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国名
医療技術者育成プロジェクト

カンボジア

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

カンボジアの医療技術者の教育は、保健科学大学（UHS）、医療技術学校（TSMC）、4 つの地方看
護・助産学校（RTC）により行われている。これらの学校の卒業試験合格者は資格を授与されるも
のの、実際には試験落第者はおらず、また試験も学校間で標準化されていない。また、教育内容
や教師の資格などについて明確な定義がないまま、私立の国際大学の看護学科が開設された。こ
のために卒業生の質は担保されていなかった。

このように医療技術者養成校の認定や、それら学校の教育内容に関する国家ガイドラインはな
く、また TMSC は臨床検査技師、理学療法士を育成している唯一の公立学校であるが、TSMC 自体も
不十分なカリキュラムや教師の能力、学校運営など様々な解決すべき課題を抱えていた。さらに、
カンボジアでは多くの結核患者が存在するにもかかわらず、放射線技師を育成する学校は無かっ
た。

プロジェクトの目的

1. 上位目標: 規定された業務内容を遂行できる医療技術者（正看護師、臨床検査技師、放射線技
師、理学療法士）が公立や私立の全教育施設で養成され、保健省関連施設の人員不足が改善さ
れる。

2. プロジェクト目標: カンボジア国医療技術者教育に係る基準（スタンダード）に基づいて、TSMC 
と 4つの RTC が、正看護師・臨床検査技師・理学療法士・放射線技師育成のための教育を適切
にできる。

3. 想定された課題解決への道筋i: 本プロジェクトでは(1)医療技術者の基礎教育を実施する学
校認定の基準・ガイドラインの策定、カンボジア国標準カリキュラムとシラバスの策定を行い、
(2)教材の開発、教員への研修実施、TSMC の学校運営の監督を実施することにより、医療技術
者への質の高い教育（プロジェクトにより開発・改訂されたカリキュラム・シラバスに基づい
た教育、試験の強化）が TSMC、RTC4 校で可能となる。その結果、能力のある卒業生が保健施
設に就職する。
私立学校を含むその他の学校で、国家標準のカリキュラム、シラバスが適用され、卒業生の質
が向上する。

実施内容

1. プロジェクト・サイト： TSMC および RTC4校 (バッタンバン、コンポンチャム、カンポット、
ストゥントゥレン)

2. 主な活動: (1)学校認定基準（SAC）と教育指導要領（GASs）が作業部会により作成され、保健
省の承認を得る。(2) 作業部会によるカリキュラムとシラバスの作成及び保健省の承認。教材
の開発、(3)教員研修における計画・実施および評価、(4) TMSC内に改訂委員会の設立、委員
会による学校のモニタリングの管理。

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）
日本側
1. 専門家派遣: 32 人 (長期：6人、短期：26 人) 
2. 研修員受入: 21 人 (本邦研修)、
3. 第三国研修：3人（タイ）
4. 機材：教材、書籍など。

カンボジア側
1. カウンターパート配置:40 人
2. 土地・施設提供:プロジェクト事務所
3. その他: 事務所設備・家具、事務所

維持費、現地研修費。

協力期間 2003 年 9 月～2008 年 9月 協力金額 513 百万円

相手国実施機関 医療技術学校（TSMC）、地方看護・助産学校（RTC）、保健省人材育成部

日本側協力機関 聖マリア病院、国立国際医療センター他

関連案件

我が国の協力: 医療機材維持管理システム普及プロジェクト(技術協力、2006-2008)、地域におけ
る母子保健サービス向上プロジェクト（技術協力、2007-2010）、「マレーシアにおける看護分野（教
授法）」(プロジェクトのカウンターパート 15 名が参加) (第三国研修、2003-2005)
他ドナーの協力: ヘルス・セクター・サポート・プログラム（HSSP、世銀および他ドナーの共同
出資によるセクター・ワイド・プログラム）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、保健セクター戦略計画 2003-2007、第二次保健セクタ
ー戦略計画 2008-2015、国家人材開発計画 1996-2005、第二次国家人材開発計画 2006-2015 で掲げられた「保健人材の質の向
上と人材育成制度の改革」というカンボジアの開発政策、「保健教育の質と学校運営の改善、及び医療技術者の生産性の向上」
という開発ニーズ、及び日本の対カンボジア国別援助計画（2002）とも十分合致している。したがって妥当性は高い。
2 有効性・インパクト

(1) プロジェクト目標の達成およびプロジェクト効果の継続状況
プロジェクト目標は、プロジェクト完了時に以下のとおり達成された。TSMC および RTC4 校での教育は、新しい標準カリキ

                                                  
i
事後評価時に整理された。



ュラムに則った年間授業スケジュールに基づき適切に実施された。本プロジェクトにおいて医療技術者の基礎教育の質の管
理・向上のためのSAC および GAS の開発・承認された。TMSC における放射線技術士養成コースの開設は本プロジェクトの特筆
すべき成果であり、カンボジアにおける放射線技術士の基礎教育の基盤確立および放射線技術サービス向上に大きな貢献を果
たした。

プロジェクト完了後もプロジェクトの効果は継続しており、TSMC 及び RTC4 校は医療技術者の基礎教育において、本プロジ
ェクトにより作成・改訂されたカリキュラム・シラバス・教材を利用し、教育の質の向上を続けている。授業は年間授業スケ
ジュールに則り実施されている。入学者数・卒業生数は継続的に増加しており（表 1・2参照）、これら（カリキュラム・シラ
バス・教材）改訂の結果を裏付けるエビデンスである。カリキュラム・シラバスの一部は更新され、TSMC、UHS、RTC 及び保健
省人材育成部は更なるカリキュラムの更新に協同で取り組んでいるものの、十分な技術・資金が無いため、あまり進展してい
ない。教材の更新についても同様である。一方、現在、臨床検査技師コースは米国の疾病予防管理センターの支援により学士
コースへ転換するためのカリキュラムの改訂・更新が検討されている。また、オーストラリアの NGO は TSMC の各コースのカ
リキュラム及び教材の見直しを支援している。

TSMC のインタビューによれば、TSMC の教授法・学校運営は、 (1)開発された標準カリキュラムに則った授業の実施、(2)学
校規則の確立、(3)各部門の詳細職務の規定、(4)学生情報システムの開発、（5）計画立案への能力などの改善が図られたとの
ことであった。RTC へのインタビューや現地視察では、教授法の改善、授業計画の作成などの授業の質の改善、及び講師が準
備した視覚教材や配布資料などによって生徒の理解の向上が確認された。
（2）上位目標

上位目標は概ね達成された。SAG、GASは有効であり、公立・私立校に採用されている。卒業試験結果に関する正確なデータ
は入手出来なかったが、臨床技術検査士、放射線技術士、理学療法士の卒業試験は 2010 年、2011 年、2012年に実施され、合
格者数は増加している。TSMC の校長によれば、卒業生の殆どは公立・私立の病院・機関に就職している。これは TSMC の保健
セクターにおける評判が確立しており、公立・私立病院や施設における TSMC 卒業生に対する評価が高まったことによるもの
であり、TSMC を卒業した医療技術者の質の高いサービスを証明している。

以上より、想定された効果が発現しており、本プロジェクトの有効性/インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

プロジェクト目標: カンボ

ジア国医療技術者教育に係

る基準（スタンダード）に

基づいて、TSMC と 4 つの

RTC が、正看護師・臨床検

査技師・理学療法士・放射

線技師育成のための教育を

適切にできる。

(指標) 開発もしくは改訂されたカリキュ

ラムとシラバスに沿って、TSMC と 4 つの

RTC で学科課程が実施される。

.

(プロジェクト完了時) TSMC 及び RTC4校での教育は、新しい標準カ

リキュラムに則った年間授業スケジュールに基づき適切に実施され

た。

(事後評価時) TSMC 及び RTC4校は医療技術者の基礎教育において、

本プロジェクトにより作成・改訂されたカリキュラム・シラバス・

教材を利用し、教育の質の向上を続けている。その結果、入学者数・

卒業生数は継続的に増加している（表 1・2参照）。

(上位目標) 

規定された業務内容を遂行

できる医療技術者（正看護

師、臨床検査技師、放射線

技師、理学療法士）が公立

や私立の全教育施設で養成

され、保健省の雇用状況が

改善される。

(指標 1) 公立および私立の医療技術者養

成学校が『成果１』による規定に従う。

(事後評価時) SAG、GAS は有効であり、公立・私立校に採用されて
いる。

(指標 2) 公立および私立の医療技術者学

校の卒業試験の一次試験合格率が上がる。

(事後評価時) データ入手不可。

(指標 3) 卒業者の就職率が上がる。 (事後評価時) 正確なデータは入手できなかったが、TSMC の校長に
よれば、卒業生の殆どは国内で著名な Camlette病院、Kuntha Bopha
病院や国際・現地 NGOなどに就職している。
  

出所：終了時評価報告書、カウンターパートへの質問表・インタビュー

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対する投入要素が適切であり、協力期間も計画どおりであったが（計画比100％）、協力金

額は計画を若干上回ったため（計画比105％）、効率性は中程度である。協力金額増加の理由は、派遣専門家の数が増加し、

事前評価時に予定されていなかった本邦研修が実施されたためである。したがって、本プロジェクトの効率性は中程度である。

4 持続性

本プロジェクトは、SAC が政令として承認され、SAC、GAS ともに有効に取り扱われ且つ維持されていることから、政策面で
引き続き重要な位置付けにある。

体制面では、スタッフ数に関して問題は見られない。TSMC の組織体制に変更があり、現在 TSMC は UHS の所管にある。この
変更は TSMC の運営に若干影響を及ぼしており、TSMC の運営に関して UHS の運営委員会の承認を得なければならないなど、意
思決定に時間を要するようになった。しかし、政府の包括的な枠組みの下、TSMC/UHS は保健省の技術的監督の下にあり、
TSMC/UHS と人材育成部は協力して教育の質の向上に努めている。RTC の現在の組織体制は、人材育成部の技術的監督下にある
が、将来的には RTC は TSMC/UHS と同様、行政法人（準独立組織）となる予定である。財務的に RTC は独立するものの、技術
的には保健省の指導下にある。TSMC の教員・管理スタッフの人数は概ね十分であるが、放射線技術士コースの教員が不足して
いる。TSMC は UHS 及び保健省に対し、より質の高い人材の配置を要請している。RTC の教員・管理スタッフは、規定された人
数を充足していない。

TSMC の技術面の問題は見られない。学校運営および医療技術者の育成技術のレベルは維持されており、教員の中には海外へ
派遣され、より高度の教育を修了しているものもいる。TSMC の各部門の職務内容・運営機能は見直し・改訂が行われ、事後評
価時点のニーズに合致したものとなっている。RTCに関しては、臨床実習の教員の技術が若干不十分である。



財務面では、入学金からの収入及び政府からの補助金により、TSMC には学校運営に十分な予算がある。現状の政府からの予
算ではカリキュラムやシラバス、教材の更新に必要な費用は捻出出来ていないが、独自の財源があるため、将来的に SAC や GAS
を使用し、より教育の質の向上を図ることが可能である。RTC4 校に関しては、ドナーの支援は技術的なものに限られているた
め、コース実施に関しても財政的な課題は大きい。

以上より、体制・技術・財務面に課題があることから、本事業の効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本事業はプロジェクト目標として目指した「カンボジア国医療技術者教育に係る基準（スタンダード）に基づいて、TSMC と
4 つの RTC が、正看護師・臨床検査技師・理学療法士・放射線技師育成のための教育を適切にできる」を達成した。TSMC 及び
RTC4 校において本プロジェクトで改訂・開発したカリキュラム・シラバス・教材を使って医療技術者の基礎教育の質の向上が
図られているからである。上位目標に関しては、正確なデータはないものの、入手した情報によれば、概ね達成されたといえ
る。SAC、GAS は有効であり、公立・私立校に採用されている。また、TSMC の卒業生の多くは公立の病院・施設に就職してい
る。したがって有効性/インパクトは高い。持続性に関しては、特に RTC に関してスタッフの人数・技術的レベル及び予算が
十分ではないことなどから、体制・技術・財務面に課題がある。効率性に関しては、事業費が若干計画を上回った。

以上より、本事業の評価は高いと判断される。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

人材育成部、保健省は公立校・私立校に適用されている SAC、GAS の更新を行い、強化していくことが推奨される。質の高

い教育を維持するために、特に人材育成部は関係機関と協同して、それらの活動に対するドナーの技術的支援を得ながら、ニ

ーズに基づいた国家カリキュラム・教材の見直し・更新を定期的に行うべきである。

表 1: TSMC 基本情報

コース名（学生数/卒業生数） 2010 2011 2012

看護師学士 550/0 678/49 708/448

看護師準学士 360/141 311/128 386/87

助産師準学士 338/0 453/178 458/148

看護師/助産師学士(*) 84/35 100/40 0/40

臨床検査技師準学士 130/40 172/54 216/35

放射線技師準学士 53/20 76/19 96/15

理学療法士準学士 84/29 68/27 69/24

教員数 618 721 788

(出所: TSMC)

(注):*同コースは 2012 年 2013 年には出願者が 30 人以下であ

ったため中止となった。

表 2: RTC 基本情報

2010 2011 2012

学生数 1,349 1,465 1,794

卒業生数 848 1,149 1,174

教員数 688 728 794

(出所:人材育成部) 

コンポンチャム RTCでの看護師コース臨床授業 ストゥントゥレン RTC看護師コース授業


