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中間レビュー評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：カンボジア国 案件名：レファラル病院における医療機材管理強化プロジ

ェクト 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所属部署：カンボジア事務所 協力金額（中間レビュー時点）：約 4.3 憶円 

協力期間 2009 年 11 月 22 日～

2014 年 11 月 21 日 

先方関係機関：保健省病院サービス部と国立母子保健セン

ター医療管理機材部門のメンバーから構成されるナショナ

ル・ワークショップ・チーム（NWT） 

日本側協力機関：有限会社エストレージャ、財団法人家族

計画国際協力財団（ジョイセフ）共同事業体 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、長く続いた内戦により医療従事者数が

激減したほか、医療機材・施設が放置・破壊され、保健システムが壊滅的な打撃を受けた。1991

年の内戦終結後、カンボジア政府は、我が国を含む多数のドナー等の支援を得つつ、各種関連

制度の整備や医療人材の育成を行うとともに、医療施設、機材の整備を実施した。この結果、

首都プノンペンのみならず州都を中心に地方都市においても医療施設・機材が進展したが、一

方でその管理体制の構築が行われなかったため、特に医療機材（ME）については、操作・使用

方法がわからない、多くが老朽化しており故障しやすい、故障した ME の状況を判断できる人

材がいない、スペアパーツの入手、機材の更新に必要な資金が確保できないなど、複合的な問

題が生じた。 

ME 管理に係る問題に関し、JICA は、無償資金協力により施設・機材整備を行った国立母子

保健センターにおける技術協力プロジェクト（母子保健プロジェクト）の一環として、1998 年

1 月～2005 年 12 月まで機材維持管理の長期専門家を派遣し、まず同センター内を中心に ME 管

理体制を整備した。さらに、その成果をカンボジア全土の国・公立病院に導入したいとの保健

省の要望を踏まえ、2006 年 1 月～2008 年 12 月まで、「医療機材維持管理システム普及プロジェ

クト」（MEDEM-1）を実施した。本プロジェクトの結果、最高次レベルのレファラル病院

（CPA3/NH レベル）において、技術部門と管理部門間の連携と能力強化が図られ、基礎的な

ME 管理の仕組みが導入されるとともに、病院と保健省担当部局（保健省病院サービス部と母

子保健センターME 管理部門で構成される NWT の間で ME 管理活動状況の報告とそれに応じた

モニタリング・指導を行う体制（ME 管理システム）の構築、更には ME 管理に関する問題意

識の共有という成果が達成された。 

しかしながら、実際にカンボジアの ME の状況が改善し、安定的な医療サービスの供給に資

する状態を確保するには、引き続き CPA3/NH において ME 管理システムの改善と定着、更には

機材配置・予算計画等策定能力の強化など病院管理と連携した活動の実施などが必要である。

また、ME の老朽化が深刻で、一部では世界銀行などのドナーによる ME 供与が進行しつつあ

る第二次レベルレファラル病院（CPA2）にもこの仕組みを導入する必要があった。かかる状況

のもと、保健省は JICA に ME 管理システムを確立し、NWT と CPA2 が連携して ME 維持管理

を実施することを目標に、本プロジェクト実施を JICA に要請した。JICA は同要請に応じ、レ

ファラル病院における医療機材管理強化プロジェクト（MEDEM-2）（以下、「本プロジェクト」
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と記す）を 2009 年 11 月から 2014 年 11 月までの 5 年間の予定で実施している。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトでは、「カンボジア ME 管理システム」が確立し、保健省 NWT－本プロジェ

クト対象となる最高次の国・公立病院（対象 CPA3/NH）－本プロジェクトの対象となる二次レ

ベルの公立病院（対象 CPA2）が連携して ME 管理を実施することを目的とする。 

 

（１）上位目標 

本プロジェクトで確立された「カンボジア ME 管理システム」が定着し、プロジェクト

対象以外の CPA2 にも拡大される。 

 

（２）プロジェクト目標 

「カンボジア ME 管理システム」が構築され、NWT 対象 CPA3/NH と CPA2 の協力のも

と、ME 管理活動が実施される。 

 

（３）成果 

１）対象 CPA3/NH において、保守・点検、簡易な修理、機材配置、予算計画策定などを含

む ME 管理システムが実施されるようになる。 

２）ME 管理システムの中核となる L-CPA3/NH における ME 管理体制が強化され、CPA2

病院指導のための能力が強化される。 

３）ME 管理活動上の相談・支援・監督のためのネットワークの基礎が、NWT－L-CPA3/NH

－対象 CPA2 間で確立される。 

４）ME 管理の指導のための NWT の能力が向上する。 

 

（４）投入（中間レビュー時点） 

〈日本側〉 

１）専門家派遣 長期専門家 1 人、短期専門家 3 人 

２）機材供与  約 615,000 円 

３）研修受入れ 本邦研修 3 人 

〈相手国側〉 

１）カウンターパート（Counterpart：C/P）配置 16 人（うち、12 人は NWT のメンバー） 

２）土地・施設提供 プロジェクト事務所（保健省）  

３）ローカルコスト負担  

・プロジェクト事務所光熱費 

・「保健セクター支援計画 2」（Health Sector Strategic Plan 2：HSSP2）の支援で、第 1 回

ME 管理ブラッシュアップセミナー（2009 年 12 月）の開催、対象 CPA3/NH に対する ME

メンテナンス道具一式の供与、簡易修理のための訪問に関する経費を支払った。 

２．レビュー調査団の概要 

調査者 団長   小林 雪治    JICA カンボジア事務所 次長 

保健計画 加藤 誠治    JICA 人間開発部保健第 2 グループ第三課 企画役 

協力企画 佐々木 祐美子  JICA カンボジア事務所 企画調査員 

評価分析 吉武 桃子    アイ・シー・ネット株式会社 コンサルタント 

調査期間 2011 年 11 月 13 日～11 月 26 日 評価種類：中間レビュー 
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３．レビュー結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果１：「対象 CPA3/NH において、保守・点検、簡易な修理、機材配置、予算計画策定

などを含む ME 管理システムが実施されるようにする」の達成状況 

指標 
ベースライン 

（2009 年） 
現状 達成度 

1-1 

対象 CPA3/NH のすべてが、ME の取り換え、メン 

テナンス計画を準備し、必要な予算を AOP に反映

する。 

12 病院 2011 年度 

18 病院 

2012 年度 

14 病院 

＋ 

1-2 

対象 CPA3/NH の ME 管理モニタリングスコア1が、

80％を超える。 

平均 ME 管理モニタリングスコア ＋＋ 

 

65％* 

2011 年 10 月末時点 

85％* 

 

平均 ME 技術者モニタリングスコア 

 

55％* 

2011 年第 2 半期 

87％* 

平均 ME モニタリング報告スコア 

 

70％* 

2011 年第 1 半期 

85％* 

1-3 

不必要な ME が特定され、廃棄リストに記録される。 

廃棄活動 ＋ 

 2011 年 1～6 月 

21 の対象 CPA3/NH

が開始 

廃棄実績 

 2011 年 1～6 月 

対象 22CPA3/NH の

619 の ME のうち、

379 の故障 ME が廃

棄された。 

1-4 

ME 管理に関連する会議を、各 CPA3/NH が、少なく

とも年 2 回開催する。 

 2011 年第 1 半期 

19 の対象 CPA3/NH

で会議が開催され

た。 

＋ 

注：*参考データ。プロジェクトは、各病院がそれぞれ目標値を超えることをめざしている。 
達成度指標は、＋＋が目標を達成している。＋は部分的に達成している。－は達成されていない。---はデータなし。 

 

（２）成果２：「ME 管理システムの中核となるリード CPA3/NH における ME 管理体制が強化

され、CPA2 病院指導のための能力が強化される」の達成状況 
指標 ベースライン 現状 達成度 

2-1 

す べ て の L-CPA3/NH の

MEM-WG が指導、支援等の

TOT 研修を受ける。 

 2010 年 8～9 月  

・簡易修理に関する OJT 

（対象：L-CPA3/NH、各病院 1

週間） 

＋＋ 

                                                   
1 ME 管理モニタリングスコアは、ME 管理活動をモニタリングするために、プロジェクトにより開発されたもので、①ME 管

理モニタリングスコア（各病院の ME マネージャーと ME 副マネージャーの点数）、②ME 技術者モニタリングスコア（各病

院の ME 技術者のスコア）、③ME 管理報告スコア（保健省に提出される ME 管理レポートの内容に対するスコア）の 3 つで

構成される。 
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2010 年 10 月  

・MEM-WG 強化セミナー 

（対象：L-CPA3/NH、実施期間：

2 日間） 

・ME 廃棄に関する技術ガイドラ 

インの研修 

（対象：L-CPA3/NH） 

2011 年 9～11 月（継続） 

・ME ユーザー研修 

（対象：L-CPA3/NH、期間：各

病院 2 日間） 

2-2 

対象 L-CPA3/NH の ME 管理

モニタリングスコアが、90

ポイントを超える。 

平均 ME 管理モニタリングスコア ＋ 

47 ポイント* 

（2010 年第 1 半期） 

2011 年 10 月末時点 

88 ポイント* 

平均 ME 技術者モニタリングスコア 

82 ポイント* 

（2010 年第 1 半期） 

2011 年第 2 半期 

93 ポイント 

平均 ME モニタリング報告スコア 

74 ポイント* 

（2010 年第 2 半期） 

2011 年第 1 半期 

88 ポイント 

2-3 

不必要な ME が特定され、廃

棄リストに記録される。 

 ・L-CPA3/NH に対するモニタ

リング基準が開発された。 

・本格的な活動は、2012 年に

開始予定 

--- 

注：*参考データ。プロジェクトは、各病院がそれぞれ目標値を超えることをめざしている。 
達成度指標は、＋＋が目標を達成している。＋は部分的に達成している。－は達成されていない。---はデータなし。 

 

（３）成果３：「ME 管理活動上の相談・支援・指導のためのネットワークの基礎が、NWT－

L-CPA3/NH－対象 CPA2 間で確立される」の達成状況 
指標 ベースライン 現状 達成度

3-1 

ME 管理ネットワークガイド

ラインが作成され、NWT－

L-CPA3/NH－CPA2 のネット

ワークが、2013 年 3 月までに

機能する。 

ME 管理ネットワークガイドラインの作成 ＋＋ 

 

 
 ・ME 管理ネットワークマニ

ュアル策定（2011 年 9 月）・

承認（2011 年 10 月） 

 

NWT-L-CPA3/NH-CPA2 のネットワ―ク構築 --- 

 ネットワークに関する活動

は、中間レビュー終了後本格

的に開始する予定 

3-2 

すべての対象 CPA2 が、ME

インベントリーを含む MEM

レポートを L-CPA3/NH へ提

出する。NWT は、対象 CPA2

の情報を L-CPA3/NH から収

集する。 

 ・関連する活動は、2011 年

12 月から開始する予定 

--- 

注：達成度指標は、＋＋が目標を達成している。＋は部分的に達成している。－は達成されていない。---はデータなし。 
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（４）成果４：「ME 管理の指導のための NWT の能力が向上する」の達成状況 
指標 ベースライン 現状 達成度

4-1 

必要な行政書類（政策、

NWT の TOR、ME 管理ネッ

トワークガイドブック、

CPA2 用 ME 管理マニュア

ル、廃棄ガイドブック、中

古ME受入れガイドブック）

が 2012 年 3 月までに作成さ

れる。 

・ME 管理マニュアルと ME

メンテナンスガイドブッ

クが、MEDEM-1 で作成さ

れた。 

・2011 年 8 月 

NWT のミッション、TOR、業

務分担策定 

・2011 年 6 月 

ME 廃棄の技術ガイドライン

（第 1 版）を策定 

・中古 ME 受入れガイドライン 

（第 1 版）を策定中 

・2011 年 10 月 

ME 管理ネットワークマニュア

ル（ドラフト版）は、保健省が

承認 

・政策文書は、現在開発中 

＋ 

4-2 

NWT 活動のための予算が、

2012 年以降も配分される。

 保健省、病院サービス部の ME 

管理強化とフォローアップに 

関する予算（計画値）単位：米ド

ル 

2011 年度 2012 年度 

21,428.57 19,047.61 
 

＋ 

4-3 

NWT の定例会議が、少なく

とも年間 4 回開催される。 

 ・NWT は、2011 年に 5 回（1 月、

3 月、5 月、7 月、10 月）定例

会議を開催 

＋＋ 

注：達成度指標は、＋＋が目標を達成している。＋は部分的に達成している。－は達成されていない。---はデータなし。 

 

（５）プロジェクト目標：『カンボジア ME 管理システム』が構築され、NWT、対象 CPA3/NH

と CPA2 の協力のもと、ME 管理活動が実施される」の達成状況 
指標 ベースライン 現状 達成度

1 

す べ て の 対 象 22 

CPA3/NHの ME可動率が

90％を超える。対象 CPA2

の ME 可動率**は 80％を

超える。 

対象 CPA3/NH 平均 ME 可動率 

・80.9％ 

（2009 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

2009 年 

第 2 半期

2010 年 

第 1 半期

2010 年 

第 2 半期

2011 年 

第 1 半期

80.9 80.2 80.9 87.5 

 

目標達成した対象 CPA3/NH 数 

2009 年 

第 2 半期 

2010 年 

第 1 半期 

2011 年 

第 1 半期 

6 病院 5 病院 14 病院 
 

＋＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 CPA2 平均 ME 可動率 

 関連する活動は、プロジェクト後半に開始さ

れる。 

--- 

2 

CPA2 からのリクエスト

に対する L-CPA3/NH の

適 切 な 対 応 の 割 合 が

60％を超える。 

 関連する活動は、プロジェクト後半に開始さ

れる。 

--- 
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3 

残 っ た CPA3/NH が

L-CPA3/NH となるため

の研修が始まる。 

 関連する活動は、プロジェクト後半に開始さ

れる。 

--- 

注：*参考データ。プロジェクトは、各病院がそれぞれ目標値を超えることをめざしている。 
**MEDEMIS データベースで特定された、可動可能（良または可レベル）な ME の数。 
達成度指標は、＋＋が目標を達成している。＋は部分的に達成している。－は達成されていない。---はデータなし。 

 

３－２ レビュー結果の要約 

（１）妥当性 

プロジェクトは、カンボジアの保健政策や日本の援助政策との一貫性、ME 管理の強化

に対するニーズの高さから、妥当性は高い。 

カンボジアの第二次保健戦略計画 2008-2015（HSP 2008-2015）では、質の高い保健サー

ビス提供のため、保健サービスへのアクセスと普及、人的資源の管理を改善する必要を述

べている。本プロジェクトは、ME 管理の問題や ME 管理システムの強化に取り組んでい

る。これらは、より良い保健サービスの提供に貢献する要因の一つであり、カンボジアの

保健政策との整合性がある。 

日本のカンボジア国別援助計画や国別援助方針（2009 年 4 月）の中で、社会開発の促進

のため、ベーシック・ヒューマン・ニーズの充実を重点分野としてあげている。その中で

も、特に ME 管理強化を含む保健サービスや保健システムの強化は重点開発課題としてい

る。2010 年 9 月に発表された JICA の保健分野の協力方針でも、保健システムの強化と関

連人材の育成が優先分野としてあげられている。その他、同年にカンボジア保健省が策定

した新保健戦略 2011-2015 では、国連ミレニアム開発目標（MDGs）の達成のため、日本政

府は持続的な保健システムの強化を中心とした支援を行うことを明言している。本プロジ

ェクトは、ME 管理体制の強化を通じた保健システムの強化を行っており、日本の援助政

策とも合致する。 

「中央から州レベルの ME 管理システムの強化」というプロジェクト目標は、カンボジ

ア側のニーズと合致している。これまで多くのドナーが ME の寄付や支援を行ってきたが、

カンボジアにはまだ標準化された ME 管理システムが構築されていない。本プロジェクト

の協力内容は、ME 管理システムの標準化、ガイドラインの開発、ME 管理の能力強化など

を行っており、カンボジアが抱える現状の課題への解決策として適切であることが、イン

タビューや質問票調査で確認されている。 

 

（２）有効性 

中間レビュー時点のプロジェクトの有効性は、以下の理由から高いと判断される。 

PDM（Ver. 02）は、4 つの成果を通じてプロジェクト目標が達成されるように計画され

ている。NWT と対象 CPA/3/NH の医療機材管理ワーキンググループ（MEM-WG）の能力強

化、NWT と対象 CPA3/NH の間の ME 管理システムの強化（指標 1）により、カンボジア

ME 管理システムの基盤となる部分が構築されたことが、今回の中間レビューで確認され

た。プロジェクト後半では、ME 管理システムの対象 CPA2 への拡大が期待される。その際、

L-CPA3 の MEM-WG は、CPA2 の指導者としての役割が求められる。L-CPA3 は他の

L-CPA3/NH よりも高いパフォーマンスが必要であり、彼らの能力強化が必須である。 
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（３）効率性 

プロジェクトの効率性は、以下の理由により中程度と判断される。 

日本側の投入は計画通り実施された。ただし、短期専門家の投入の時期が部分的に重複

し、プロジェクトの効率性が多少低下した。短期専門家は同じ C/P と活動を行うため、個々

の活動が限定されたり、追加の調整が必要になったりした。全体的には日本側の投入は、

プロジェクトのニーズと合致している。 

カンボジア側の投入も、基本的には討議議事録（R/D）で合意された内容に従い行われた。

直接の C/P として、NWT に保健省の病院サービス部から 6 人、国立母子保健センターから

6 人の計 12 人が配置されることになっていたが、プロジェクト開始当初は 7 人だけで、2010

年 4 月からようやく 5 人が追加されて、現在は 12 人となっている。 

プロジェクト後半に期待されることとしては、MEM-WG 間の技術移転があげられる。中

間レビューのフィールド視察で、コンポンスプ、プルサット、コンポンチャンの 3 つの CPA3

を訪問したが、いずれの MEM-WG も少なくともメンバー1 人が今後 3 年以内に退職すると

のことだった。彼らはメンバーの退職による能力の損失と、ME 管理活動の持続性を危惧

しており、技術者の配置や MEM-WG 間の技術移転の方法など、これらの将来的な課題に

対する適切な解決策を早い段階から検討する必要がある。 

 

（４）インパクト 

インパクトについては、プロジェクトの後半に発現することが期待されている。 

プロジェクトは現在進行形であり、現時点で上位目標の達成の可能性を判断することは

難しい。もしプロジェクト目標が達成されれば、いくつかの正のインパクトがみられる可

能性がある。また負のインパクトは、中間レビューの時点では特にみられない。上位目標

達成の見込みを考える際の一つの懸念は、カンボジアの急激な経済成長により、ME 関連

会社が国内に流入し、ME 技術者やその他の関連する人材が民間部門に流出する可能性が

あることである。 

中間レビューの時点では、インパクトに対する外部条件は満たされている。プロジェク

後半でも、引き続き外部条件のモニター、特に研修済みの ME 技術者を注視することが期

待される。 

プロジェクトは、保健セクター支援計画 2（HSSP2）や JICA の無償資金協力「国立及び

州病院医療機材整備計画準備調査」との連携を行っている。これらの連携を通じて、プロ

ジェクトはその波及効果が期待できる。 

 

（５）持続性 

現時点では、プロジェクトの持続性について結論づけることはできないが、中間レビュ

ーチームは、以下に述べるいくつかの要因に注目した。 

現在、策定中の ME 管理に関する長期戦略が保健省の強いリーダーシップにより実施さ

れれば、プロジェクトの持続性は確保される。NWT が ME 管理システムの中心を担うこと

が期待されているが、組織的側面については今後政治的公約で NWT が独立した組織とし

て承認されれば、その持続性も確保されるだろう。CPA3/NH では、MEM-WG に適切な数

と質の ME 技術者が配置されることが、病院レベルで持続性を確保する（ME 管理システ

ムを定着させること）ために必須である。 

C/P は、ME 管理に関する十分な知識と技術を獲得している。加えて、NWT は定期的会

議やいくつかの研修・セミナーを自分達自身で運営している。プロジェクトでは、HSSP2 
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の資金で NWT の活動を実施したり、ブラッシュアップセミナーの予算を負担するなど、

カンボジア側が財政的負担をして実施した活動がいくつかある。これらは、プロジェクト

の財政的持続性の基礎の一つとなるだろう。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因/問題点及び問題を惹起した要因 

（１）効果発現に貢献した要因 

１）有効性に対する貢献要因 

・適切なプロジェクト管理と能力強化のデザイン 

プロジェクトは、活動や成果の進捗管理を活動計画表（PO）や PDM を使って行って

おり、さらに PDM の指標を CPA3/NH の能力強化の定期的なモニタリングのためのツ

ールとして活用している。これらのプロジェクト管理が、有効性を高めた一因と考え

られる。その他の貢献要因としては、能力強化のデザインがある。最初に中央レベル

の NWT の能力強化を行い、その後 NWT が活動の中心となり州レベルの CPA3、その

下位レベルの CPA2 へとその対象を広げていくというプロジェクトデザインとなって

おり、プロジェクトデザインも貢献要因となっている。 

２）効率性に対する貢献要因 

・既存の資源の有効活用 

ME 管理データベース（MEDEMIS）やガイドライン、NWT など、MEDEM-1 で開発さ

れた成果の有効活用がプロジェクトの効率性を高めている。 

・専門家の経験 

本プロジェクトの専門家は、MEDEM-1 の専門家、MEDEM-2 の詳細計画策定調査の団

員として参団したなどの経験があり、カンボジアの保健セクターや ME 分野の現状と

課題を熟知していることも、貢献要因の一つと考えられる。さらに、JICA の保健分野

の技術協力の長い歴史で培われたカンボジアと日本の信頼関係も、効率的・効果的な

プロジェクト実施に役立っている。 

 

（２）問題点及び問題を惹起した要因 

１）有効性に対する阻害要因 

・対象 CPA3/NH の ME 可動率のばらつき 

「３－１（５）プロジェクト目標の達成状況」でも述べたとおり、2011 年の第 1 半期

の平均 ME 可動率は、87.5％だった。目標値である 90％を超えた病院がある一方で、

いくつかの L-CPA3/NH、CPA3/NH、NH はまだ目標値に到達しておらず、病院間で ME

可動率にばらつきがある。 

２）効率性に対する阻害要因 

・C/P の配置 

カンボジアの保健セクターは人的資源が限られているが、NWT の積極的なプロジェク

トの活動への参加がいくつかの指標を目標値に達成させることに貢献しているもの

の、プロジェクトの効率性をさらに高めるために、NWT のメンバーがフルタイムでプ

ロジェクト活動に従事することが期待される。  

・年間計画（AOP）の情報共有 

AOP の情報は、プロジェクトの成果１を評価するうえで、極めて重要な情報である。

CPA3/NH は AOP を NWT と共有することの重要性を理解しているが、いまだ 8 病院が

2012 年度 AOP を NWT に提出しておらず、この状況はプロジェクトが始まった 2009 
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年の状況とあまり変わっていない。 

・L-CPA3 の ME モニタリングスコア 

6 カ所の L-CPA3/NH のうち 1 つの CPA3 だけが、ME 管理報告スコアの目標値に到達

しているほか、ME 管理モニタリングスコアでは 3 つの CPA3、ME 技術者モニタリン

グスコアでは 4 つの CPA3 がそれぞれ目標値に到達している。NWT－L-CPA3/NH－

CPA2 間の ME 管理システムの中で、L-CPA3/NH に求められる指導者としての役割を

考えると、L-CPA3 のより高いパフォーマンスは、ME 管理システムを拡大するうえで

必須である。中間レビューで、L-CPA3 のある一定の能力強化は確認されたが、プロジ

ェクト後半では更なる L-CPA3 の能力向上が期待される。 

・CPA3/NH のパフォーマンス 

対象 CPA3/NH の ME 管理モニタリングスコア（ME 管理報告スコア、ME 管理モニタ

リングスコア、ME 技術者モニタリングスコアから構成される）は、目標値の 80％を

超えている。全体的な ME 可動率も改善の傾向がみられるが、いくつかの対象 CPA3/NH

はこれらのスコアがまだ改善されていない。特に、目標値を達成していない対象

CPA3/NH は、更なる努力が期待される。 

 

３－４ 結 論 

 これまで、プロジェクト活動は計画通りに実施され、十分な成果を上げている。一方、NWT

と CPA3/NH の能力はさらに強化される余地がある。プロジェクトの有効性、効率性を阻害する

いくつかの要因があり、プロジェクト後半に向け、それらを改善するための提言を３－５にま

とめる。 

評価５項目に関しては、カンボジアの政策、ニーズ、日本の援助政策との整合性から、妥当

性は高い。有効性についても高く、効率性は中程度と判断される。インパクトはプロジェクト

が終了後に確認される見込みである。持続性は現時点では判断できないが、政策・組織的側面、

技術的・財政的側面からその基礎となるいくつかの要素が確認された。 

 

３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）NWT は、成果１と成果２の達成のため、より中心的な役割を果たすこと。 

 

（２）今後実施される CPA2 に対する活動を効率的に実施するために、保健省はより強いリー

ダーシップを発揮すること。 

 

（３）これまで養成された ME 管理技術者の更なる活用と、後進の育成をすること。 

 

（４）対象 CPA3/NH 間の能力の格差是正をすること。 

 

（５）L-CPA3/NH の能力の更なる強化をすること。 

 

 

 

 

 

 


