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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）：3億1,000万円 

協力

期間 

（R/D）：2008年3月31日署名 

2008年7月23日から 

2013年7月22日まで（5年間） 

先方関係機関：保健省 

日本側協力機関： 

国立障害者リハビリテーションセンター、日

本理学療法士協会、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、人口の2.3％に当たる約

120万人が障害を抱えているとされている。ミャンマー政府は、社会福祉救済復興省（Ministry 

of Social Welfare, Relief and Resettlement：MSWRR）による障害者の教育、職業訓練、雇用など

の社会的サービス、保健省（Ministry of Health：MOH）による障害の予防とリハビリテーショ

ンなど保健・医療サービスを提供しているが、サービスの範囲が限られているほか、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

やその周辺に限られている。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

ーションサービス機会の増大、サービス提供者の技術の向上などへの取り組みが急務となって

おり、ミャンマー政府から技術協力の要請がなされ、本プロジェクトが開始された。本プロジ

ェクトは保健省をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、2008年7月23日から2013

年7月22日までの5年間の計画で、国立リハビリテーション病院（National Rehabilitation 

Hospital：NRH）を中心にサービスの向上をめざして実施されている。 

今般、2013年7月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動の実績、成果を評価すると

ともに、今後のプロジェクト活動に対する提言及び類似事業の計画・実施に関する教訓を導く

ことを目的として、終了時評価調査団が派遣された。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

＜目 標＞ 

ミャンマーにおけるリハビリテーションサービスの質が向上する 

＜指 標＞ 

1. マンダレー総合病院（Mandalay General Hospital：MGH）、ネピドー総合病院（Nay Pyi 

Taw General Hospital：NGH）、ヤンゴン総合病院（Yangon General Hospital：YGH）

においてリハビリテーションサービスに対する患者の満足度が向上する。 

2. MGH、NGH、YGHにおいてリハビリテーション患者が増加する。 

 

（2）プロジェクト目標 

＜目 標＞ 

NRHにおいて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システムが強化

される。 

＜指 標＞ 

1. NRHのリハビリテーションサービスに対する満足度調査の結果が5点満点中4を超
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える。 

2. 退院患者の身体・精神状況が改善する。 

3. NRHでの入院日数が減少する。 

 

（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。 

＜指 標＞ 

1.1 講師養成研修（Training of Trainers：TOT）用の教材が研修ニーズに基づいて開発さ

れる。 

1.2 TOT参加者のリハビリテーションサービスに関する技術・知識が向上する。 

1.3 TOTで養成された理学療法士（Physical Therapy：PT）が他のスタッフを訓練できる

ようになる。 

1.4 NRHスタッフの研修企画・実施能力が強化される。 

 

＜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。 

＜指 標＞ 

2.1 NRHにおいてリハビリテーションサービスのモニタリング・評価システムが開発さ

れる。 

2.2 モニタリング・評価が定期的に行われ、この結果に基づいてサービスを改善するた

めの活動が計画される。 

2.3 NRHにおけるリハビリテーションサービスがチームアプローチにより実践される。

2.4 リハビリテーションサービスの記録がNRHの全部門で共有される。 

2.5 NRHにおいてリスク管理システムが開発され、運用される。 

2.6 ニーズに基づいて患者用教育の印刷教材とAV教材が開発される。 

2.7 NRHが物理的にアクセスしやすくなる。 

 

＜成果3＞ 

NRHと社会福祉救済復興省（MSWRR）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。 

＜指 標＞ 

3.1 他病院・非政府組織（Non-Governmental Organization：NGO）からNRHにリファー

される患者の数が増加する。 

3.2 医療ソーシャルワーカー（MSW）部門が有するリファーラルのプログラムの数が増

加する。 

3.3 NRHからリファーされる患者が増加する。 

 

（4）投入（終了時評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣  4名 

短期専門家派遣 12名〔PT、リハビリテーション医療、作業療法（Occupational 

Therapy：OT）、リハビリテーション看護、言語療法（Speech Therapy：ST）〕 

研修員受入 33名 

機材供与 41万3,889 USドル（NRHに対するリハビリテーション資機材） 
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ローカルコスト負担 4,120万3,000円（2012年12月まで） 

    

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（電話代・光熱費含む） 

ローカルコスト負担 約19万8,000円 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括 久野研二 JICA国際協力専門員（社会保障） 

リハビリテーション医療 江藤文夫 国立障害者リハビリテーションセンター

総長 

協力企画 桑原知広 JICA人間開発部社会保障課 副調査役 

評価分析 野口純子 一般財団法人国際開発機構 主任研究員 

調査期間 2013年2月14日～2013年2月23日 評価種類：終了時評価 

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＞ 

脊髄損傷（Spinal cord Injury：SCI）、脳性まひ（Cerebral palsy：CP）、脳卒中の3テー

マでTOT用教材が作成された。2013年2月までに5回のTOTが実施され、SCI、CP、脳卒

中のテーマのTOTにそれぞれ40名、48名、25名が参加した。全コースで受講者は理解度

を向上させている。SCIとCP第2回TOTでは講師はすべてミャンマー人が務めた。研修講

師に対する事後アンケートでは研修準備・運営に関して受講者から高い評価を得てお

り、講師養成は着実に進んでいる。NRH内に人材開発（Human Resource Development：

HRD）チームが編成され、TOTの運営を行っている。NRHは研修運営スキルを強化しつ

つあるといえる。 

 

＜成果2＞ 

NRHのリハビリテーションサービスのモニタリング・評価のツールとして、さまざま

なフォームが導入または改善され、満足度調査をはじめとして、定期的にモニタリン

グ・評価されている。NRHはチームアプローチを用いてさまざまな業務を実施している。

また、さまざまなシステムが導入・強化されており（特に患者記録システムとケース・

カンファレンス）、これらは定着しつつあるといえる。リスク管理システムも新たに導

入されたひとつである。 

NRHはさまざまな患者教育用教材を作成しており、全国のリハビリテーション病院・

関連施設に配布している。利用度や使い勝手に関する評価も高い。 

また、NRHにおいてバリアフリー化が進んだ。患者の満足度調査でも手すりをはじめ、

高く評価されている。 

 

＜成果3＞ 

2012年にNRHにリファーされた患者の数は2009年と比較すると増加している。また、

MSW部門が擁するリファーラル・プログラムも充実し、2012年3月から同年12月までの間

に、557名の患者が27のさまざまなプログラムにリファーされた。しかしながら、希望す
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る全員がリファーされるのは難しく、例えば、資金源不足により車いすが提供されない

患者もいる。 

 

（2）プロジェクト目標 

NRHの患者満足度調査（NRHスタッフによる治療・リハビリテーション、資機材、リフ

ァーラルのサービス）では、第1回より第4回まで平均点4.0を超え、回数を経るごとに点数

のばらつきも小さくなっている。退院時評価でも、大半の患者が「健康上の問題はない」、

精神的な状態は「とても良い」「良い」と回答している。入院日数は2011年まで減少を続

けたが、2012年に増加した。 

 

（3）上位目標 

MGH、NGH、YGHにおいて患者の満足度調査はまだ実施されていない。調査フォーマ

ットはほぼ確定し、残りのプロジェクト期間でベースラインデータが（CP小児を受入対象

としていない病院があるため、SCI及び脳卒中患者に対象を絞って）収集される予定であ

る。 

YGHではTOTや本邦研修の内容が病院内で共有され、業務改善や自助具の作成等につな

がっている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 

以下の理由から妥当性は高い。 

・ 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。同計画は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」の中に「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」があり、「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が拡大するのを妨げてい

る」と説明されている。 

・ ミャンマーでは障害者人口は約120万人（全体の2.32％）であると推計される。国内の

大学では理学療法士（PT）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。 

・ プロジェクト開始時の援助重点分野のひとつは「緊急性が高く、真に人道的な案件」

であり、この中で「社会的弱者に対する支援」が開発課題となっていた。2012年4月

に開催された第4回日本・ミャンマー首脳会談で示された方針のひとつが「国民の生

活向上のための支援」であり、その目標には「（中略）今後も民生分野や少数民族に

恩恵の及ぶ支援を推進」することと明示されている。 

 

（2）有効性 

以下で述べるとおり、有効性は高い。 

・ プロジェクト目標は達成されている。すなわち、NRHは患者にとって満足度の高いリ

ハビリテーションサービスを提供しており、患者は身体的・精神的に良い状態で退院

できている。 

・ プロジェクトの成果は計画どおりに産出され、プロジェクト目標の達成につながって

いる。第一に、これまで実施されたTOTの5コースは受講者、講師ともに満足度が高く、

また受講者の知識は向上している。TOTを受講したNRHスタッフは自分の知識・技術
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に自信をもって患者に対応できており、サービス向上につながっている。第二に、NRH

はプロジェクトを通して複数の業務システムを強化させた。これらによってリハビリ

テーションサービスは改善し、患者への対応もより効率的・効果的なものとなった。

第三に、患者のリファーラル・プログラムが内容・数量的に充実し、退院患者も職業

訓練、資金援助などのプログラムを享受できるようになった。 

・ プロジェクト目標に大きく影響した外部要因はなかった。 

 

（3）効率性 

以下のとおり、プロジェクト全体としての効率性は高い。 

・ プロジェクトの成果は計画どおりに産出されている。第一に、NRHはリハビリテーシ

ョン分野における人材育成の中核機能を強化しつつある。具体的には、CP、SCI、脳

卒中という3つのテーマにおいて研修カリキュラム・教材を策定し、研修講師も育成

された。第二に、NRHはリハビリテーション病院としての機能を強化した。個々のス

タッフは知識・技術を向上させ、組織としてもさまざまな業務システムを強化してい

る。第三に、退院患者のリファーラル・プログラムが充実した。 

・ ビザ発行遅延によりJICA短期専門家の派遣が遅れた以外は、ミャンマー政府、日本政

府の双方から投入はおおむね計画どおりに行われている。プロジェクトの初期は活動

の進捗が滞ったこともあったが、専門家交代とともにプロジェクト運営が大きく改善

され、活動遅延分はカバーされた。 

・ 成果産出に大きく影響した外部要因はなかった。 

 

（4）インパクト 

上位目標の達成は時期尚早であるが、正のインパクトが生じている。負のインパクトは

生じていない。 

・ 全国のPTを対象とする専門研修はプロジェクト終了後に予定されており、全国のリハ

ビリテーション病院の質が向上するという上位目標達成を見込むのは時期尚早であ

る。しかし、この研修が実施されれば、研修受講者が所属する病院においてリハビリ

テーションサービスの質が向上することは期待できる。 

・ 次のような正のインパクトが生じている。例えば、NRH及びYGHにおいて、TOTや本

邦研修の参加者が日本のリハビリテーションからヒントを得てミャンマー国内で調

達可能な資材で自助具を幾つか作成している。また、作業療法（OT）や言語療法（ST）

療法分野の人材育成への期待が高まった。 

 

（5）持続性 

プロジェクトの効果（NRHにおけるリハビリテーションサービスの質の向上と、全国の

リハビリテーション病院のサービスの質の向上）の持続性は期待できる。 

・ NRHスタッフはリハビリテーションに関する知識と技術を向上させている。また、

NRHでは最新のリハビリテーション資機材も多く導入されたほか、研修教材や専門図

書も整備された。このように技術的側面から持続性は担保されている。懸念材料は、

調達機材は現在良い状態で使用されているが、輸入資機材が故障した場合、NRHは独

自に修繕方法を検討しなければならないことである。 

・ 組織的側面としては、NRHは複数の業務システムを改善している。NRHの院長をはじ

めとするHRDメンバーはこれらのシステムの目的と各自の役割を適切に認識してお

り、これらのシステムはNRHに定着しつつあるといえる。しかしながら、プロジェク

ト期間中これらのシステムを機能させるためにHRDメンバーが大きな時間と労力を
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けていたが、より持続的で望ましい方法が必要である。 

・ 全国のリハビリテーション分野の人材育成として、HRDメンバーはPT対象の専門研修

を計画し始めたところである。第1回は2013年9月に予定されている。カリキュラムと

教材はプロジェクトで実施しているTOT用のものをそのまま利用できる。講師もTOT

により要請されている。 

・ 専門研修に必要な予算としては、保健局は2012年9月に実施された会議で研修の継続

的な支援（少なくとも2013年～2018年までの計6回分の研修）を約束している。専門

研修では全国から受講者が参加するが、宿舎についてYGHも提供するとの申し出もあ

る。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

JICA専門家はもちろんのこと、NRHスタッフはTOTのカリキュラム・教材開発、講義準

備・実施、各種評価フォームの作成、定期的ミーティングなどに多くの時間と労力を割い

ている。彼らのコミットメントなしにプロジェクトの計画どおりの活動や結果はなし得な

かった。 

・ マネジメントにおいてもチームアプローチを採用している。例えば、HRDメンバーの

構成や本邦研修の選定においてチームを重視した。これにより、本邦研修ではさまざ

まな視点から研修内容を理解することができ、研修成果を帰国後にチームとして適用

することができたという利点があった。 

・ プロジェクト初期にコミュニケーションの問題があったが、中盤以降大きく改善され

た。執務スペースが近く、ミーティングも定期的に実施され、コミュニケーションは

スムーズで生産的であった。JICAに対しても専門家から業務進捗報告書として、プロ

ジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に基づくプロジェ

クトマネジメントに必要な情報が記載され、定期的に提出されている。 

・ 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。 

・ プロジェクトでは活動の実施を詳細に記録している。活動実施に直接かかわった関係

者でなくてもその様子が的確に理解できるようになっている。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

・ プロジェクトの前半期間の問題として、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。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

・ ビザ発行が遅れたために、専門家の派遣が遅れたり、時期が大幅に後ろにずれること

となった。TOTについては一部カリキュラムを変更して対応せざるを得なかった。プ

ロジェクト後半はこの問題は生じていない。 
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３－５ 結 論 

上述のとおり、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性は高く、更なる正のインパクトも持

続性も近い将来期待できる。よって、プロジェクトは予定どおり2013年7月に終了することが

望ましい。 

プロジェクトは成功裏に終了を迎えつつある。この成功を基に、ミャンマーにおけるリハビ

リテーション分野は次なるステージに到達している。それは、OTやSTを含むリハビリテーシ

ョンのサービス領域の拡大と、質の高いサービス提供の地域的な拡大である。 

 

３－６ 提言・教訓 

（1）提 言 

＜保健省保健局（DOH）に対する提言＞ 

・ 次期「国家保健計画」において医療リハビリテーションの優先度を上げる。 

・ 既存のリハビリテーションサービスに加えてOTやSTを含めてサービス領域を拡大

する。 

・ PT対象の専門研修を少なくとも年に1回実施する。状況が許せば、実施回数を増加

させる。 

・ PT専門研修を効果的に実施するため、NRHほか関連病院に必要な予算・人員措置を

行う。 

・ PT専門研修に講師がスムーズに派遣されるよう所属病院に奨励する。 

・ PT専門研修の講師の動機づけとして、保健局（DOH）から相応の認定を行う。 

・ PT専門研修のインパクトを測定するため、患者の満足度調査（上位目標の指標）を

実施する。 

・ 今後、研修カリキュラムが改訂される際、新しいトピックを加える。 

・ プロジェクトの成果をミャンマー全国に普及する。 

・ NRHに供与された資機材の維持管理用の予算を計上する。 

 

＜NRHに対する提言＞ 

・ プロジェクトによって強化されたさまざまな業務システムについて、終了後の運用

方法を検討する。 

・ 効果を持続するため、プロジェクト終了後の具体的な活動計画を策定する。 

・ 研修やセミナーの機会を利用して、プロジェクトで得た経験を他の病院と共有する。

 

＜拡大版HRDメンバーに対する提言＞ 

・ プロジェクトが終了する前に、PT専門研修の実施に向けた活動計画を策定する。 

・ PT専門研修の準備委員会（専門研修の運営ユニット）を設立する。 

・ 保健省保健局（DOH）、NRH、YGH等と綿密に連携しながら、PT専門研修を運営す

る。 

・ 各専門研修の終了時には、研修評価を行い、次回の研修の改善に活用する。 

 

＜その他の関係者に対する提言＞ 

・ YGHはPT専門研修に対してもTOT同様の支援を行う。 

・ NGH、MGH、北オカラパ総合病院（North Okkalapa General Hospital：NOGH）、UMT

等はTOT同様に、PT専門研修の運営に積極的に関与する。 

 

 



 

viii 

＜JICAへの提言＞ 

・ 効果を拡大するため、ミャンマー側に対して必要で適切な支援を検討する〔シニア

海外ボランティア（Senior Volunteers：SV）派遣等〕。 

・ ミャンマーのリハビリテーション分野の発展を注視し、適切であれば更なる協力を

検討する。 

 

（2）教 訓 

・ 本プロジェクトは活動の目的に応じて、機能別の複数のチームを組織化した（教材

作成、リスク管理、評価用紙作成等）。これによりメンバー間で効率的・効果的な

情報共有が可能となり、メンバーの高いコミットメントも維持される。また、チー

ムの構成を工夫することにより、チームアプローチがより促進される。ただし、プ

ロジェクト終了に向けてこれらのチームを既存の体制に吸収させる必要がある。 

・ 本プロジェクトは、TOT運営の延長として、プロジェクト終了後にNRHが中心とな

って進めるPT専門研修の下地づくりを進めている。プロジェクトの効果持続と上位

目標の達成に向けた活動を戦略的に実施することが必要である。具体的にはプロジ

ェクト終了後に継続する活動を意識して、プロジェクトを実施する。また、上位目

標達成に必要となる外部条件を取り込む工夫が必要である。 

・ 本プロジェクトではプロジェクト目標の指標に「3. NRHでの入院日数が減少する」

が設定されていた。今般の終了時評価調査において、入院期間に影響する変数はプ

ロジェクト目標で言及されているリハビリテーションサービスの質以外にもさま

ざまあることから、この指標はプロジェクト目標の指標として利用することは困難

と判断された。今後類似分野での協力を行う際、本件留意を要する。 

 




