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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：リハビリテーション強化プロジェクト

分野：障害者支援 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部高等教育・社会保障グ

ループ社会保障課 

協力金額（評価時点）：2 億 8,729 万円

協力期間 R/D 締結： 2008 年 3 月 31 日 

プロジェクト期間： 2008 年 7 月

23 日～2013 年 7 月 22 日 

先方関係機関：保健省 

日本側協力機関：国立身体障害者リハビリテー

ションセンター 

社団法人日本理学療法士協会 

社団法人日本作業療法士協会 

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）においては、ポリオ、ハンセン病、

トラコーマといった感染症、少数民族地域･紛争地帯における地雷等による外傷、低栄養によ

る栄養失調（栄養失調児の割合は 35％）、保健医療サービスや医薬品･資機材の不足等により、

人口の 10％（WHO 推定値）にあたる約 500 万人が障害を抱えているとされている。このよう

な状況に対し同国政府は、社会福祉省社会福祉局による障害者の特殊教育、職業訓練･雇用等

の社会的サービス、保健省保健局による障害の予防とリハビリテーション等保健･医療サービ

スを提供しているが、サービスの範囲は限られ質も低く、多くの課題を抱えている。特に医療

リハビリテーションについては、サービスの範囲が大都市やその近隣に限られており、サービ

スを受けられる障害者は全体の 1.8％に限られると推計されている。 

このような状況から障害者が受けられる基本的な医療リハビリテーションサービスの機会

の増大、サービス提供者の技術力の向上等への取り組みが急務の課題となっており、ミャンマ

ー政府から日本政府に対し技術協力の要請がなされた。 

これに対し、JICA は保健省をカウンターパート機関として、2008 年 7 月から 5 年間の予定

でミャンマー国唯一のリハビリテーション専門病院である国立リハビリテーション病院

（National Rehabilitation Hospital：NRH）を中心に「リハビリテーション強化プロジェクト」を

実施することとし、現在 2 名の長期専門家（チーフアドバイザー、業務調整）が派遣されてい

る。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

＜目標＞ 

全国のリハビリテーションサービスの質が向上する 

 

＜指標＞ 

リハビリテーションサービスを受けるため入院した患者の数 
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(2) プロジェクト目標 

＜目標＞ 

NRH が質の高いリハビリテーションサービスを提供するための体制が強化される 

＜指標＞ 

1．他病院から NRH へリファーされる障害者の数 

2．NRH のリハビリテーションサービスに満足している障害者の数 

3．入院期間 

 

(3) 成果 

＜成果 1＞ 

リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する 

＜成果 1 の指標＞ 

1-1．リハビリテーションサービスのための訓練教材の数 

1-2．リハビリテーションサービスの訓練の種類 

1-3．NRH スタッフのリハビリテーションサービスに関する技術と知識が改善される 

1-4．NRH の講師の数 

＜成果 2＞ 

NRH のリハビリテーションサービスの質を改善するための体制が強化される 

＜成果 2 の指標＞ 

2-1．入院時と退院時の患者評価による NRH サービスの改善の明確化 

2-2．退院患者のフォローアップ調査体制 

2-3．脊髄損傷患者の支援体制 

2-4．印刷教材・AV 教材の種類 

2-5．リハビリテーションに関する学術会議の数 

＜成果 3＞ 

NRH と社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上する 

＜成果 3 の指標＞ 

3-1．リハビリテーションサービスに関するセミナー・ワークショップの数 

3-2．NRH と他の施設による共催のリハビリテーションサービスに関する技術会議の数 

3-3．リハビリテーションサービスを提供する病院のスタッフに対する訓練の数 

 

(4) 投入 

＜日本側＞ 

専門家派遣：長期延べ 4 名、短期延べ 8 名（理学療法、リハビリテーション医療、作業療法）

研修員受入れ：16 名 

機材供与：37 万 2,454US ドル 

現地業務費：3,262 万 9,000 円 

＜ミャンマー側＞ 

カウンターパート配置 

プロジェクトオフィス提供（電話・光熱費含む） 
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ローカルコスト：約 2,210US ドル 

２．評価調査団の概要 

調査団 担当分野 氏 名 所 属 

総括 

医療リハビリテーション 

協力企画 

評価分析 

久野研二

江藤文夫

西村愛志

野口純子

JICA 国際協力専門員 

国立障害者リハビリテーションセンター総長 

JICA 人間開発部社会保障課 

財団法人国際開発高等教育機構 

調査期間 2011 年 9 月 29 日～2011 年 10 月 8 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) プロジェクトの成果 

＜成果 1＞ リハビリテーションサービスに関する NRH の訓練システムが向上する 

・ TOT（Training of Trainers）教材「脊髄損傷患者のマネジメント（Management of Person with 

Spinal Cord Injuries for Physiotherapist）」が作成されたほか、脳性まひに関する TOT 教材が

作成された。 

・ 脊損に関する TOT2 回、脳性まひに関する TOT が 1 回開催された。 

・ TOT 参加者の知識が向上した（テスト平均ポイントは、第 1 回脊損 TOT：58.3％→70.7％、

第 2 回脊損 TOT：56.9％→73.9％、第 1 回脳性まひ TOT：51.6％→70.8％）。 

・ 第 1 回脊損 TOT 参加者が、第 2 回脊損 TOT で講師を務め、参加者大半から高い評価を得た。

＜成果 2＞ NRH のリハビリテーションサービスの質を改善するための体制が強化される 

・ オペレーショナルリサーチ（OR）が実施され、退院患者の生活状況が明らかとなった。

ポスト OR ワークショップで 18 の活動計画が査定され、幾つかは既に実施済みである。

・ 「脊損患者の退院時評価」に基づいて患者の退院時評価が実施されている。 

・ 患者教育教材が作成された。患者記録システムが改善された。 

・ 脳卒中、切断、脊損のパンフレットが作成された。 

・ 理学療法士のケーススタディが 15 回実施された。 

＜成果 3＞ NRH と社会福祉省関連施設を含むリハビリテーション関連施設との連携が向上

する 

・ 次のワークショップが開催された―フェノールブロック、義肢、粗大運動機能。第 1 回・

第 2 回リハビリテーションセミナー、帰国研修員報告会（フォーラム）が開催された。 

・ 医学教育会議と第 7 回リハビリテーション会議でプロジェクトメンバーが講義を行った。

・ 第 1 回・第 2 回・第 3 回 NRH リハビリテーションフォーラムが開催された。 

 

(2) プロジェクト目標 

・ NRH の入院患者は、以下のとおり増加した。 

279 名（2008 年）、291 名（2009 年）、341 名（2010 年）

・ NRH のサービスに対する患者満足度は、5 点満点中 4.6 点であった。 

（2010 年 11 月～2011 年 4 月）

・ NRH での患者当たりの平均入院期間は、以下のとおり大きな変化はない。 

49 日（2008 年）、46 日（2009 年）、47 日（2010 年）
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(3) 上位目標 

・ ヤンゴン総合病院（YGH）の入院患者は増加した。 

168 名（2009 年）、200 名（2010 年）、136 名（2011 年 6 月まで）。

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

以下に述べるとおり、プロジェクトの妥当性は高い。 

ミャンマーの保健セクター計画「国家保健計画（2006-2011 年）」で記されている 42 の

優先疾病の 1 つが障害である。この計画は 12 のプログラムを打ち出しており、このうち

の 1 つの「病院ケアプログラム（Hospital Care Program）」のなかに「地域に根ざしたリハ

ビリテーション（Community-Based Rehabilitation：CBR）プロジェクト」がある。このプ

ロジェクトに関する記載として「多くの保健分野の専門職はいまだ、障害関連イシューへ

の適切な認識がなく」、保健分野の人材が十分に訓練されていないことが「病院等の機関

によるサービスの拡大を妨げている」とある。本プロジェクトはこれらの指摘事項に対応

する内容となっている。 

ミャンマーでは障害者人口は 500 万人と推計される。国内の大学では理学療法士が養成

されているが、国内のニーズをすべて満たすには十分でない。 

「ODA データブック 2010」によると、ミャンマーは日本の重要なパートナーである

ASEAN の加盟国であり、ASEAN の繁栄・安定・統合に貢献する国として確立していく観

点からも、ミャンマーに対する援助は意義がある。また、ミャンマーに対する援助は意義

があるとされ、①緊急性が高く、真に人道的な案件、②民主化・経済構造改革に資する人

材育成のための案件、③CLMV 諸国（ASEAN 新規加盟国。CLMV は、それぞれカンボジ

ア、ラオス、ミャンマー及びベトナムの頭文字）もしくは、ASEAN 全体を対象とした案

件については、ミャンマーの政治情勢を注意深く見守りつつ、案件内容を慎重に吟味した

うえで順次実施するとしており、本プロジェクトは①に該当すると判断される。 

 

(2) 有効性 

以下のとおり、特に NRH の人材育成と業務改善を通じて、プロジェクト目標を達成す

る軌道にある。これまでの活動やプロジェクト運営が継続することで、高い有効性が期待

できる。 

プロジェクト目標の達成に向けてプロジェクトは順調に進捗している。特に、現行 PDM

の指標のうち、プロジェクト目標である「NRH の質の高いリハビリテーションサービス」

の受益者である患者の満足度（指標 2）に注目すると、5 点満点中、4.6 点と既に高い水準

にある。また、入院患者数（指標 1）も NRH の収容能力の上限に近づく程度まで増加して

いる。平均入院日数（指標 3）については大きな変化はない。 

NRH における理学療法士を中心としたスタッフの人材育成（成果 1）と業務改善のシス

テム化（成果 2）は、3-2 で述べたとおり、計画どおりに進捗し、具体的な形で発現して

いる。結果として、これらはプロジェクト目標である NRH のリハビリテーションサービ

スの改善につながっている。例えば、理学療法士は本邦研修や TOT での学びを実際の業務

に活用しており、患者評価に基づいた中期・長期のゴール設定や、自助具の作成等を実践
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している。医師は患者の痙性緩和のためのフェノールブロックを習得し、実際に診療に用

いるだけでなく他病院の医師にも同技術を伝えている。これらにより、患者の移動と訓練

が容易になっている。 

NRH を中心としたリファーラルシステムの強化は残りの期間でより重点を置かれるこ

とが期待される。 

プロジェクト活動による C/P の業務が増えたが、本来業務に支障はない。院長と看護師

長の定年による交代があったが、業務体制や勤務環境に変更はないとのことである。 

 

(3) 効率性 

以下をかんがみて、中間レビュー時点までの効率性は中程度と判断される。しかしなが

ら、プロジェクト実施・運営が現在のとおり行われれば高い効率性は期待できる。 

大半の成果が産出されつつある。特に、TOT をはじめとする研修関連の活動が理学療法

士、医師、看護師の知識・技術の向上につながっている。患者評価・記録、患者の満足度

測定、リスク管理が組織のシステムとして改善されつつあるなか、個人レベルの知識・技

術の向上のみならず、組織レベルでも効果が確認できる。 

リファーラルシステムの強化については、今後関係機関との協働がより一層求められて

いる。 

ミャンマー側、日本側ともに投入は一部の遅れがあったが、途中からコミュニケーショ

ン等の運営体制が大きく改善され、投入・活動がスピードアップされた。 

投入は成果産出のために効果的に転換されている。例えば、本邦研修の内容は、NRH 内

の日常の業務や継続教育の機会で共有されているほか、報告会として他病院とも共有され

ている。また、研修に対する満足度も高かった。ただし、プロジェクトに直接かかわらな

い参加者が一部研修に参加していたこともあったが、研修内容等に対する満足度は高かっ

た。供与機材はすべて活用されており、幾つかは故障履歴があるがミャンマー国内にて修

繕対応されている。 

プロジェクトの成果や目標達成に影響した外部要因ははい。 

 

(4) インパクト 

上位目標の一部が発現している。なお、負のインパクトはこれまで確認されていない。

ヤンゴン総合病院（Yangon General Hospital：YGH）での入院患者数は 2009 年以降、増

加傾向にある。YGH 関係者へのヒアリングによると、プロジェクトの活動に参加した後に

サービスが改善され、それにより入院患者が増えたとのことであり、プロジェクトのイン

パクトであるといえる。 

「全国のリハビリテーションの質の改善」について関係者間で共通理解を深める必要が

ある。NRH は国内唯一のリハビリテーション専門病院であるが、この経験をどのように適

用するか保健省は戦略をもつ必要がある。 

 

(5) 持続性 

持続性を評価するには時期尚早である。今後、持続性をより担保するための戦略と予算

措置が必要である。以下は現時点での、NRH における効果の持続性と NRH の経験の普及
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に関する状況である。 

既述のように、NRH では TOT や業務改善のシステムが確立されつつある。実際にスタ

ッフ個々の能力やチームアプローチが強化されたことがリハビリテーションサービスの

改善につながっている。また、研修の教材準備や講義実施、患者記録の改善・実践等につ

いては NRH 自身で運営していくことが可能になっている。また、プロジェクトの供与機

材も修繕対応できている。 

現時点では、プロジェクトを通じた NRH の経験を基に全国の病院のサービス改善をど

のように図っていくか政策として決定しているものはない。プロジェクトの上位目標とし

ても、どの病院を対象としてどのように効果を波及させるのか、そのなかで NRH は具体

的にどのような役割を担うのか、保健省、プロジェクト、JICA のなかで共通認識をもつ必

要が認識されており、議論が始まったところである。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関する要因 

特になし。 

 

(2) 実施プロセスに関する要因 

1） 効果的・効率的な組織化 

プロジェクトでは初期から HRD チームと、これに外部コンサルタントを加えたチー

ム（拡大 HRD チーム）を構成していたが、この 2 つの役割を NRH 内の活動を主に議論

する場と NRH 以外の組織が運営・実施にかかわる活動を主に議論する場として区分し

た。これにより、より実質的で機能的な議論や判断が行われることとなったと思われる。

また、教材開発、患者記録システム開発、リスクマネジメントといった活動テーマごと

にタスクチームが結成されている。このように、NRH の各部門の代表者から構成される

HRD チームや同様に複数部門のスタッフから構成されるタスクチームにおいて情報共

有が十分に行われることは、NRH のチームアプローチをより強化する促進要因となって

いる。 

 

2） プロジェクト活動における PDCA サイクル 

本プロジェクトの活動では、計画して実施するだけにとどまらず、その振り返りが次

の活動の計画・改善に活用されている。例えば、TOT 後に研修内容・講義方法・研修運

営について評価され、この結果は次回の改善へつながっている。別の例はポスト OR ワ

ークショップやリスクマネジメントの取り組みである。ポスト OR ワークショップでは

18 の活動計画が作成されたが、NRH の独自活動として可能なものから実行に移され、

その結果は半年ごとにレビューされることになっている。リスクマネジメントはマニュ

アルを作成してリスク対応の検討を行うにとどまらず、リスク要因をモニタリングし、

情報共有することでその対応がより容易になるものである。 

 

3） プロジェクト活動の記録 

プロジェクトでは活動の記録を十分に行っている。例えば、HRD チームの議事録を見
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ると、TOT 前であればカリキュラム案がどうであるか、TOT 後には参加者の理解がどの

ように改善したか、講義や運営はどうであったかを詳細に記録している。また、プロジ

ェクトは PDM を用いて目標設定・活動計画を行っているが、活動実施の進捗は HRD チ

ームの会議で PO に沿って確認されている。また、活動結果は PDM の指標に沿って行わ

れ、JICA 事務所・本部へ報告されている。これにより、事務所・本部からのフィードバ

ックや運営指導を容易に行うことが可能になっている。 

 

4） NRH のコミットメント 

NRH 内には HRD チームや複数のタスクチームが組織化され、プロジェクトの活動を

実施している。これらの活動は NRH の通常業務の一環に加え、一部エクストラの業務

となっているが、不平・不満は一切聞かれなかった。通常業務に支障が出ていることも

確認できなかった。このようなコミットメントがあることは、プロジェクトの活動をス

ムーズに進めるにあたり大きな利点である。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関する要因 

プロジェクトがめざす各成果等の明確化は、関係者間の意思疎通や、効果的・効率的な

役割分担を大きく左右するものである。特に、これまでは成果 3 の「連携の強化」と上位

目標の「全国のリハビリテーションサービスの質の向上」について、それぞれ何をどこま

でどのようにめざすのか必ずしも明確でなかった。活動計画や指標設定もそのように行わ

れていなかった。今後、引き続きこの点に関しての議論が続けられる予定である。 

 

(2) 実施プロセスに関する要因 

ビザ発給が遅れたために専門家の派遣が遅れ、プロジェクト開始時期を大幅にずらさざ

るを得ず、TOT について一部カリキュラムを変更して対応することとなった。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトは開始当初から、その意義を高く保ったまま実施されている。初期に投入・活

動の遅れが一部見られたものの、途中からの巻き返しによって現時点では計画どおりに進捗し

ており、プロジェクト目標の達成に向けた軌道に乗っている。これは、目標や活動内容に関す

るコミュニケーションが改善され、特に NRH 内の人材育成と業務改善のシステム化が着実に

進んでいることによるものである。現在の活動実施やプロジェクト運営の取り組みが継続され

れば、プロジェクト終了時には高い有効性と効率性が期待できる。現時点でプロジェクトのイ

ンパクトや効果の持続性につき評価することは時期尚早であるが、まずは、上位目標に向けた

方向性と戦略の明確化が残る期間の活動実施にとって喫緊の課題となっている。効果の持続性

のためには、これらが明確となり、予算措置が行われる必要がある。 

 

 

 

 



viii 

３－６ 提言・教訓 

(1) 提言 

1) プロジェクトの持続性のための戦略 

プロジェクト目標がプロジェクトの終了時までに達成される見込みは高い。今後は、

上位目標の達成に向けての戦略が明確化される必要がある。今後、保健省 DOH の責任

の下、プロジェクトの経験を活用して全国の病院のサービス改善をどのように行うか、

戦略と実行可能な計画を策定することが求められる。 

2) 本邦研修参加者の人選 

本邦研修の目的はチームアプローチを通じたリハビリテーションの強化である。本邦

研修の効果を最大限に発揮させるため、プロジェクトの主要ターゲットとなっている病

院からは、チームを構成する職種の参加者が選定されることが望まれる。 

3) プロジェクトの経験の共有 

NRH はこれまで人材育成と業務改善に関して結果を生みつつ、経験を積んでいる。こ

れらの成果とプロセスは他病院や関係機関と共有される意義は極めて大きい。プロジェ

クト終了後に上位目標達成の取り組みとは別に、DOH の主導の下、経験共有の機会が設

定されることが望ましい。 

 

(2) 教訓 

本プロジェクトでは、R/D 上のカウンターパートとは別に、プロジェクトの活動実施機

関（NRH）を中心として、機能別のチームが複数組織化された。これにより、効率的・効

果的に情報共有が可能となった。また、チームの構成を工夫することにより、活動実施を

通じて NRH のチームアプローチがより促進されることとなった。組織化だけでなく、活

動実施プロセスにおいても、相手側を尊重したコミュニケーション・意思疎通が行われて

おり、結果として効果的な情報共有や記録の蓄積につながっている。 

 

 

 




