェクト終了後も継続されるものと

見込まれる。 

政策面： 

・ HSP2 において、看護/助産師を含む人材育成は最優先課題であり、医療技術者の技能の

向上や、ライセンス制度の整備を通じた専門職の確立は人材開発戦略の柱と位置づけられ

ているため、本プロジェクト終了後も保健省の政策的支援が継続されると予想される。 

・ 本プロジェクトは、基本的な規程の整備を含む医療人材育成システムの整備に対する HRDD

の強い要望を踏まえて形成したものであり、HRDD のコミットメントが強い。 

 

組織・財政面： 

・ プロジェクトの活動は、HRDD の本来業務と課題に対応しており、本プロジェクトのために

HRDD が追加の人材・予算を計上する必要性は大きくないと考えられる。従って、プロジェクト

終了後も HRDD が存在し続け、同部の所掌範囲が大きく変更されない限りは、プロジェクト成

果は継続するものと想定できる。 

 
技術面： 
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本プロジェクトの活動の中で、HRDD の調整能力が向上し、HRDD が TSMC および RTC を含む

関係機関やドナーなどと連携や調整を図ることで、プロジェクト終了後も制度整備が継続して実

施できると考えられる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

女性が大半を占める看護/助産師は、医師の補助的立場として見られる傾向にある。本案

件により、その役割が明確になり、提供するサービスの質も向上することによって、看護/助産師

自身の地位向上やエンパワーメントにつながることが期待できる。また、質の高い医療技術者の

養成により、妊産婦を含む女性や、地方の貧困地域へのより質の高い保健医療サービス供給

が期待できる。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

「医療技術者育成プロジェクト」は制度整備と卒前教育への支援を同時に行ったが、スコー

プが広すぎたことからプロジェクト期間中に協力範囲の見直しを行なう必要が生じた。本案件は

同プロジェクトの教訓を活かして、保健省のマネジメント能力に絞り込んだ協力内容としている。 

 

 ８．今後の評価計画 

中間評価 ２０１２年１０月頃 (予定) 

終了評価 ２０１４年１０月頃 （予定） 

事後評価 協力終了 3 年後を目処に実施する予定 

 


