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００００．．．．要旨要旨要旨要旨 

 本事業は、10 の郡病院において必要な施設・機材を整備することにより、同病院の保健

医療サービスの質を向上させることを目的としている。かかる目的は、事業計画時及び事

後評価時におけるラオス政府の開発政策、ニーズと合致しており、当時の日本の対ラオス

援助政策にも沿っていることから、事業の妥当性は高い。対象病院の保健医療サービス件

数はごく一部を除きほぼ全て増加、多くは大幅な増加を示しており、また、病院利用者の

施設、サービスに対する満足度は非常に高いことから、事業の効果は十分発現していると

言える。廃水、廃棄物処理につき、一部、事業計画とは異なる方法がとられており、環境

へのインパクトが若干懸念されるものの、保健省の指導に反するものではない。よって、

本事業の有効性・インパクトは高いと判断できる。事業費、事業期間は共に計画内となっ

ており、効率性も高い。しかし、供与された機材の維持管理に多少の課題があるため、持

続性は中程度と判断される。 

以上より、本事業の評価は非常に高いと言える。 

 

１１１１．．．．案件案件案件案件のののの概要概要概要概要 

案件位置図 

 

 

チャンパサック郡病院 

 

クア郡病院 

 

1.1 事業事業事業事業のののの背景背景背景背景 

ラオスは 1986 年に市場主義経済へと転向して以来、東南アジア諸国連合（ASEAN）経済

の成長に呼応して順調な経済成長を続けている。しかし、国民一人当たり国民総所得（GNI）
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は 379 ドル（2004 年）と周辺諸国に比較して低く、さらに、成長は特定地域に限られてお

り、国民の 80%が居住する地方農村部との経済格差が広がっていた。 

また、同国の保健指標は低い水準にあり、乳児死亡率、5 歳未満児死亡率、妊産婦死亡率

はアジア諸国の中でも最悪の状況にあった。主な死因は予防・治療が可能な感染症や下痢

であり、基礎的な医療サービスとプライマリーヘルスケア（PHC）の強化が不可欠となって

いた。特にアクセスの悪い地方農村部における医療サービス水準は低く、地域保健医療サ

ービスの改善が課題となっていた。 

ラオスの地方医療システムは、当時全国 5 か所の地域病院、13 か所の県病院、134 か所

の郡病院、多数の保健所から構成され、前者二つはドナー支援を受けて改修や建替えが進

められてきたが、郡病院についてはいずれの施設も老朽化し、基本的な医療機材も不足し

ていることから地域住民が基本的な保健医療サービスにアクセスできない状況にあった。

このような状況の下、保健省では地方医療レファラル体制を整備するために、交通の要所

にある郡病院を中核郡病院として優先的に拡充整備し、周辺の 2、3 郡病院を地方郡病院と

して機能強化する計画を立て、その実施のために日本政府に無償資金協力を要請した。 

 

1.2 事業概要事業概要事業概要事業概要 

対象郡病院において必要な施設・機材を整備することにより、同病院にて提供される保

健医療サービスの質の向上を図る。対象は全国 10 の郡病院で、うち、施設・機材両方の整

備対象が 6 か所、機材の調達のみが 4 か所である。 

 

E/N 限度額／供与額 150 百万円／122 百万円（1 期） 

413 百万円／397 百万円（2 期） 

658 百万円／652 百万円（3 期） 

交換公文締結 2006 年 2 月（1 期）、2006 年 8 月（2 期）、2007 年 6 月（3 期） 

実施機関 保健省保健医療局 

事業完了 2007 年 1 月（1 期）、2007 年 12 月（2 期）、2008 年 12 月（3 期） 

案件 

従事者 

本体 施工業者：関東建設工業株式会社（2 期）、関東建設工業株式会

社・三朋インターナショナル株式会社（3 期） 

機材調達：グリーンホスピタルサプライ株式会社（1 期、3 期）、

オガワ精機株式会社（2 期） 

コンサルタント 株式会社久米設計・ビンコーインターナショナル株式会社 

基本設計調査 2005 年 2 月～2006 年 1 月 

関連事業（if any） 技術協力：子どものための保健サービス強化プロジェクト

（ 2002-07）、保健ロジスティックス強化プロジェクト

（2005-08）、看護助産人材育成強化プロジェクト（2005-10）、

上級看護助産師育成プロジェクト（2008-12）、母子保健統合サ

ービス強化プロジェクト（2010-15） 

その他援助機関：Primary Health Care Expansion Project (ADB、
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2000-07)、Health Service Improvement Project（World Bank、

2006-14）  

 

2．．．．調査調査調査調査のののの概要概要概要概要 

2.1    外部評価者外部評価者外部評価者外部評価者 

 房前理恵 （一般財団法人）国際開発機構 

 

2.2    調査期間調査期間調査期間調査期間 

 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：2011 年 11 月～2012 年 10 月 

 現地調査：2012 年 4 月 18 日～5 月 7 日、2012 年 6 月 25 日～6 月 29 日 

 

2.3    評価評価評価評価のののの制約制約制約制約 

 本事業は全国 10 病院を対象にしており、調査期間の制約上、訪問できなかった病院もあ

ることから、病院ごとの分析は一部に限定されている。 

 

3．．．．評価結果評価結果評価結果評価結果（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：A
1）））） 

3.1 妥当性妥当性妥当性妥当性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③
2）））） 

3.1.1 開発政策との整合性 

 ラオス政府は、保健医療サービスの完全普及、公平なサービスの提供を目標とする「保

健医療戦略 2020 年（Health Strategy up to the Year 2020）」を 2000 年に策定した。同戦略が掲

げる 6 つの保健開発政策には、コミュニティベースの保健と疾病予防の推進、中央、地方

の全レベル、特に遠隔地における病院の改善と拡充、といった地域保健医療の向上を目指

すものが含まれている。また、同戦略の展望に基づいて 2002 年に策定された保健医療マス

タープラン（JICA 開発調査により策定）では、郡病院の改善が最優先プログラムの一つと

位置づけられ、保健省は交通の要所にある郡病院を中核郡病院として優先的に拡充整備し

ていくことを計画していた。従って、中核郡病院と中核郡病院昇格が見込まれる病院の施

設・機材の改善を通じて医療サービスの質の向上を狙う本事業は、事業計画時のラオス政

府の方針に沿うものであったと言える。 

事後評価時点においても、ラオス政府は「保健医療戦略 2020 年」をセクターの基本政策

に位置付けている。また、同戦略に基づいて策定された第 7 次保健医療 5 ヵ年計画

（2011-2015）は、人材強化やインフラ整備による保健医療サービスの質とサービス提供能

力の向上を謳っている。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 ラオスにおける死亡原因の上位は、事業計画時、予防・治療が可能な感染症で占められ

ていた。また、人口の 8 割が居住する地方農村部では、郡病院が老朽化し、基本的医療機

                                                   
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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材も不足しており、地域住民が基本的な保健医療サービスにアクセスできない状況にあっ

た。 

 事後評価時においては、各種保健指標は年々改善しているものの、主な死亡原因は依然

として予防・治療が可能な感染症、下痢となっている3。母子保健サービスは相当の改善を

見せているものの、妊産婦死亡率は依然として高く、死亡ケースのほとんどが農村部、遠

隔地域におけるものとされている4。乳幼児死亡率は大きく改善しているが、死亡原因のほ

とんどが新生児疾患、肺炎、下痢、麻疹などの予防・治療可能なものである5。 

 本事業は、特に貧しい北部・中部を中心に、農村部の交通の要所にある中核郡病院の強

化により地方農村部の保健医療サービスを改善するものであり、事業計画時、事後評価時

のいずれにおいてもラオスのニーズと合致している。一方で、対象となった 10 病院の選定

は、貧困率が高く、保健医療状況の悪い北部、中部を中心に、より多くに裨益するよう交

通の要所にある中核郡病院及びその候補とされた。北部、中部での適当な候補地が 6 病院

に限定されたため、南部の 4 病院が加えられることになったが、いずれも交通の要所にあ

る中核郡病院である。うち 3 病院は県病院が比較的近いが、対象となる地域が広いため、

受益者数の観点からは適切な選択であったと思われる。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業計画時、ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）に対する支援は、日本の対ラ

オス援助の重点分野の一つであった。特に保健・医療分野においては、基幹病院の改修・

機材整備等を中心とする施設整備が支援対象の一つに特定されており、事業計画時におけ

る本事業と日本の援助政策との整合性はあったと判断できる。 

 

以上より、本事業の実施はラオス国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に

合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2有効性有効性有効性有効性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

3.2.1 定量的効果 

 本事業の計画時には、診療件数（外来、入院）、検査件数（血液、X 線検査）、母子保健サ

ービス件数（施設分娩、妊産婦検診）が定量的効果指標として定められていた。本事後評

価においては、主要機材の調達の効果を示す指標として、これらの基本指標に加え、臨床

検査件数、超音波検査件数、歯科件数について変化を調査した。 

 

3.2.1.1 診療件数 

 対象 10病院合計での外来患者数は事業前の 51,826人（2004年）6と比較し、2010年は 71,898

人、2011 年は 85,057 人と倍増している。入院患者数も 8,708 人（2004 年）から 2010 年は

                                                   
3 「World Health Organization Country Cooperation Strategy 2012-2015」 
4 同書 
5 同書 
6 基本設計調査時の事前評価表では基準値、目標値として 10 病院の合計値を採用しているため、ここでも

合計値を使用した。 



 5

16,332 人、2011 年は 15,420 人と、約 80%前後の増加率となっている。各病院の実績は図 1

のとおりである。 

 

 

*◎は施設整備対象 

出所：各郡病院 

注）事業前の数値は 2004 年の値を使用、ただし、2004 年の実績が例年と大きく異な 

る病院については 2003 年実績あるいは事業前の大よその平均患者数を採用した。 

 

図 1 病院別外来患者数 

 

 
*◎は施設整備対象 

出所：各郡病院 

図 2 病院別入院患者数 

 

 外来患者数については、ほとんどの病院で顕著な増加が見られるが、南部サバナケット

県のソンコーン病院では大幅に減少、同県のウートンポン県では横ばいとなっている。ソ

ンコーン病院の関係者は、減少の理由として、2004 年前後は各種の保健プロジェクトが実

施されていて来院者が特に多くなったことを挙げている。一方、保健省は、サバナケット

県では保健所の強化に特に力を入れているため、郡病院に訪れる外来患者が減っていると

分析している。なお、首都ビエンチャン市のパクグム郡病院では 2004 年と比較し、大幅な
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増加を示しているが、同病院は、各種の保健プロジェクトの下で来院者が急増したためと

している。入院患者数は全病院で増加している。なお、外来患者数、入院患者数のいずれ

についても、施設整備対象 6 病院と機材調達のみの 4 病院との間で効果に特別な差は見ら

れない。 

 

3.2.1.2 検査件数 

 血液検査件数は全 10 病院合計で、2010 年は 38,463 件、2011 年は 41,508 件と、事業前の

2004 年の 13,459 件と比較し 3 倍に増加している。臨床検査件数についても 2004 年の 36,680

件の 3 倍に近い増加率を示しており、2010 年が 111,799 件、2011 年が 127,227 件となってい

る。検査件数の増加は、患者数の増加の他、ラボの機材調達により検査項目が増えたため

である7。病院別の臨床検査件数は以下のグラフのとおりである。 

 

 

*◎は施設整備対象病院 

出所：各郡病院 

図 3 病院別臨床検査件数 

 

 X 線検査、超音波検査の機材については、検査能力のある病院のみに供与された。該当病

院の検査件数は着実に増加している（図 4、図 5）。 

 

                                                   
7 事業実施前はマラリア、結核、血球数計算程度であったが、現在は、腎臓結石、B 型肝炎、C 型肝炎、

HIV、尿酸値、ビリルビン、グルコース、コレステロールなどの検査が各病院で可能になった（5 郡病院ラ

ボ担当者インタビュー）。 



 7

  
*◎は施設対象病院    *◎は施設対象病院 
出所：各郡病院     出所：各郡病院 

図 4 病院別 X 線検査件数         図 5 病院別超音波検査件数 

 

3.2.1.3 母子保健サービス件数  

郡病院の重要な役割の一つである母子保健サービスの提供についても大幅な改善が見ら

れる。全 10 病院の施設分娩数合計は、事業前の 2004 年の 1,328 件の 2 倍近くに増加し、2010

年は 2,343 件、2011 年は 2,601 件となっている（図 6）。妊産婦検診件数は 12,405 件、15,277

件で、それぞれ 2004 年の 9,352 件から約 30%、60%の増加を示している（図 7）。 

病院別に見ると、施設分娩件数は 10 病院中 9 病院で事業前より急増しているが、本事業

での施設や機材の更新による病院の評判の向上の他に、政府による全国で展開中の施設分

娩の無料キャンペーンの影響が大きい。一方で、妊産婦検診件数については、事業前の病

院別データがなく、事業前後の比較はできないが、本事業後の 3 年間ではほとんどすべて

の病院で毎年増加している。なお、施設分娩件数と妊産婦検診件数の両方において、施設

整備対象病院と機材調達のみの病院との間に顕著な傾向の違いは見られないが、前者の 6

病院では全て着実に増加していることがわかる。 

 

 

*◎は施設整備対象病院 

出所：各郡病院 

図 6 病院別施設分娩件数 
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*◎は施設整備対象病院 

出所：各郡病院 

図 7 病院別妊産婦検診件数 

 

3.2.1.4 歯科治療件数 

 本事業では全対象病院に歯科ユニットが設置され、うち北部 3 病院を含む 4 病院では新

たに歯科サービスを提供することが予定されていた。10 病院の合計歯科治療件数は、2010

年は 2,593 件、2011 年は 2,857 件であり、事業前の 2004 年の 2 倍を超えている。一方で病

院により実績に差が出ている（図 8）。北部ポンサリー県クア郡病院では歯科技術を持つ医

師がいないため、治療件数がゼロである。また、ビエンチャン市ソンコーン郡病院では事

業前よりも大幅に治療件数が減少しているが、病院側は、事業前の 2004 年の件数は歯科保

健プロジェクトにより多かったと説明している。南部のサラワン県コンセドン郡病院でも

治療件数が減少しているが、これは歯科の技術を持つ医師の不在により、有資格のボラン

ティアが治療を行っているためである。その他の病院ではほぼ増加しており、特に新たに

サービスを始めた北部の 2 病院では他の地域を上回る件数となっている。治療件数は件数

の減った 2 病院以外でも、各病院年間 200～400 件程度であることから、需要が他のサービ

スほど大きくないと推察される。 

 

 
*◎は施設整備対象病院 

出所：各郡病院 

図 8 病院別歯科治療件数 
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 以上のように、歯科治療件数を除くサービス件数はごく一部で減少あるいは横ばいとな

っているものの、10 病院中 8 病院ではすべてにおいて増加、そのうち多くでは大幅な増加

を示している。歯科については需要が限定されるため他のサービスほどの件数増加は見ら

れないが、ほとんどの病院で横ばいあるいは増加している。従って、総合的に判断し、本

事業の効果は十分発現していると言えよう。 

 

3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 病院利用者の満足度 

 対象病院の提供する医療サービスに対する利用者の満足度を判断するため、8 病院にて病

院利用者の調査を行った8。回答者は各病院 13 名～17 名の合計 120 名9。利用者の満足度は

極めて高く、本事業が特に効果の発現を狙った一般診療、検査、母子保健サービスについ

て、サービスの改善に対する認識が高い。また、病院の来院頻度も着実に上がっている。

施設整備対象となった病院も機材調達のみの病院も利用者の満足度は総じて高かったが、

サービスの質、設備に対する満足度は前者の利用者の方がより高いようである。また、来

院頻度も施設整備病院の方がより頻繁に来院しているようである。 

 

 

                                                   
8 受益者調査は評価者あるいは現地調査補助員が訪問した 8 病院にて実施した。ウートンポン郡病院、ソ

ンコーン郡病院では実施していない。 
9 うち、施設整備対象病院では 75 名、機材調達のみの病院は 45 名。性別では、男性 55 名、女性 65 名。

年齢別では、10 代～20 代 52 名、30 代～40 代 43 名、50 代以上 25 名。 

Box 1 受益者調査結果 

Q. 旧郡病院と比較し医療サービスの質は改善したか 

【施設整備対象病院】              【機材調達のみの病院】 

非常に良く

なった
85%

ある程度良

くなった
11%

あまり良く

なっていな

い 0%

全く良く

なっていな

い 3%

わからない

1%

 

非常に良く

なった
71%

ある程度良く

なった
29%

あまり良くなっ

ていない 0%

全く良くなって

いない 0%
わからない

0%

 

Q. 新しい郡病院の設備に満足しているか 

【施設整備対象病院】               【機材調達のみの病院】 

とても満足

している
96%

ある程度

満足して

いる

4%

あまり満

足してい

ない

0%

全く満足し

ていない
0%

 

とても満足

している
73%

ある程度満

足している
27%

あまり満足

していない
0%

全く満足し

ていない
0%
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 なお、利用者からのコメントは病院のサービスに対する満足感を示すものが多かったが、

いくつか否定的なコメントも挙げられた。少数ではあるが、医師、看護師の態度に対する

否定的意見が全病院で挙げられた。また、施設、特にトイレの清潔度に対する不満が 8 病

院中 5 病院で聞かれた。 

  

3.2.2.2 施設・機材の適切性 

 本事業で整備した施設、機材は修理中・修理予定の機材を除き、ほぼ全て使用されてい

る。JICA の支援により施設・機材の現状調査のため 2012 年 2 月に実施されたフォローアッ

プ調査でも、専門家は、施設・機材の利用状況は概ね良いとしている10。 

一方で、施設、機材の中には使用されていない、あるいは別目的で使用されているもの

も一部ある（表 3）。うち、中級手術11を行う処置室は、事業計画時、手術実績がなかったこ

と、技術を持つ医師がいなかったことから、通常の手術実施ではなく、緊急のケースに対

応できるよう整備されたものである12。また、X 線検査室については、X 線診断装置を供与

しない病院にも将来に備えて整備した13。 

 

                                                   
10 フォローアップ調査報告書（案） 
11 盲腸、膀胱結石、帝王切開、ヘルニア、避妊手術、卵巣嚢胞等。ラオス保健省基準に基づく。 
12 基本設計調査報告書 
13 同書 

Q. 特に何の医療サービスが改善したか 

 

Q. 旧郡病院、現郡病院への来院頻度はどのくらいか 

【施設整備対象病院】                【機材調達のみの病院】 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業前

事業後

非常に頻繁に 頻繁に
時々 めったに来ない
全く来ない

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業前

事業後

非常に頻繁に 頻繁に
時々 めったに来ない
全く来ない

 

0 20 40 60 80 100

診察

検査

手術

分娩

妊産婦検診

歯科

その他

件
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表 3 使用されていない／別目的で使用されている施設・機材 

施設・機材 対象病院 使用していない理由 

身長体重計 各病院（一部は充電に

より多少使用できる） 

バッテリーが劣化しているが、調達コストが高い

ため交換していない。 

処置室、中級手

術器具セット 

クア、シン、フン、サ

ントン、パクグム 

中級手術を行う技術がないため、県病院等の上位

の病院の医師の訪問時のみ使用。それ以外は使用

しないか、別目的で使用。 

X 線検査室 クア、シン、フン、サ

ントン、パクグム 

X 線診断装置がないため 

歯科治療室、歯

科ユニット 

クア 歯科技術を持つ医師がいないため 

トイレ シン 患者の不適切な使用方法が度重なり、閉鎖。 

超音波診断装置 コンセドン 故障により部品調達を要するが、調達コストが高

いため安価な中国製を購入・使用。 

顕微鏡 ケンタオ 他ドナー支援により供与されたものを使用 

オートクレーブ ケンタオ 他ドナーにより供与されたより大型のものを使用 

サントン 使用技術を持つ医師が異動 

 出所：フォローアップ調査報告書、関係者ヒアリング 

  

 使用されていない機材はごく一部であり、病院により異なることから、ほとんどが各病

院個別の事情により使われていないと判断できる。また医療人材の不在により、活用でき

ていないものも一部ある（3.5.2「運営・維持管理の技術」参照）。身長体重計に関しては、

すべての病院でバッテリーが劣化しており、全く使えなくなった病院でも主として調達コ

ストが高いことから交換しておらず（3.5.4「運営・維持管理の状況」参照）、よりバッテリ

ー調達の容易なもの、あるいはアナログ式が適切だったと考えられる14。 

本事業により整備された施設、機材への病院の医療スタッフの満足度は高く、認識調査

（回答者 57 名15）では、「非常に満足」が 70%程度で、「ある程度満足」を含めるとほぼ 100%

となっている（Box 2）。医療スタッフは、患者の増加やサービスの質の向上は、必ずしも施

設、機材の整備のためだけではないと理解しているものの、その貢献は回答者ほぼ全員に

認識されている。特に質が向上したと認識されているサービスは、一般診療、分娩、検査

という回答が多かった。施設に対する不満はほとんど聞かれなかったが、1 病院で浄化槽が

小さいという意見が相次いだ（3.3.1「自然環境へのインパクト」参照）16。機材の使用につ

いては時々困難があるとする回答が主であったが、主として故障や不具合のためで、複数

の病院で操作の技術的困難さが指摘された機材はなかった。ただし、維持管理の面ではい

                                                   
14 訪問した病院ではアナログでよかったという声も聴かれた。また、機材の現状のフォローアップ調査実

施コンサルタントもラオスの環境では修理、部品交換を考慮しアナログがより適切としている（特定非営

利法人アジアの医療技術向上を支援する会（MESOAC）ラオス事務所代表インタビュー）。 
15 上記病院利用者調査と同じ 8 病院の合計 57 名で、各病院 5 名～11 名。職種別の内訳は、医師・歯科医

師 25 名、看護師 18 名、検査技師 7 名、その他 7 名。 
16 さらに 1 病院でも同様の声が多かったが、同病院施設は草の根無償資金協力により一部が改修されたも

ので、本事業による整備対象ではない。 
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くつかの困難な点が各病院で指摘されている（3.5.2 参照）。 

 

 

 

3.2.2.3 維持管理体制の改善 

 本事業では、病院施設・機材の維持管理体制の明確化、職員の維持管理の励行、職員の

意識向上を狙い、ソフトコンポーネントにて、3 回のワークショップとコンサルタントによ

るモニタリングが一度実施された。 

病院スタッフの質問票及びヒアリング調査によれば、日常の保守点検体制、報告体制は

各病院で明確になっており、点検の責任者は各セクションあるいは病院全体で決められて

いる17。どの病院も機材の点検シートは概ね定期的に記入されているとしている。ソフトコ

ンポーネントのワークショップで策定した年間活動計画は一部の病院で現在も作成されて

いるが、病院の運営改善のための最低限遵守事項（ミニマム・リクワイアメント、以下、

MR）のシステムの導入を保健省が進めていることから、年間活動計画表を廃止し、MR の

一部として維持管理に関する目標・指標を設定して進捗をモニタリングしている病院も少

なくない18。いずれの場合においても、計画の実施状況につき、職員は、ある程度はできて

                                                   
17 ただし、調査した 8 病院中 1 病院では各セクションの責任者が決まっていないようである。 
18 MR の概念は、日本の技術協力プロジェクト「子どものための保健サービス強化プロジェクト」（2002-07）

により導入され、現在保健省が全国展開を進めている。本事業のソフトコンポーネントでも MR 手法を適

Box 2 病院スタッフ調査結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Q. 整備された施設に満足しているか

Q. 施設の更新が患者の増加につな

がったと思うか

Q. 施設の更新がサービスの質向上に

つながったと思うか 非常に

ある程度

あまり

全く

 

Q.調達された機材に満足しているか       Q. 調達された機材で不適切なものはあるか 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に ある程度 あまり 全く
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない
  

Q. 調達された機材の使用に困難はあるか 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よくある たまにある あまりない 全くない
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いるが十分とは言えないと認識しているようである19。各病院の職員が機材の維持管理技術

や日常の点検に必要な知識の不足を訴えており、職員の維持管理に対する意識は高い。 

 

3.3 インパクトインパクトインパクトインパクト 

3.3.1 自然環境へのインパクト 

本事業では、検査廃液等の廃水、廃棄物につき、環境への負荷を減少させる処理方法が

想定されていた。検査廃水については、微量の有害物質が含まれるものの、検査件数が少

ないことから、事業計画時には、合併処理（希釈）して排水する方針が立てられていた。

本事業により施設整備を行った 6 病院では、検査廃水は各病院とも合併処理されている。

上述のとおり検査件数は大幅に増加しているものの、合併処理は保健省の指導する標準廃

水処理方法となっている20。 

X 線検査フィルム現像液については、事業計画時は、タンク保管し保健省の回収を待つ方

針であったが、機材を調達した 5 病院のうち施設整備対象となった 4 病院において他の汚

水同様に排水・合併処理されており、残りの 1 病院では地面の穴に排水されている。保健

省では保管を勧めてはいるが、回収は行っておらず、また、省の標準処理方法というもの

もない21。 

また、本事業の下で、施設整備を行った病院では汚水を処理する浄化槽が設置されたが、

南部チャンパサック県のチャンパサック郡病院では浄化槽の容量が不足し、ポンプで汲み

上げて浄化槽での合併処理なしで直接排水している22。南部は地下水位が高いため土中浸透

しにくく、本事業では地下水位より高い位置で浸透するような設計を行っていた23。また、

浄化槽の容量はラオスの公共事業省の基準を適用して決定していた24。しかし、同病院は本

事業によって場所が移転し、患者数が予想以上に急増したことから浄化槽の容量が不足す

る問題が生じたと考えられる25。同病院では、自費で浄化槽を追加設置する予定である。 

廃棄物処理に関しては、注射針などの一部医療廃棄物はどの病院も県病院に送っている。

その他の廃棄物は、本事業では回収・埋設を原則としており、保健省の標準設計である現

地製焼却炉による焼却は、ダイオキシンの発生が懸念されることから採用していない。施

設整備を行った 6 病院中 5 病院では廃棄物は郡の指定の場所に回収・埋設されている。し

かし、チャンパサック病院では、現在も敷地内に掘った穴に投棄した廃棄物を定期的に焼

却しており、雨期には焼却が進まないことから、排水溝にゴミが流れている26。また、機材

                                                                                                                                                     
用して維持管理年間計画を策定したが、現在導入されている MR のシステムは、維持管理に限らず、サー

ビスを含む運営全体を対象とするものであるため、維持管理の部分は一部に限られる。 
19 年間計画の実施につき、回答者の 33%が「十分できている」とし、51%が「ある程度できている」とし

ている。MR の実施については、回答者の 36%が「全て実施」、21%が「ほとんど実施」、34%が「いくつか

は実施」、としている。 
20 一方で、本事業の施設整備対象外ではあるが、残りの 4 病院のうち、3 病院では、地面の穴あるいは排

水路に直接排水している。 
21 保健省保健医療局ヒアリング 
22 草の根無償資金協力により施設を改修した南部サラワン県のコンセドン郡病院でも同様の問題が起きて

いる。同病院ではチャンパサック病院同様、患者が急増した。 
23 受注コンサルタントヒアリング 
24 基本設計調査報告書 
25 保健省保健医療局、病院関係者ヒアリング 
26 病院関係者ヒアリング 
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調達のみの対象病院のうちビエンチャン市のサントン郡病院及びパクグム郡病院、南部サ

バナケット県のウートンポン郡病院でも同様に穴に投棄・焼却か現地製焼却炉による焼却

を行っている。郡病院レベルでは、焼却炉設置の予算がなく、指定の回収・埋設場所もな

いことが少なくないため、保健省では、環境に負荷があることは承知しつつも、その場合

には穴に投棄・焼却するよう指導している27。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

 ラオス保健省は、本事業による施設の設計を同省の標準設計とする予定で、すでに他の

郡病院の建設において本事業の施設設計を使用するよう促している。保健省は、近々施設

設計の標準ガイドライン案をまとめる予定である28。 

 

 上記以外に本事業による正負のインパクトは確認されていない。また、本事業による住

民移転・用地取得は発生していない。 

 

以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・インパ

クトは高い。 

 

3.4 効率性効率性効率性効率性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：③③③③）））） 

3.4.1 アウトプット 

 本事業の計画は対象 10 郡病院のうちの 6 郡病院にて施設整備、全 10 病院にて機材調達

を行うと同時に、ソフトコンポーネントにて病院の維持管理に関する技術指導を行うもの

で、アウトプットはほぼ計画どおりであった。アウトプットは以下の表のとおりである。 

 

表 1 アウトプット実績 

計画 実績 変更点 

施設整備（6 病院：クア、シン、フン、ケンタオ、ソンコーン、チャンパサック） 

外来診療棟、入院病棟、母子保健棟、手術棟（手術室有と無

の 2 種類）、管理棟、付属棟、付属設備（給水設備、電気設備） 

ほ ぼ 計

画 ど お

り 

・チャンパサック病院の付属

棟配置変更 

・シン、フン病院の付属棟、

給水塔、浄化槽配置変更 

・6 病院で軽微な設備追加・

仕様変更・レイアウト変更 

機材調達（北部・中部 6 病院：クア、シン、フン、ケンタオ、パクグム、サントン） 

外来診察室：診察台、検診灯、診察器具セット、身長体重計 

歯科診察室：歯科ユニット、歯科器具セット 

検査室：顕微鏡、遠心器、冷蔵庫 

X 線室：X 線一般撮影装置（ケンタオのみ） 

計 画 ど

おり 

無し 

                                                   
27 保健省保健医療局ヒアリング 
28 保健省保健医療局ヒアリング 
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処置室：手術台、手術灯、手術器具セット、蘇生セット、血

圧計、吸引器、ストレッチャー 

入院病棟：車椅子、処置トローリー、聴診器、血圧計 

母子保健棟：婦人科用診察台、MCH 器具セット、分娩台、分

娩器具セット、新生児ウォーマー、新生児体重計等 

機材調達（南部 4 病院：ウートンポン、ソンコーン、コンセドン、チャンパサック） 

上記北部・中部 6 病院調達機材の他、以下を調達。 

外来診察室：超音波診断装置（ウートンポン、コンセドン、

チャンパサックのみ） 

X 線室：X 線一般撮影装置、移動型 X 線撮影装置 

手術棟：麻酔器、電気メス、シャーカステン、手術台、手術

灯、ストレッチャー、高圧蒸気滅菌器 

計 画 ど

おり 

無し 

ソフトコンポーネント（全病院） 

病院の維持管理に関するワークショップ、コンサルタントに

よるモニタリング・評価 

計 画 ど

おり 

無し 

出所：基本設計調査報告書、JICA 提供資料 

  

 施設整備に関し、3 病院での一部の施設の配置変更、全 6 病院での設備追加、仕様変更、

レイアウト変更があったが、いずれも軽微なもので契約額の変更や契約期間の延長は伴わ

なかった。 

ラオス国側の負担事項のうち、事業実施前の負担事項であった整地工事、許認可取得等

は各サイトにて計画どおり行われたが、1 病院（ポンサリー県クア郡病院）では負担事項と

して想定されていなかったがけ崩れ防止工事が実施された。事業実施中の負担事項である

基幹工事（電力工事、給水工事、一部の排水工事）は、一部病院で事業完了に間に合わな

かったものの、その後速やかに完了している。また、事業実施後の負担事項である外構工

事は各病院にて実施された。 

 

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

 本事業の日本側事業費は、計画 1,174 百万円に対し 1,172 百万円（計画比 100%）であり、

計画どおりであった。相手国負担は計画 5 百万円に対し、27 百万円であったが、これは、

必要に応じ行うとして計画額に積算されていなかった外構工事（道路、フェンス整備）の

費用が加算されたためである29。 

3.4.2.2 事業期間 

 本事業の詳細設計から事業完成までの事業期間は、計画 37 ヵ月に対し実績 33 ヵ月であ

り、計画内に収まった。 

  

                                                   
29 ただし、機材調達のみの 4 病院のうち 3 病院の負担額は回答が得られなかった（計画時の試算では 3 病

院合計で 10 万円以下）。なお、相手国負担の計画額は基本設計報告書にて使用の為替レート（1USD=110.69

円）、実績は事後評価現地調査時のレート（1LAK=0.009 円）を使用して計算した。 
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 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。 

 

3.5 持続性持続性持続性持続性（（（（レーティングレーティングレーティングレーティング：：：：②②②②）））） 

3.5.1 運営・維持管理の体制 

 事業計画時と同様に、郡保健事務所が郡病院の運営・管理に責任を持ち、収支管理を行

っている。しかし、事業計画時と異なり、郡病院の院長は、現在は郡保健事務所長あるい

は次長とは別に任命されており、兼任ではない。これは、保健省が郡保健事務所から郡病

院を切り離すことを計画しているためで、近い将来、前者は保健促進キャンペーンや政府

プロジェクトの実施、後者は治療と病院運営という役割分担がなされる予定である30。 

医療スタッフは、3 病院で事業計画時とほぼ同数であるが、他病院では多い場合は倍以上

に増えている31。医学や薬学等の専門知識を持つ上級職員、基礎知識を持つ中級職員は全病

院で増員されており、特に医師（上級）、医師補（中級）が増員されている32。しかし、ラ

オス国内全般に共通する問題であるが、どの病院も医師不足を訴えており、特に麻酔医、

産婦人科医、小児科医、外科医などの専門医に対する需要が大きい。増員数、増員ポスト

は保健省が定めるため、各病院の増員の見込みは不明であるが、保健省は郡病院、保健所

レベルの人員数増強を計画している33。 

設備・機材の維持管理については、上述のとおり、各病院あるいは各セクションで日常

の点検体制、報告体制が決まっている（3.2.2.2「維持管理体制の改善」参照）。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

 本事業で調達された機材の操作技術については、上述のとおり、大きな問題は見られな

い（3.2.2.2「施設・機材の適切性」参照）。ほとんど全ての対象病院が本事業により調達さ

れた機材を操作できる医療資格・技術を持つ人員を備えている。事業前までいくつかの病

院では実施していなかった X 線検査（5 病院に機材調達）、超音波検査（3 病院に機材調達）

についても、機材操作が可能な人員が配置されている。同様にいくつかの病院で提供され

ていなかった歯科（全病院に機材調達）に関しては、北部ポンサリー県クア病院にて、本

事業完了後に歯科サービスを行う予定だった人員の退職により歯科技術を持つ人員が不在

となっている。現在 1 名が研修中であるが、自費で研修を受けているため、病院に戻るか

どうかは確実でない。また、他の 2 病院では職員の異動により歯科医が不在となり、有資

格ボランティアが治療を行っている。手術技術については、上述のとおり北部、中部の 5

病院に中級手術を行う麻酔医あるいは外科資格を持つ人材がいないが、本事業では手術件

数増加を目的としてではなく、緊急的な中級手術に対応できるように処置室（北部の 3 病

院のみ）と中級手術用の手術器具セットが整備されている（3.2.2.2 参照）。 

 以上のとおり、中級手術器具を除き、調達された機材を使用する技術はどの病院も概ね

備えている。しかし、機材を有効活用し、サービスを拡大するためには新たな医師の配置

                                                   
30 各病院関係者インタビュー 
31 ただし、病院によっては、資格取得等のため長期不在中の職員をスタッフ数に含んでいる可能性がある。 
32

 ただし、北部ポンサリー県クア病院では、アジア開発銀行の支援により、14 名の医師、医師補が長期ト

レーニングのため不在となっている。 
33 保健省ヒアリング。政令が発出されている。 
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はもちろん、現在配置されている医師の資格取得・技術力向上が必要である。しかし、ド

ナー支援によるプロジェクトの対象となっている病院では個人ベースで多くの研修の機会

があるが、それ以外では全く機会がない病院もあり、郡保健事務所予算による研修は全く

実施されていない。 

 設備・機材の維持管理については、各病院が日常の保守点検に必要な知識不足と研修の

必要性を訴えている。医療スタッフに対する質問票・ヒアリング調査において最も多くか

ら挙げられた維持管理の問題は、維持管理技術のある職員がいないことであった（全回答

者の 70%）。また、日常の保守点検が適切でないこととする声も上がっている（全回答者の

14%）。本事業のフォローアップ調査で見つかった機材の不具合には、日常の適切な清掃や

保守点検により解決できると思われる問題も見つかっている34。また、機材のトラブルの診

断や修理を担う保健省の医療器材サービス（Medical Equipment Service、以下 MES）に関し

て、技術力不足（全回答者の 28%）、レスポンスが遅い（14%）などの不満も挙がった。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

 郡病院は郡保健事務所に属し、同事務所が収支管理を行っている。2011 年の各郡の保健

事務所歳出は事業前の 2004 年予算の約 2～4 倍と大幅に増えている35。それに伴って運営管

理費も増加しているが、施設整備対象病院を行った 6 病院では 3～9 倍の増加となったのに

対し、機材供与のみの病院では数％～30%の増加にとどまっている。 

運営管理費は増加しているものの、全体に占める割合は 4～9%（コンセドン病院のみ 1

～2%）となっており、事業計画時（約 6%）と変わっておらず、依然として不足している。

不足分は、事業計画時と同様に、主として薬品回転資金（Drug Revolving Fund、以下、DRF）
36の収益によりカバーされている。DRF は患者数の増加に伴い各病院で急増しており、同様

に医療サービス料（書類作成代、検査代、入院ベッド代）収入も増えているため、病院の

収入は上がっているものの、依然として維持管理費は十分でなく、高額な、あるいは輸送

コストの高い部品は調達が難しい状況にある。結果として、上記のコンセドン郡病院のよ

うに部品の調達コストよりも安い製品を購入したり、身長体重計のバッテリーのように部

品を調達しないまま古い機材を使用したりするケースが出ている。 

 一方で、部品の調達を含む修理に必要な費用は、高額な場合、翌年の予算を申請できる。

申請は全てではないが、一部は認められている。 

 

3.5.4 運営・維持管理の状況 

 本事業で整備された施設・機材の維持管理状況は、上述のフォローアップ調査で事後評

価調査直前に専門家により詳しく調査されており、各病院にて問題が見つかっている。各

病院に共通の問題として、身長体重計のバッテリー劣化（全病院）、血圧計の表面の劣化（全

病院）、手術灯のバッテリー切れ（9 病院）、歯科ユニットの不具合（7 病院）、顕微鏡のラ

                                                   
34 フォローアップ調査による現状確認結果。 
35 事後評価時の予算データと比較すべきところであるが、ほとんどの病院が歳出実績と同じデータを予算

として提出しており、信頼性が乏しいため、ここでは歳出実績データを使用した。 
36 医薬品、包帯や X 線フィルムなどの消耗品を、県保健事務所を通じて保健省から購入し、25%まで原価

に上乗せして販売する制度で、県病院以下の病院の運営管理費の大部分を占める（JICA 提供資料）。 
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ンプの不良（4 病院）が確認された。問題が共通しているのは、使用環境や使用年数による

部品やバッテリーの劣化に起因するものが多いためである37。血圧計のような小さな機器は

室外の使用も多く、劣化は早いと思われる。バッテリーやシンプルな部品でもタイ等から

の調達が適切なものも多いが、調達コストを抑えるために MES を経由せず、病院自らが調

達するケースも多く、結果として部品が見つからず、使用できないまま時間が経過したり、

サイズや品質の不適切な部品を調達してしまうことも少なくないようである。歯科ユニッ

トは水質の問題から配管やノズルが詰まり、フォローアップ調査ミッションが清掃作業に

より解決したが、清掃方法は難しく38、今後も同じ問題が起こる可能性がある。個別の問題

としては、オートクレーブ、麻酔器、超音波診断装置、X 線診断装置などの不具合がそれぞ

れ 1、2 病院であったが、中には、機材の機能や仕組みをよく理解していないために起きた

問題もあった39。 

 施設の維持管理については、フォローアップ調査でも本調査でも大きな問題は見つかっ

ていないが、給水ユニットの非作動（3 病院）、発電機のバッテリー切れ（2 病院）が確認

された。給水ユニットは定期的メンテナンスの指導要領書がなく、日常、定期点検がされ

ていないこと、停電復旧時の操作方法の間違いなどが原因となっている40。また、トイレや

排水管の詰まりを防ぐため、異物やごみを流さないよう利用者を啓発することが瑕疵検査

の際に提言されたが、3 病院でトイレが詰まって使用できなくなり、うち 2 病院では長期間

使用不可となった。1 病院では利用者の啓発が難しいため、本事業によって整備された水洗

トイレを閉鎖し、施設整備後も残っていた旧施設の旧式トイレを患者に開放している41。 

 

以上より、本事業の維持管理は技術、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．．．．結論及結論及結論及結論及びびびび提言提言提言提言・・・・教訓教訓教訓教訓 

4.1    結論結論結論結論 

 本事業は、10 の郡病院において必要な施設・機材を整備することにより、同病院の保健

医療サービスの質を向上させることを目的としている。かかる目的は、事業計画時及び事

後評価時におけるラオス政府の開発政策、ニーズと合致しており、当時の日本の対ラオス

援助政策にも沿っていることから、事業の妥当性は高い。対象病院の保健医療サービス件

数はごく一部を除きほぼ全て増加、多くは大幅な増加を示しており、また、病院利用者の

施設、サービスに対する満足度は非常に高いことから、事業の効果は十分発現していると

言える。廃水、廃棄物処理につき、一部、事業計画とは異なる方法がとられており、環境

へのインパクトが若干懸念されるものの、保健省の指導に反するものではない。よって、

本事業の有効性・インパクトは高いと判断できる。事業費、事業期間は共に計画内となっ

ており、効率性も高い。しかし、供与された機材の維持管理に多少の課題があるため、持

                                                   
37 フォローアップ調査報告書（案） 
38 同書 
39 同書 
40 同書 
41 これら 3 病院の関係者は、病院利用者の識字率が非常に低いため、啓発が難しいとしている。 
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続性は中程度と判断される。 

以上より、本事業の評価は非常に高いと言える。 

 

4.2 提言提言提言提言 

4.2.1 実施機関への提言 

(1) 研修機会の提供 

 本事業で供与した医療機材はいずれも操作の難しいものではなく、操作技術や知識に大

きな問題は見られないものの、機材の日常的な保守点検、予防メンテナンスの知識は各病

院で不足しており、各病院から機材のメンテナンス、保守点検の研修の必要性が訴えられ

ている。一方で、MES も郡保健事務所も研修予算がないため、研修の実施はドナー支援プ

ロジェクト等の機会に頼らざるを得なくなっている。定期的に研修機会を設けることは難

しくとも、中核郡病院全てを対象とした維持管理研修など、保健省の予算にて適宜研修機

会が設けられることが望まれる。また、郡病院側でも、研修ニーズを具体的に MES、保健

省に提示していく必要がある。 

 

(2) MES による郡訪問のシステム構築 

 本事業は JICA 支援によるフォローアップ調査が行われたことで、機材の問題の多くは、

その場で解決したか、あるいはその後の必要なアクションが明確となった。各病院はこの

ような機会を切望しており、MES による定期的な訪問を望む声が多い。しかし、MES の訪

問は招聘ベースで行われ、郡保健事務所が費用を負担しなければならないという構造的な

問題があるため、県内、あるいは近隣県も含めた複数の郡事務所での共同招聘など、MES

の訪問をより容易にするシステム作りが保健省により進められることが望まれる。 

 

(3) 病院の廃水・廃棄物処理問題への対処 

 事後評価調査にて、本事業の環境影響緩和のための方針が徹底されていないケースが散

見された。X 線検査フィルム現像液については、病院による保管ならびに保健省による回収

を本事業の方針としたが、現状では他の汚水と同様に排水されている。保健省は回収は行

っていないが、病院による保管・売却を指導していることから、指導をより徹底させるこ

とが求められる。また、本事業では、一般廃棄物については、郡指定の場所に回収・埋設

を原則としていたが、対象 10 病院中 5 病院にてダイオキシンの発生が懸念される焼却が行

われている。保健省には、県保健事務所を通じ、廃棄場所を確保することが求められる。

さらに、チャンパサック病院で降雨によりゴミが溢れる問題が発生していることから、県

保健事務所を通じ、早急な対策が取られることが望まれる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

特になし。 
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4.3 教訓教訓教訓教訓 

(1) 維持管理にかかる充実した指導の必要性 

 本調査では部品の調達や維持管理に課題が見つかったが、ラオスでは医療機材の多くの

部品を国外から調達せざるを得ないため、特に地方の病院では事業後の部品調達が困難に

なることは避けられない。しかし、日常的な保守点検や予防メンテナンス、病院自らによ

る部品調達には改善の余地がある。特に本事業では、血圧計などシンプルな機器に問題が

共通していたことから、医療機材供与を伴う案件については、調達段階で機材選定を慎重

に検討するとともに、ソフトコンポーネントによる研修実施など、基礎的な維持管理技術、

部品の調達方法にかかるよりきめ細かい指導を行うことが効果的であると思われる。 

 

(2) 一部の機材選定における部品調達コストの重視 

 本事業における機材選定は概ね適切であったと判断される（3.2.2.2「施設・機材の適切性」

参照）が、一方で、身長体重計、顕微鏡など、日常的に使用する比較的安価な機器のバッ

テリーあるいは部品の調達が多くの病院でできていないという問題も見つかった。上述の

とおり、ラオス国では国外から調達せざるを得ないが、病院側の維持管理費は不足してい

るため、特に種類も多く、複雑な機能を要しない一般機材については、海外調達を必要と

しないような、部品調達コストにより重点を置いた機材選定が望ましい。 

 

(3) 環境配慮策についての十分な事前確認の必要性 

 本事業では環境への影響に関し、懸念される点が確認された。ゴミの焼却や X 線検査フ

ィルム現像液の排水などは、ラオス国では一般的に見られる問題であり、政府による規制

もない。かかる状況の下で事業完了後に先方政府側による環境配慮策実施を求める場合、

先方政府と日本側の間で具体的な配慮策について計画時に十分な合意形成を行い、日本側

が求める配慮策の実施が難しいと判断される場合は、事業に含める（たとえばゴミの焼却

を行っている病院に対して焼却炉の設置を行う）ことを検討すべきである。 

 

以上  


