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ベトナム 

フエ中央病院改善計画 

 

外部評価者：グローバルリンクマネージメント株式会社 

平野 明子 

0．要旨 

本事業は、計画時、事後評価時共に、ベトナムの開発政策、開発ニーズとの整合性が高

く、計画時の日本の援助政策との整合性も確認された。また、計画通りの事業費及び事業

期間をもって、計画通りのアウトプットが得られており、効率性は高い。本事業の実施に

より、フエ中央病院の手術件数増加、平均滞在日数改善、患者数の増加など概ね計画され

た成果が発現している。更に、中部地域の医療水準の向上に関しても、関連案件の技術協

力プロジェクトとの相乗効果により正のインパクトが確認された。持続性に関しては、本

事業の維持管理の財務状況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。以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

1．案件の概要 

 

 
 

事業地域の位置図 フエ中央病院 中央診療棟 

 

1.1 事業の背景 

ベトナム中部地域は、戦争の影響を多く受けた事もあり、北部や南部地域に比べると経

済発展が遅れており、貧困世帯比率も全国平均より高い。また洪水、台風といった自然災

害の影響を受けやすく、山岳地域など交通アクセスの悪い地域があることなども住民の健

康に悪影響を及ぼしている。 

 

ベトナム政府は、すべての国民が質の高い医療を享受できることを目標に掲げ、罹患率

の低下、健康増進、平均余命の向上などを図る様々な取組みを行っている。 

 

フエ中央病院は 1894 年に設立されたベトナム最古の病院であり、中部地域においてはフ

エ中央病院が地域のトップリファラル病院として、一般市民を対象に第三次医療を提供す

る唯一の総合病院となっている。しかし施設の老朽化が進み、病院を構成する多数の建物

が無秩序に配置されているため病院運営の効率性が低く、さらに規定病床数では増大する
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患者に対応しきれず、定数以上のベッドを病床や廊下に配置しているのが現状であった。

そこで、ベトナム政府は同病院の機能改善を図るため、病院施設建設と医療機材整備を目

的とした改善計画の実施を日本政府に要請した。 

 

1.2 事業概要 

中部地域の拠点病院であるフエ中央病院の施設と関連医療機材を整備することにより、

同地域における保健医療サービスの質の向上を図る。本事業の概要は表 1 のとおり。 

 

表 1 事業の概要 

E/N 限度額／供与額 2,989 百万円／2,894 百万円 

交換公文締結（／贈与契約締結） 詳細設計：2004 年 4 月、入札・監理・工事：2004 年 7 月 

実施機関 保健省、フエ中央病院 

事業完了 2006 年 10 月 

案件従事者 本体 施工：株式会社熊谷組、機材調達：オガワ精機株式会社、双

日株式会社 

コンサルタント 共同企業体 株式会社日本設計・株式会社エムイー企画 

基本設計調査 2003 年 6 月~9 月 

詳細設計調査 2004 年 5 月~2005 年 3 月 

関連事業 (1) 中部地域医療サービス向上プロジェクト（2005-2010 年）

(2) 保健医療従事者の質の改善プロジェクト（2010-2015 年）

 
2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

平野明子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

 

2.2 調査期間 

今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

調査期間：2010 年 12 月～2011 年 11 月 

現地調査：2011 年 3 月 27 日～4 月 13 日、2011 年 6 月 26 日～7 月 10 日 

 

2.3 評価の制約 

特になし。 

 

3．評価結果（レーティング：A1） 

3.1 妥当性（レーティング：③2） 

3.1.1 開発政策との整合性 

計画時のベトナム政府の国家開発計画である「社会経済開発 10 ヵ年戦略」（2001 年~2010

年）においては、保健医療セクターの開発課題として①第一次から第三次まで全レベルに

おける保健医療サービスの質を改善すること、②公平性と効率性を追求すること、が謳わ

                                                        
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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れていた。また、保健セクターの基本政策である「ヘルスケア保護 10 ヵ年戦略（2001 年~2010

年）」では、すべての国民へのプライマリーヘルスケアの提供や質の高い医療へのアクセス

の実現を目標としており、目標達成のための施策の 1 つである“医療技術及び情報システ

ムの発展”では、フエ市を含む主要都市における高度医療センターの早期整備が取り上げ

られていた。 

 

事後評価時のベトナム保健セクターの政策である「保健分野マスタープラン」（2010 年

~2020 年）では、前開発計画に引き続き、中央からコミューンの各レベルにおける施設の改

善や医療サービスの質の改善を推進している。医療診断・治療サービスの異なる技術レベ

ルのネットワークの向上を目標の 1 つとし、フエを含む主要都市の高度医療センターの強

化・完成に向けて集中的に投資することが明記されている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

本事業の対象地域である中部地域は、経済状況や保健水準が他の地域に比べて低く、表 2

に示すように、貧困割合や乳幼児死亡率が全国平均よりも高い。近年、改善傾向にあるも

のの、事後評価時のデータ（2008 年）においても、全国水準には至っておらず、中部地域

の保健状況の改善の必要性は高い。中部地域のトップリファラル病院であるフエ中央病院

を整備することは、単に同病院の施設改善だけでなく、中部地域における医療従事者の育

成や保健医療サービスの質的向上につながるものでもあるため、本事業の開発ニーズとの

整合性は高いと考えられる。 

 

表 2 中部地域及び全国平均の経済・保健指標の推移 

 
全国平均 中部沿岸北部 中部沿岸南部 中部高原 

2002 年 2008 年 2002 年 2008 年 2002 年 2008 年 2002 年 2008 年

貧困割合（%）*1 28.9 14.5 35.7*5 18.4*5 35.7*5 18.4*5 51.8 24.1 

医師のいる村落比率*2  61.5 65.93 45.9 61.35 53.7 59.87 51.9 49.86

乳児死亡率 
（1000 人当たり）*3 

26 15 30.9 16 23.6 16 30.9 23 

乳幼児栄養不良率（%）*4 30.1 19.9 36 23.7 32.6 19.2 40.2 27.4 

出所： *1 Statistical Yearbook of Vietnam 2009、統計局、*2  Health Statistics Yearbook 2002 & 2008, 保健省、

*3 &4 Health Statistics Yearbook 2002 & Five-Year Health Sector Development Plan 2011-2015、保健省、

*5 中部沿岸北部と南部のデータが統合して集計されていた。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

計画時の日本の対ベトナム援助政策である「対越国別援助計画」（2000 年）では、援助重

点分野は、「人づくり・制度作り」、「電力・運輸などの経済インフラ整備」、「農業・農村開

発」、「教育・保健・医療」、「環境」である。保健医療分野では、拠点病院整備が 3 つの柱

の 1 つとなっており、本事業は対ベトナム援助方針に合致していた。 

 

なお、事業完了後の 2008 年に保健医療分野における主要な支援として国際協力機構

（JICA）協力プログラム「保健医療サービスの質の改善プログラム（2008 年~2015 年）」が

とりまとめられた。このプログラムでは、①人材育成に係る政策・制度改善、②地域医療
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システムの強化、③中央と地方の医療機関の施設・機材整備を主な成果として、ベトナム

の保健医療サービスの質の改善を目的としている。本事業は、右プログラムを形成する上

で基礎となったベトナムの 3 拠点病院（北部のバックマイ病院、中部のフエ中央病院、南

部のチョーライ病院）への支援の一環であった。 

 

以上より、本事業の実施は、計画時及び事後評価時共に、ベトナムの開発政策、開発ニ

ーズとの整合性が高く、計画時の日本の援助政策とも十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 効率性（レーティング：③） 

3.2.1 アウトプット 

日本及びベトナム側のアウトプットは、ほぼ計画通り完了した。本事業におけるアウト

プットは表 3 のとおり。 

 

表 3 アウトプット比較表（計画/実績） 

 計画 実績 

日本側 (1) 施設 
① 中央診療棟（地上 7 階建）の新設（検査部門、手

術部門、ICU、回復室、病棟等） 
② 外来棟（地上 3 階建）の新設（内科、外科、眼科、

耳鼻科、歯科、救急外来部門等） 
③ 機械棟（平屋建）の新設（機械室、変電室、発電

機室の設備機器等） 

ほぼ計画通り。機器・車庫の

配置や空調排水設備の変更な

ど、設計時から若干の変更が

あったが、アウトプット自体

に変更はない。 

(2) 機材 
ENT3（耳鼻咽喉）治療ユニット、X 線撮影装置一式、

救急車、手術用装置一式、高圧蒸気滅菌機、超音波

診断装置、デンタルユニット、内視鏡、ラボラトリ

ー検査装置等 

計画通り。 

ベトナム側 敷地の整地、既存施設の撤去（不発弾の撤去、既存建物

解体等）、電力、水道、電話幹線の計画値までの敷設 
計画通り。 

出所：基本設計調査報告書（2003 年）、フエ中央病院。 

 

 

 
中央診療棟（奥の 7 階建）、外来棟（手前 3 階建） 内視鏡 

 

                                                        
3 ENT は Ear, Nose and Throat の頭文字をとった耳鼻咽喉科の略語 
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3.2.2 インプット 

3.2.2.1 事業費 

本事業のE/N限度額は2,989百万円であるのに対し、日本側の実績は2,894百万円であり、

日本側事業費は計画比の 97%と計画内に収まった。ベトナム負担の計画額は 41 百万円であ

ったのに対し、基本設計調査報告書で計画されていた項目に対する個別の投入額は入手で

きなかったが、保健省及びフエ中央病院独自の予算で、計画されたアウトプットに加えて、

本事業に必要な追加機材購入や管理棟の建設を行い、本事業関連で総額約 1.5 百万ドル（約

176 百万円）の支出を行った。 

 

3.2.2.2 事業期間 

事業期間は 2004 年 5 月から 2006 年 10 月までの 30 ヶ月であり、計画内に収まった。 

 

以上より、本事業は事業費及び事業期間ともに計画内に収まり、効率性は高い。 

 

3.3 有効性（レーティング：③） 

3.3.1 定量的効果 

本事業により、質の高い三次医療サービスの提供、診療機能の中央化によるサービスの

効率化、診療収入の増加による病院サービスの改善が期待されており、事業成果指標とし

て、(1)年間手術数、(2)病床占有率が設定された。 

 

(1) 年間手術数 

フエ中央病院の年間手術数は表 4 のとおり。計画当時、フエ中央病院の手術室は 14

室であり、本事業で 8 手術室の新設及び必要機材の供与を行った。年間の手術件数は、

本事業後確実に増加し、目標値の達成時期は計画より遅くなったが、2010 年までに目

標値を達成した。 
 

表 4 年間の手術件数 

指標名（単位） 
基準値 

（2002 年） 
目標値 

（2007 年）

実績値 
（2007 年）

実績値 
（2008 年）

実績値 
（2009 年） 

実績値 
（2010 年） 

手術件数（年間） 13,523 21,700 17,987 18,381 20,244 23,305 

出所：基本設計調査報告書（2003 年）、フエ中央病院。 

 

(2) 病床占有率4 

フエ中央病院の病床占有率とベッド数は表 5 のとおり。基準値及び目標値は規定ベ

ッド数を用いて算出された数値であるが、フエ中央病院では現在実績ベッド数による

データ管理を行っており、2007 年以降の実績値は実績ベッド数を使用した数値である。

規定と実績ベッド数は大きく異なるため、目標値の達成度については確認できない。 

 

一方、計画当時（2002 年）の基準値を実績ベッド数で換算すると、104%となり、2007

                                                        
4 病院のベッドの利用状況を示す指標で、入院患者延数をベッド数で割ったもの。 
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年以降の値はほぼ同等あるいはやや上昇傾向にある。フエ中央病院からの聞き取りで

は、本事業で約 200 床のベッドを追加（日本側負担 50 床、残りはベトナム側負担）し、

その他の施設整備の効果と合わせて、病床占有率が改善することを期待したが、実際

には、施設や機材、サービスの改善等の理由により患者数が増加したこともあり減少

には至らなかったとしている。病床占有率は様々な要因により影響される指標であり、

ベッド数を増加しても、それを上回る患者数の増加があればその効果は表れない。従

って、本指標では改善が確認できなかったが、それが必ずしも本事業の成果が出てい

ないことを示すものではないと考える。なお、保健省策定の「病院管理ガイドライン

2010」では病床占有率の目標値が 90-100%と設定されており、右ガイドラインに従い、

フエ中央病院では、2012-2013 年に計 600 ベッドを増加する計画である。 

 

表 5 病床占有率とベッド数（規定/実績） 

指標名（単位） 
基準値 

（2002 年） 
目標値 

（2007 年）
実績値 

（2007 年）
実績値 

（2008 年）
実績値 

（2009 年） 
実績値 

（2010 年） 
病床占有率： 
規定ベッド数（%） 

120.5 114 NA NA NA NA 

病床占有率： 
実績ベッド数（%） 

104 NA 102.2 106.4 109.4 107.5 

規定ベッド数 1,090 1,100 1,100 1,400 1,400 1,400 
実績ベッド数 1,550 2,006 2,006 2,006 2,141 2,152 

出所：病床占有率-基本設計調査報告書（2003 年）、フエ中央病院。ベッド数は全てフエ中央病院。 

 

(3) 平均在院日数及び患者数 

平均在院日数の改善や患者数増加は、基準値や目標値は設定されていないが、基本

設計調査時に本事業の効果として期待された成果である。平均在院日数の事業完成後

の実績は表 6 のとおり。年々わずかであるが減少しており、施設の中央化などによる

サービスの効率化が貢献要因の 1 つであると考えられる。一方、患者数は図 1 に示す

ように、入院患者、外来患者ともに年々増加している。 

 

表 6 平均在院日数 

指標名（単位） 
実績値

（2007 年）
実績値

（2008 年）
実績値

（2009 年）
実績値

（2010 年） 
平均在院日数（日） 11.5 11.4 11.3 10.0 
出所：フエ中央病院 

 

 
出所：フエ中央病院 

図 1 フエ中央病院の入院患者・外来患者数の推移 
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3.3.2 定性的効果 

(1) 患者の待ち時間 

フエ中央病院からは、患者の待ち時間に関する定量的データは入手できなかった。

病院の説明によると、施設や機材、サービスの改善により年々患者の数が増加してい

るが、本事業により主要な検査の場所が 1 ヶ所になったことにより、移動時間が短縮

されたこと、更に病院側の自助努力によるカルテ管理の改善などにより、外来患者の

待ち時間が短縮していると報告している。 

 

事後評価時に行った受益者調査5による、一般内科の外来患者の問診待ち時間、及び、

消化器外科の入院患者の検査待ち時間に関する結果は、図 2、3 のとおり。外来患者の

約半数が 10 分以内に、9 割が 30 分以内に医療従事者からの最初の問診を受けており、

比較的短い待ち時間であると考えられる。また、入院患者が検査室で受付を行ってか

ら実際に検査を受けるまでの時間は、85%が 30 分以内であった。 

 

出所：受益者調査（各 N=60） 
 

図 2 一般内科外来患者の診察待ち時間 図 3 消化器外科入院患者の検査待ち時間 

 

(2) 主要な施設の活用状況 

外来棟・中央診療棟は、清掃も行きとどき、適切に維持管理されている。 

 

外来棟の受付 集中治療室（ICU） 

 

                                                        
5 受益者調査は、フエ中央病院の一般内科の外来患者及び消化器外科の入院患者それぞれ 60 名に対して

行われ、有効回答数は 120 であった。 
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(3) 主要な機材の活用状況 

本事業で供与された機材の内、主要な医療機材については、概ね適切に活用されて

いる。一方、スペアパーツの予算の承認待ちで修理中の機材が数点確認されたが、詳

細は持続性の項目を参照。 

 

 

手術室と手術用機材一式 歯科用機材 

 

以上より、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。 

 

3.4 インパクト 

3.4.1 インパクトの発現状況 

(1) 診察収入の増加による病院サービスの改善 

フエ中央病院の病院総収入及び収支バランスは、図 4、5 に示すとおり。いずれも、

経年で増加しており、総収入は過去 5 年で約 3 倍になっている。2006 年に施工された

政令 43/2006/ND-CP6により、病院は独立採算による経営を求められており、フエ中央

病院に対する保健省からの資金は年々減少傾向にあるが、診療収入及び保険料収入が

大きく増加し、総収入の増加につながっている。 

 

一方、ベトナムでは、前述の独立採算による病院経営を推進する政策により、財政

的自立と病院サービスの質の改善の両立に苦慮している病院も多いとの状況も聞かれ

た。保健省は、このような状況を認識しており、現在、関連政策の見直しを行い、病

院経営に係る新たな政策の施行を検討しているとのことである。 

 

                                                        
6 政令 43/2006/ND-CP「公共日商業団体に適用される業務実施、組織機構、給与総額と融資に対する自立

的で自己責任のメカニズム提示」は、2006 年に施行された政令で、病院に独立採算による経営を求め

るものである。 
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出所：基本設計調査報告書（2003 年）、フエ中央病院。  
図 4 フエ中央病院の総収入 図 5 フエ中央病院の収支バランス 

 

(2) 患者満足度 

事後評価時の受益者調査による患者満足度は図 6、7 に示すとおり。“非常に満足”、

“満足”、“中程度”、“不満足”の 4 段階で質問したところ、消化器外科の入院患者と

一般内科の外来患者ともに、97%が“非常に満足”あるいは“満足”と回答し、非常に

高い満足度が確認された。主な理由として、医者や看護師の態度が良い、検査などの

手順が明確、以前と比較して待ち時間の減少、施設や機材が良いなどのコメントが聞

かれた。一方で、待ち時間が長い、家族が待機する場所がない、などの不満の声も聞

かれた。 

 

 
出所：受益者調査（各 N=60） 

 

図 6 消化器外科・入院患者の満足度 図 7 一般内科・外来患者の満足度 

 

(3) ベトナム中部全域の医療水準の向上 

事後評価時に実施した中部地域の 3 つの省病院（ハティン省、フーエン省、クアン

チー省）への質問票調査によると、フエ中央病院は中部地域のトップリファラル病院

として重要な役割を果たしており、過去 5 年で医療サービスの質は改善しているとの

回答であった。 

 

また、全ての省病院が、フエ中央病院が各省病院の医療サービスの質の改善に貢献

していると回答している。具体的には、フエ中央病院が省病院の医療従事者に対して

各種研修を実施していることや、フエ中央病院から派遣される医療従事者により、様々

な診療技術の移転や機材維持管理の改善があげられている。特に、クアンチー省病院
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では、救急対応や内視鏡手術などの診療技術の向上により、対応できる症例が増加し

たため、省病院から上位病院へのリファラル（患者紹介）数が減少傾向にあると回答

した。 

 

表 7 クアンチー省病院からフエ中央病院へのリファラルケース数 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

リファラルケース数 913 946 960 749 
出所：クアンチー省病院 

 

本事業の関連案件として、2005 年からフエ中央病院に対して技術協力プロジェクト

「中部地域医療サービス向上プロジェクト（2005 年~2010 年）」が実施され、中部地域

の省病院を対象とした研修機能の拡充を目的として技術支援が行われた。上述の省病

院の医療サービスの質の改善は、本事業と技術協力プロジェクトの連携による貢献度

が大きいと考えられる。なお、ベトナムでは、上位病院が下位病院へ技術指導を行う

医療政策（DOHA 活動7）があり、上記技術協力プロジェクトは、この政策を推進する

形で実施されている。 

 

3.4.2 その他、正負のインパクト 

(1) 自然環境へのインパクト 

排水、廃棄物、排気、騒音・振動などの自然環境へのインパクトについては、問題

は認められない。 

 

(2) 住民移転・用地取得 

本事業は、もともとの病院敷地内で行われたため、住民移転や用地取得は行われて

いない。 

 

(3) 中部地域外からの患者数増加 

フエ中央病院の患者は、約 9 割が近隣の 3 省からであるが、近年ではそれ以外の地

域からの患者の割合が増加している。フエ中央病院からの報告では、最近は、高い診

療技術を求めて、中部地域のみならず、北部や南部からの患者も増加しているとのこ

とである。 

 

(4) フエ中央病院の設備拡充 

フエ中央病院からの説明では、本事業による中央診療棟・外来棟や医療機材の整備

がきっかけになり、その後、次々と他ドナーや政府からの支援により、施設の新設・

拡充が進んでいるとのことである。具体的には、2008 年以降、世界銀行、オーストリ

ア、米国 NGO（Atlantic Philanthropies）などの支援により、循環器病センター、DOHA

研修センター、眼科センター、血液センター、国際病院、癌研究センターなどが建設

                                                        
7 ベトナムでは、保健省の指導の下、DOHA（Direction Office of Healthcare Activities: 地域医療指導部）活

動が上位病院に義務付けられており、第三次医療機関は省病院や下位病院の医療事情調査や医療従事者

への研修などを実施している。 
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済み、あるいは計画されている。 

 

 

2014 年を目標としたフエ中央病院マスタープラン模型 

 

以上のように、計画時に期待された正のインパクトに加えて、対象地域外への裨益やそ

の後のフエ中央病院の施設拡充にも一定の貢献が確認された。これらは本事業と関連案件

の技術協力プロジェクトとの連携効果も大きいと考えられる。負のインパクトは認められ

なかった。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

施設管理は、管理総務部が担当している。20 名の技術者が在籍し、一部委託契約も行っ

ている。計画通り、本事業で新しく整備された手術室空調システムのメンテナンスのため

に数名追加要員が雇用された。年間、月間、週毎の管理計画を作成し、維持管理活動を行

っている。 

 

医療機材管理は、医療機材部が実施している。47 名のスタッフが 7 つのグループに分か

れて活動している。管理システムに関しては、2006 年にルクセンブルクの援助機関の支援

で機材データベースが開発されており、前述の「中部地域医療サービス向上プロジェクト」

の技術支援などもあり、全ての機材の情報（機材情報、点検・修理記録など）を一元管理

している。全機材に対して定期検査の年間計画を作成・実施している。一方、機材は各科

の所有物になっており、中央で機材を一元管理・配置する中央管理システムの構築は未だ

実現に至っていない。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

施設・医療機材ともに、運営維持管理技術に関しては大きな問題点はなく、適切に実施

できている。医療機材に関しては、CT スキャンや超音波診断装置などの特殊機材に関して

は、外部の専門業者にメンテナンスを委託しているが、それ以外は病院内の技術者で対応

している。医療機材管理の教科書、81 の操作手順や 9 つの維持管理手順書等を作成し、省

病院への研修なども行っている。医療機材維持管理の研修数及び受講者数は表 8 に示すと

おり。2007 年以降、ほぼ定期的に研修を実施している。 
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表 8 機材維持管理研修実績 

 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 

維持管理研修数  8 12 3 10 

研修された技術者数 253 426 60 307 

出所：フエ中央病院 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

施設・機材維持管理費の推移は表 9 に記すとおり。施設の維持管理予算に関しては、フ

エ中央病院の担当者によると、年間約 30-40 億 VND（ベトナムドン）が必要になるとのこ

とであるが、概ね確保されている。 

 

表 9 フエ中央病院の機材維持管理費（単位：百万 VND） 

 
2003 年 
（推定） 

2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 
2011 年

予算（見

込み） 

施設維持管理費 550 2,420 4,256 2,768 3,700 4,462 2,500 

機材維持管理費 1,429 635 1,122 1,188 1,076 756 2,500 

出所：基本設計調査報告書（2003 年）、フエ中央病院。 

 

一方、機材の維持管理予算に関しては、近年の予算を見ると減少傾向にあり、2003 年の

基本設計調査時の試算8を大きく下回っている9。医療機材部主任は、予算は大幅に不足して

いると報告している。実際に、事業評価時点で数種類の機材がスペアパーツ購入の予算が

配分されていないため未稼働となっていた。フエ中央病院の説明では、医療機材部が各部

署から必要な機材の修理の要求を取りまとめ、優先順位を付けて必要なものから予算を付

けている。予算の配分に関しては、人件費などの優先度が高く、また、機材の維持管理要

求額が膨大であるため全てを受け入れることは困難であると説明している。 

 

主な対応策としては診療費の値上げしかないとしているが、実際にはその実現は困難な

状況である10。一方、病院側も、今後、可能な範囲で改善を目指しているとしている。2011

年度の予算は、表 9 のとおり、施設・機材維持管理費が約 50 億 VND であり、そのうち、

機材の予算は 25 億 VND と大幅に増額している。 

 

また、医療機材部では、予算不足を補うため、定期点検をより頻繁かつ丁寧に行うこと

により故障を未然に防ぐ努力を行っており、診療部門からの機材管理部の活動に対する信

頼は高いと見られる。 

                                                        
8 基本設計調査報告書（2003 年）では、計画時の施設・機材維持管理費（光熱費含む）は 5,311 百万 VND

であり、本事業が完成後には、施設維持管理費が 3,372 百万 VND、機材維持管理費が 3,285 百万 VND
と試算され、現状の約 2 倍になると記されていた。 

9 基本設計調査報告書（2003 年）では、フエ中央病院及び保健省から、必要な維持管理費の充当が確約

されたと記されている。また、本事業の関連案件である「中部地域医療サービス向上プロジェクト」で

は、機材管理への支援が行われたが、終了時評価報告書によると、維持管理費の確保は外部条件として

位置付けされており、特段問題として認識されていない。 
10 診療費は 1995 年に制定されて以来変更されておらず、改定が必要という声が多く、他の病院からも同

様の要望があり、ベトナム政府は診療費の値上げを試みたが、住民からの抵抗が大きく、見通しは立っ

ていないとのことである。 
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3.5.4 運営・維持管理の状況 

施設及び機材は、上述の予算に関する問題以外では病院側により概ね良好に管理されて

いる。以下に事後評価時に確認された対応中の事項を明記する。 

 

表 10 施設及び機材の対応状況 

 問題点 対策 

施設 救急外来天井の空調吹き出し口周辺にカ

ビ発生 
湿度が高い環境のため、頻繁にカビが発生

するため、定期的に塗装やパネル交換を行

っている。 

機材 一般撮影用 X 線撮影装置（放射線科）及び

内視鏡・気管支用（検査室）、血液ガス分

析装置（検査室）がスペアパーツ予算待ち

で未使用。 

他に使用できる機材が存在するため、優先

度が低く、現在予算承認待ち。 

 

以上より、本事業の維持管理は財務状況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。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、計画時、事後評価時共に、ベトナムの開発政策、開発ニーズとの整合性が高

く、計画時の日本の援助政策との整合性も確認された。また、計画通りの事業費及び事業

期間をもって、計画通りのアウトプットが得られており、効率性は高い。本事業の実施に

より、フエ中央病院の手術件数増加、平均滞在日数改善、患者数の増加など概ね計画され

た成果が発現している。更に、中部地域の医療水準の向上に関しても、関連案件の技術協

力プロジェクトとの相乗効果により正のインパクトが確認された。持続性に関しては、本

事業の維持管理の財務状況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。以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。 

 

4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 医療機材の維持管理費の確保 

医療機材の維持管理費の配分が不十分であると認められるため、病院内で医療機材

部と病院経営側とのより緊密な協議により、維持管理費の重要性を共有し、今後必要

な費用を配分することが求められる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

(1) 病院機能強化のための実施中技術協力プロジェクトとの連携強化 

現在実施中の「保健医療従事者の質の改善プロジェクト」では、フエ中央病院を下

位病院への研修実施側パートナーとして協働する計画であるが、連携体制をより強化

し、フエ中央病院の能力が更に向上されることが望ましい。特に、上記プロジェクト

内で計画されている 3 拠点病院（バックマイ病院、フエ中央病院、チョーライ病院）

の院長、保健省、技プロチームの定期会合において、可能な範囲で、上記プロジェク
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ト関連以外の病院管理や財政等の重要課題についても協議・共有できるよう調整され

ることが期待される。 

 

4.3 教訓 

(1) 維持管理費の確保 

本事業においては、施設・機材の維持管理費の充当の可能性について、計画時にフ

エ中央病院や保健省により確認されたにもかかわらず、実際には十分な予算の配分が

なされていなかった。今後同様の支援実施の際には、維持管理費の確保状況について

は、事業計画時の協議のみならず、事業実施中及び実施後も可能な範囲で確認し、特

に、無償資金協力へのフォローアップや連携の技術協力を実施する場合は、その中で、

実施機関への助言や対応策を共有することが望ましい。 

 

(2) 無償資金協力と技術協力プロジェクトの連携効果（グッドプラクティス） 

本事業の関連案件として、フエ中央病院に対する中部地域の省病院への研修機能拡

充を目指して、技術協力「中部地域医療サービス向上プロジェクト」が実施された。

その結果、無償資金協力による高次病院の基盤整備の成果が、技術協力プロジェクト

により地域医療の改善に広く貢献し、その連携効果が認められた。従って、今後同様

の高次病院への支援を計画する場合は、地域内の下位病院への技術移転やリファラル

システム改善などの要素を含んだ連携案件を検討することも一案である。 

 

以上 
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