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国名
中核病院医療機材整備計画

モンテネグロ

Ⅰ 案件概要

事業費 交換公文限度額：441 百万円 供与額：329 百万円

交換公文締結 2006 年 12 月

事業完了 2007 年 12 月

相手国実施機関 ポドゴリツァ・クリニカルセンター、ニクシッチ総合病院、コトール総合病院
関連調査 基本設計調査 2006 年 3月～2006 年 9月

案件従事者

コンサルタント ICONS 国際協力株式会社

施工業者 -

機材調達 三菱商事株式会社

関連案件 -

事業の背景

モンテネグロ保健省は国家保健政策にかかわるマスタープラン「モンテネグロヘルスケアシステム

2005―2010」を 2005 年に策定し、同国における保健医療政策の重点項目として、均等な医療サービス

機会の提供、保健医療サービスの効率と質の向上、保健医療体制運営・管理能力の向上などを挙げた。

またこれらの目標の実現のための具体的な活動計画として、リファラル制度の強化、病院機能の向上を

挙げた。しかしながら、旧ユーゴスラヴィアの解体、国際社会からの制裁、その影響に伴う旧セルビア・

モンテネグロ国の国家経済・財政の悪化により保健医療予算が大幅に削減されてきたため、モンテネグ

ロの各レベルの医療機関の施設・機材は 1990 年代以降ほとんど更新されておらず、保健医療サービス

の質・量的な低下が著しかった。またリファラル体制が十分に機能していないことが問題となっており、

同国の医療サービスの改善が急務とされていた。

事業の目的

アウトカム

ポドゴリツァ・クリニカルセンター（国内唯一の第三次医療施設、以下クリニカルセンター）、ニクシッ
チ総合病院（第二次医療施設）、コトール総合病院（第二次医療施設）において、CT スキャナー、X 線診断
装置、超音波診断装置などの機材を調達することにより、医療サービスの質の改善を図る。

アウトプット
日本側

・ クリニカルセンターにおける CT スキャナー、一般 X 線診断装置、超音波診断装置、マンモグラフ

ユニット等の 40品目、91 機材の調達

・ ニクシッチ総合病院における移動型 X線診断装置、超音波診断装置等の 40品目、96機材の調達

・ コトール総合病院における一般 X 線診断装置、超音波診断装置、心電計、電気メス等の 36 品目、

60 機材の調達
相手国側
・ 診断機材、手術関連機材等の既存機材の撤去

Ⅱ 評価結果

総合評価

モンテネングロは旧ユーゴスラビア連邦解体後、国際社会からの制裁とその影響による国家経済・財政の悪化から、保健

医療に対する予算が削減され、各レベルの医療サービスの低下につながった。特に財政難のため更新されずに居た老朽化し

た医療機材が、多くの施設で医療サービスの低下の原因となっており、またリファラル体制が十分に機能していないことが

問題となっており、これら医療機材の更新・リファラル制度の改善が国民の健康を守るために急務であった。

本事業は、事業目的として目指した、クリニカルセンター（唯一の第三次医療施設)、ニクシッチ総合病院、コトール総

合病院（共に第二次医療施設）における機材調達を通じた医療サービスの質の改善について、新規機材の導入により可能と

なった診療科目が増え、患者数や手術件数・診断件数が増加し、また患者の国外移送も減少するなど、想定どおりの効果が

見られた。インパクトとしては、リファラル制度の強化について明確なデータは確認されなかったが、ニクシッチ総合病院、

コトール総合病院から三次施設であるクリニカルセンターにリファーする必要性が減っており、改善されたと肯定的な意見

であった上、保健省も向上を認めている。持続性については、財務面で十分な維持管理予算が確保されておらず、また維持

管理状況は、全般的に良好な稼働状況ではあるものの、消耗品が調達されていないことなどから利用されていない一部の機

材があるなど、一部問題が見受けられた。

妥当性については、モンテネグロの開発政策・開発ニーズ及び日本の援助政策と事前評価・事後評価の両時点において合

致し、効率性についても事業費・事業計画ともに計画内に収まった。

以上より、総合的に判断すると本事業の評価は非常に高いと言える。

1 妥当性

本事業の実施は、事前評価時・事後評価時ともに「モンテネグロヘルスケアシステム 2005-2010」、「同 2010-2013」で掲
げられた、保健医療サービスの効率と質の向上というモンテネグロの開発政策、老朽化した施設、機材の整備による適切な
第二次及び第三次医療サービスの提供とリファラル制度の改善という開発ニーズ、及び日本の援助政策「JICA 国別援助計
画(医療・教育サービスの向上)」と十分に合致しており、妥当性は高い。

2有効性･インパクト

本事業の実施により、事業目的(アウトカム)として掲げられた対象病院の医療サービスの質の改善については、新規機材



の導入により可能となった診療科目が増え、対象病院における外来患者数、手術件数、CT診断件数、X線診断件数、超音波

診断件数につき、年によるばらつきはあるものの事業実施前よりも件数が増加しており、概ね計画どおりの効果発現が見ら

れた。また海外移送患者も減少傾向にある。

対象三病院において本事業で導入された機材は概ね良好に使用されている。機材の更新、導入により、特にニクシッチ総

合病院、コトール総合病院での超音波診断件数の増加は顕著であり医療サービスが強化されたと言える。クリニカルセンタ

ーにおいても本事業後、独自に導入した機材や他ドナーの援助もあるものの、それらは比較的小型少量の機材であり、本事

業にて導入した機材が主要機材として重要な役割を果たしている。但し、ニクシッチ病院において消耗品購入が滞っている

等で一部の機材が稼働しておらず、機能制限付きでの対応（カラードップラー）や重篤な症状に対応出来ない場合もあるが、

その他の機材は良く稼働している。

インパクトとしては、本事業前後で全国レベルでの乳児死亡数(約 40％減)、周産期死亡数(約 35％減)などの医療指標の

改善傾向が見られる。本事業は、国内唯一の第三次医療施設であるクリニカルセンターを始め、総人口の約 66％を対象と

する三病院の医療施設の主要施設の設備更新・サービス向上を行っていることから、これら指標の改善に貢献したものと思

われる。一方、リファラルシステムの再構築（第二次および第三次医療施設が、それぞれの本来の機能を果たすこと）につ

いては、データによる明確な確認は難しかったが、各病院からの聞き取りでは、ニクシッチ、コトール病院において本事業

にて整備された施設・機器の使用により診療項目・数が増え、それらの項目については三次施設であるクリニカルセンター

にリファーする必要性が減っており、改善されたとのコメントを得ている。また保健省も同様の意見である。

よって、有効性・インパクトは高い。

定量的効果

2005 年実績値
（BD）

目標年計画値
（2010 年）

目標年実績値
（2010 年）

2011 年実績値

指標 1： 対象病院における外来患者数
①クリニカルセンター
②ニクシッチ総合病院
③コトール総合病院

①352,540 人/年
②42,631 人/年
③19,625 人/年

増加 ①386,860 人/
年
②66,712人/年
③31,814人/年

①419,513 人/
年
②66,833 人/
年
③33,578 人/
年

指標 2： 対象病院における手術件数
①クリニカルセンター
②ニクシッチ総合病院
③コトール総合病院

①9,820 件/年
②1,300 件/年
③1,325 件/年

増加 ①10,311件/年
②1,743 件/年
③1,410 件/年

①10,764 件/
年
②1,678 件/年
③1,309 件/年

指標 3： 対象病院（クリニカルセンター）にお
ける CT 診断件数 18,767 件/年 増加 22,098 件/年 24,765 件/年

指標 4： 対象病院における X線診断件数
①クリニカルセンター
②ニクシッチ総合病院
③コトール総合病院

①46,404 件/年
②12,757 件/年
③2,502 件/年

増加 ①59,391件/年
②13,676件/年
③4,149 件/年

①50,851 件/
年
②12,329 件/
年
③4,123 件/年

指標 5： 対象病院における超音波診断件数
①クリニカルセンター
②ニクシッチ総合病院
③コトール総合病院

①34,721 件/年
②477 件/年
③4,146 件/年

増加 ①24,914件/年
②7,930 件/年
③5,739 件/年

①27,119 件/
年
②8,052 件/年
③6,364 件/年

指標 6： 国外へ移送される患者数 7,155 人/年 減少 6,455 人/年 NA

（出所）クリニカルセンター、ニクシッチ総合病院、コトール総合病院

3効率性

本事業は、概ね計画どおりのアウトプットが確認され、事業費・事業期間ともに計画内に収まり（それぞれ計画比 75％、

99％）、効率性は高い。

4 持続性

本事業で整備された機材は、実施機関である、クリニカルセンター、ニクシッチ総合病院、コトール総合病院によって維

持管理が行われている。運営維持管理の体制については、人員は増員傾向であり、事前評価時と同様の体制を維持している

ことから、大きな問題はないと思われる。ニクシッチ総合病院では、故障への対応が不能な場合クリニカルセンターから応

援を受ける体制となっているが、定期点検が行われていれば、保証期限内に適切な処置が取れた可能性が高い機材もあり、

定期点検が行われる体制が整備されるとなお良いと思われる。運営管理の技術については、専門技師の居るクリニカルセン

ターを除いて、機材メンテナンスの専門性はないものの、調達機材の取り扱いと日常のメンテナンスの指導を受けた各病院

のスタッフはその殆どが勤務を続けており、技術レベルに問題はないと思われる。財務状況は三病院とも健康保険基金から

の医療報酬支払を主な収入基盤としているが、常に逼迫しており、赤字を計上する年も多い。赤字の場合は健康保険基金か

ら補填が行われるが同基金の収支は安定しておらず、また人件費および薬品に高い優先度が置かれているため、維持管理費



用が十分確保されているとは言えない。尚、ニクシッチ総合病院では、全てをカバーしている訳ではないが、医療機器保険

に加入している。運営維持管理状況については、日常の取り扱い・維持管理は丁寧に行われ、また、大型の修理は製造業者

の代理店で行われており、対象病院の機材の稼働状況は良い。但し、自前の工夫で対応している一方で、維持管理費用の不

足による消耗品不足により不使用となっている機材（クリニカルセンターの麻酔器およびモニター付き麻酔器1、ニクシッ

チ総合病院のシリンジポンプ、血液ガス分析装置等）や、また高額な修理代を要したり（ニクシッチ総合病院のカラードッ

プラー）、一部改善の余地がある。

以上より、財務面、維持管理状況に一部問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

1．機材の管理技師を確保できない病院へは、クリニカルセンターから故障時だけの対応では無く、保健省の指示のもとク

リニカルセンターなどが定期的に巡回を行い点検を行うなどの工夫が望ましい。

2. 医療機材のメンテナンス代が確保されることが望ましいが、ニクシッチ総合病院のように保険会社と契約してカバーす

ることも一案。

3. 消耗品の購入や接続プラグ交換を直ちに行い、休眠機材の活用が望まれる。

インファントウォーマー（クリニカルセンター） マンモグラフィ（ニクシッチ総合病院）

                                                  
1 クリニカルセンターのモニター付き麻酔器は、本事業による納品後、病院側で麻酔ボンベへの接続から医療ガス配管への接続へと仕様の

変更を試みたが、経費が捻出できず変更は行われなかった。一方、麻酔ガスボンベの購入も行われていないため、同麻酔器は休眠状態とな

っている。


