
 

i 

評価調査結果要約表（和文） 
１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 
案件名：医療技術者育成システム強化プロジェ

クト 

分野：保健・医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署： 

 人間開発部保健第二グループ保健第三課 
協力金額：3億8,000万円 

協力期間： 

 2010年6月22日～2015年6月21日 

先方関係機関：保健省人材育成部（HRDD） 

日本側協力機関：国立国際医療研究センター 

他の関連協力：「医療技術者育成プロジェクト」（2003～2008）、「助産師の能力強化を通じた母

子保健改善プロジェクト」（2010～2015） 

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）は、内戦の影響を受けて国内全域で保健医療

体制の整備が立ち遅れ、内戦等の歴史的事情による医療従事者の絶対的不足や、基礎的な国家

制度の未整備（医療法、国家試験、免許・登録制度の欠如）など、医療人材にかかわる多くの

課題を抱えており、国家人材開発計画（2006～2015年）に基づいて保健人材偏在と助産師不足

の解消をめざしている。 

JICAは2003年から2008年まで「医療技術者育成プロジェクト」を通じて看護・臨床検査・放

射線・理学療法の4学科を対象に支援を実施し、医療技術者育成教育の必須要件を定めた規則が

政令及び省令として発布された。これらの規則により、医療技術者育成のための基礎的な制度・

基盤が確立されたものの、さらに同制度に基づいた教育の提供やその質の向上が必要となって

いる。 

かかる状況の下、カンボジア保健省（Ministry of Health：MOH）は、医療技術者育成におい

て重要な役割を果たす教員の質を担保するために、教員の質の標準化を図りたいとして、特に

看護及び助産に係る保健省人材育成部（Human Resources Development Department：HRDD）の

能力強化を目的とした技術協力プロジェクトを要請した。 

同要請を受け、JICAは、HRDDをカウンターパート（Counterparts：C/P）機関として、2010

年6月から2015年6月までの5年間の予定で「医療技術者育成システム強化プロジェクト」（以下、

「プロジェクト」）を実施しており、現在、シャトル型でチーフアドバイザー1名を派遣、長期

専門家2名（看護教育/看護助産行政、評価・モニタリング/業務調整）、その他各分野の短期専門

家を年間5名程度派遣している。プロジェクトでは活動の柱のひとつとして看護人材に関する規

定の草案策定を行うこととしており、看護規則及び国家資格に係る省令/ガイドライン草案が策

定された。また、カンボジアでは学士号を取得した看護師が少なく、適切な教育を受けた質の

高い看護教師の確保が難しいため、看護学士号を取得させるためにタイ王国セント・ルイス短

期大学（Saint Louis College：SLC）のブリッジコースに、合計26名の看護師及び看護教員を留

学させ、既に1期生5名は卒業し帰国している。 

今回実施した中間レビュー調査では、カンボジア保健省と合同で、本プロジェクトの目標達

成度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残りの期間の課題及び今後の方向性につい

て確認し、合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）にて合意した 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

保健人材育成システムを通して、質の高い医療技術者が育成される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心と

する保健医療人材の教育の基盤が改善される。 

 

 （3）成果 

1．看護人材に関する規則類の草案が整備される。 

2．助産人材に関する規則類の草案が整備される。 

3．学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指導の質が向上する。 

 

 （4）投入（評価時点） 

1）日本側 

専門家派遣：長期専門家2名（59MM）、短期専門家7名16回（15.4MM）合計74.4MM 

研修員受入：カウンターパート研修3名 

機材供与： 車両等2万9,444米ドル（USD）相当 

業務費：  54万9,576USD相当（タイ看護学士ブリッジコース費用含む） 

 

2）相手国側 

カウンターパート配置：4名 

ローカルコスト負担： 事務所、家具、備品、光熱費 

２．評価調査団の概要 

担 当 氏 名 所属・役職 

団長/総括 牧本 小枝 JICA人間開発部保健第二グループ保健第三課課長 

技術参与 明石 秀親 国立国際医療研究センター国際協力部研修企画課長 

協力企画 高山 結衣 JICA人間開発部保健第二グループ保健第三課職員 

評価分析 渡辺  博 株式会社国際開発センター 

調査期間 2013年2月18日～3月7日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成 果 

1．看護人材に関する規則類の草案が整備される。 

（指標1-1）政令レベル看護規則は起草されて、保健省法令策定委員会審議が最終段階に

ある。 

（指標1-2）省令レベルについては看護資格制度に関する施行規則（省令）について日本

人専門家が準備を開始した。 
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2．助産人材に関する規則類の草案が整備される。 

未着手 

 

3．学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指導の質が向上する。 

（指標3-1）看護学士号取得教員による特別課題に関する報告書は完成されていないが、

1期生は2013年4月開催予定のワークショップに向けて準備中である。2012年

10月1期生5名が看護学士号を取得して帰国後、帰国報告会を実施した。 

（指標3-2）1期生5名は現在、所属の地方看護・助産学校（Regional Training Center：RTC）

で教員として指導しているが、講義の質については帰国後間もないので確認

されていない。 

（指標3-3）学生による講義に関する評価については確認していない。 

 

 （2）プロジェクト目標 

本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント能力が強化されることによって、

質の高い看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基礎が改善される」については

以下の指標がいずれも達成されつつあることから、プロジェクト終了時までに達成する見

込みが高いものと評価する。ただし、助産教員養成については取り組まれているが、助産

規則については未着手である。 

（指標1）「看護師の国家資格制度（登録→免許付与）が始まる」については国家試験が実

施されていること、資格を付与する責任機関を最終決定する段階に来ており、

資格制度を実施する省令の準備が計画されている。 

（指標2）「学士号取得ブリッジコース帰国教員による報告書がカンボジアの看護助産教員

に共有される」については帰国報告が実施され、1期生による特別課題に関する

報告書が2013年4月に教員、病院実習指導者を対象とするワークショップで共有

される予定であること、2期生、3期生についても特別課題が出されている。 

 

これらに加えて、HRDDのマネジメント強化については、HRDDが中心となって看護人材

に関する政令を策定しつつあること、そのプロセスを通じて、法制度の枠組みの理解とそ

の整備の重要性、行政の役割、規程類の遵守に関する報告・モニタリングの重要性に対す

る認識が深まったことが観察された。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

「カンボジア戦略的開発計画2009-2013」「保健戦略計画2008-2015」「保健関係従事者開

発計画2006-2015」によると、カンボジアでは医療技術者が不足しており、保健人材の育成、

技能向上、職能団体強化が喫緊の課題とされている。 

また、2015年を目標とする東南アジア諸国連合（Association of South East Asian Nations：

ASEAN）医療技術標準相互認証についてはラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記

す）とカンボジアの整備が遅れており、まだ保健人材に関する規則類を制定していないカ
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ンボジア政府にとり、制定は喫緊の課題となった。 

日本政府の対カンボジア支援政策の中で、保健医療分野は人道的観点から極めて重要で

あり引き続き支援していくとされている。また、JICAの事業実施方針では医療分野におけ

る人材育成や組織制度強化を通じた保健システム全体の強化に対する支援を重視してい

る。本プロジェクトは日本の国別援助政策、国際保健政策、JICAポジションペーパー等に

合致している。 

カンボジアには看護に関する定義、看護師の資格に関する定めがなく、看護規則と免許、

登録、免許更新制度など関連する省令やガイドライン類を整備することで看護業務の明確

化や看護師資格の厳正化が図られることとなった。看護職種に関する規程類整備は看護専

門職の明確化や資格制度、看護サービスの質の担保の基礎となる。また、看護学校教員で

は学士号をもたない教員が多数を占めており、修士が1名しかおらず、博士はいないなかで、

看護の高等教育化が始まっていることから、看護教員の育成システムの確立も求められて

いる。 

こうしたことから、本プロジェクトはカンボジア、日本両国の政策と合致しており、カ

ンボジア国民や看護師、看護学校教員のニーズにも合致しており、妥当性は高いと評価す

る。 

 

 （2）有効性 

看護職種に関する規程類整備、免許登録制度、指導者の質の向上は、看護師の専門性、

社会的地位を高めるとともに、看護サービスの質の向上につながる。タイ看護学士ブリッ

ジコースは国内で得られない質の高い教育機会を指導者に提供している。タイ看護学士ブ

リッジコース卒業生は、帰国後は職場で教育に従事するだけではなく、国内学士ブリッジ

コースにアシスタントとして協力することが計画されており、さらに看護・助産教育の質

の向上への貢献が期待される。こうして、看護人材に関する規則類の草案が整備され、政

府機関により承認され公布され、看護学士号を取得した者を中核とした看護助産教員の指

導の質が向上することにより、質の高い看護助産人材を中心とする保健医療人材の教育の

基盤が改善されることから、本プロジェクトの有効性は高いと評価する。 

 

 （3）効率性 

タイ看護学士ブリッジコースは、カンボジアのニーズに応えつつ、2年弱の集中コースに

短縮できた。日本国内支援委員会でプロジェクトの内容に精通している関係者が短期専門

家として派遣されることにより適切な助言を継続して行うことができた。また、タイ王国

（以下、「タイ」と記す）でカンボジア看護学士ブリッジコースを担当しているタイ人指導

者を第三国専門家講師としてカンボジアに招聘し、カンボジアに対する適切な助言を得る

ことができた。タイでの研修費用は、シンガポール共和国（以下、「シンガポール」と記す）

やオーストラリア連邦（以下、「オーストラリア」と記す）での研修費用と比較すると、授

業料だけでなく生活費も含めて廉価であった。 

本プロジェクトではプロジェクトオフィスをカウンターパート（Counterparts：C/P）と

共有することにより円滑な運営が確保されている。また、先行プロジェクトの機材を有効
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活用している。こうしたことから、本プロジェクトの効率性は高いと評価する。 

 

 （4）インパクト 

看護規則策定により、医師、歯科医師、薬剤師、助産師などの医療関係他職種でも規則

策定の機運が高まり、保健省内外の関係者の法整備の意義や行政の役割への理解が深まっ

た。看護師の社会的地位の高いタイで看護学士ブリッジコースを受講したことで、参加者

が看護師であることに誇りをもつようになり、それを教育の場で学生に話すようになった。

2013年2月からタイ看護学士ブリッジコース卒業生1期生5名全員が、カンボジア国内教育学

修士ブリッジコースを受講する機会が得られた。法規程のインベントリーを作成したこと

により、保健省、州保健局、病院他ドナー等に配布され、保健省の法規程類が広く理解さ

れ、理解されるようになった。このように本プロジェクトでは、いくつかの正のインパク

トが観察された。 

 

 （5）自立発展性 

HRDDの能力が強化されたことで、看護規則策定以降の関連省令、ガイドライン策定の

主体はHRDDがオーナーシップをもって行うとしている。看護規則策定の経験を医師等の

規則に生かすことなどが予測されている。国内での看護学士号取得ブリッジコースにアシ

スタントとしてタイ看護学士ブリッジコース卒業生の起用が検討されている。学士号取得

者が自発的にカンボジア国内で開始された教育学修士コースに参加している。こうしたこ

とから、本プロジェクトの自立発展性は比較的見込まれるものと評価する。 

ただし、保健省はタイ看護学士ブリッジコースの継続を希望しているものの、財政的な

面ではカンボジアで確保することができず、ドナーに頼らざるを得ない状況にあり、タイ

看護学士ブリッジコース卒業生の活用結果についてモニタリングし、ドナーからの予算確

保に向け働きかけるとともに、タイ看護学士ブリッジコース卒業の活用を戦略的に進める

ことでより高まるものと思料する。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

以下の要因が考えられた。 

 

 （1）計画内容に関すること 

① 2015年を目標とするASEAN医療技術標準相互認証のため、まだ規則類を制定していな

いカンボジアにとり制定は喫緊の課題となった。 

② 保健省トップの強いコミットメントがあった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

① ラオス看護プロジェクトでの経験から、タイにおける看護教育と看護ケアの質の高さ、

受入環境に関する情報があったことが、看護学士ブリッジコースにつながった。また、

タイ側との調整の結果、海外からの受入実績のあるSLCを選定することができたこと

が実施プロセスでの貢献要因である。具体的には、カンボジア看護学位（Associated 



 

vi 

Bachelor Degree、Diploma）取得者の学力レベルを調査のうえ、語学、病院実習、教授

法を追加し、しかも通常よりも短い14カ月の学位取得コースを開発できた。 

② 日本側では国内支援委員会を形成して支援を行った。 

③ ASEAN看護ワークショップに関係者が参加することで、近隣諸国の経験を共有し、日

本の看護行政を知る機会ができ、関係者の動機づけになった。 

④ 過去の支援実績から、保健省の高官が日本に対して固い信頼感を抱いており、カンボ

ジアにとり重要な規則の草案策定の支援を日本側に要請した。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

以下の要因が考えられた。 

 

 （1）計画内容に関すること 

運営指導調査時に日本側の予算削減及びEducation Development Center〔現在のカンボジ

ア保健人材教育開発センター（Center for Educational Development of Health Professional in 

Cambodia：CEDHP）〕の位置づけ変更の影響により、成果、活動の見直しを行わざるを得

なかった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

① 優先順位の高い看護学校認可に関する業務や国家試験の実施などHRDDの業務量が増

加した。 

② 縦割りの強い保健省の中で看護規則草案策定のような教育とサービスをつなぐ組織横

断的な活動を行うことに関係者は消極的であった。 

③ 保健省内の意思決定に時間を要したことにより看護師免許登録責任機関の決定が遅れ

たことなどが効果発現の阻害要因であった。 

 

３－５ 結 論 

中間レビューの結果、本プロジェクトは受益者のニーズ、カンボジア側、日本側の政策と合

致しており妥当性が高い。本プロジェクトで立ち上げた看護学士ブリッジコースに関しては、

卒業生がカンボジアで足りなかった専門性・実践能力を身に着けて帰国し、RTCで教員として

再び働き始めているとともに、国内BSNの教育にも一部貢献をすることが計画されているため、

有効な活動であった。また、看護規則は看護教育の基礎となる法的枠組みを提供するだけでな

く、看護サービスの基盤ともなるものであり、有効性は高いといえる。プロジェクトと看護規

則整備に知見をもつ日本及びタイの専門家の巻き込みや資機材の有効活用は有効性を高めた。

医師、歯科医師、薬剤師、助産師などの規則策定が保健省内で広く認識されつつあること、法

規定のインベントリーを作成したことにより、保健省、州保健局、病院、他ドナー等に配布さ

れ、保健省の法規程類が広く理解され、利用されるようになったことなど正のインパクトが発

現している。タイ看護学士ブリッジコース卒業生が帰国後、国内の学士号ブリッジコースの教

員として働くことが予定されており、彼らがタイで学んだ手法を参考に質の高い教育を提供す

ることにより、カンボジア国内の教育水準が高まり、持続性が担保される。一方で、保健省が
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戦略的に看護学士ブリッジコース卒業生の活用方法を検討することにより、持続性がより強化

される。看護規則策定に関連する省令やガイドラインの策定はHRDDが主体となるなど自立発

展性がある。 

看護師の国家資格制度が始まりつつあること、タイ看護学士ブリッジコース帰国教員による

教育指導が始まっていることなどから、本プロジェクトの目標である「HRDDのマネジメント

能力が強化されることによって、質の高い看護/助産人材を中心とする保健医療人材の教育の基

盤が改善される」は、プロジェクト終了時点までに達成する見込みが高いものと評価する。 

ただし、保健省の看護師免許と登録の責任機関をどこにするかの決定が遅れたことが進捗に

影響を与えた。プロジェクト後半の活動を予定している成果2については保健省上層部の強いコ

ミットメントがあり、かつ看護規則策定過程で得た教訓は助産師規則草案準備に役立つものと

思料するものの、カウンターパートであるHRDDの業務優先度、より緊急性の度合いの高い看

護学校監督業務、業務量の現状、プロジェクトの残存期間等を考慮すると、プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の見直し（対象から外す）が必要である

ことをJCCに提案した。しかし、カンボジア側の強い要請により、最終的には成果2はそのまま

残すこととなったが、前提条件として「助産規則を策定するための責任機関が指名され、設立

される」が追加された。 

 

３－６ 提 言 

 （1）プロジェクトに対する提言 

① 看護助産人材に関する規則類整備については、HRDDの喫緊の課題（乱立する私立校

の教育の質を担保するための学校認可制度の充実と看護教育報告制度の強化）、人的資

源の現状、業務量、業務の所掌範囲、看護規則策定までに要した期間を考慮し、プロ

ジェクト後半は、看護規則実施策定に関連する看護教育の省令策定と、看護学士ブリ

ッジコースを活用した教育改善に注力するべきである。 

 

⇒PDMの見直し箇所 

・ 活動1-6に1-6-1として「学校認可制度に関する施行規則を準備する（合同省令レベ

ル）」を追加し、また、1-6-2「看護学校報告制度に関する施行規則を準備する（合

同省令レベル）」を活動として明記する。 

・ 活動1-7「看護サービスに関する施行規則草案を準備する」はHRDDの所掌範囲外

であることから削除する。 

・ 活動3-4「帰国教員が看護教育活動に従事する」をより具体的な活動にするため、

次のとおり、修正する。「タイの看護学士号ブリッジコース卒業生へのフォローア

ップを行い、国内で今後優先的に取り組む活動計画を立案する」。また、以下の4

活動を追加する。 

・ 活動3-5「今後優先的に取り組む活動計画を基にHRDDがタイの看護学士号ブリッ

ジコース卒業生を国内で活用するための戦略を策定する」 

・ 活動3-6「優先的に取り組む活動を実施する」 

・ 活動3-7「国外の看護学士号取得者によるコアチームを形成し、教訓を共有したう
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えで、国内の環境教育改善のための戦略を検討する」 

・ 活動3-8「タイの看護学士号ブリッジコース卒業生による活動や成果をテクニカル

ワーキンググループ及び開発パートナーとの会議で発表する」 

② 保健省HRDDにより、看護・助産教育システム強化に係るフレームワークがプロジェ

クト及び調査団に対して提示された。同フレームワークに基づき、看護・助産教育シ

ステムの強化ビジョンの中で、国内の看護・助産教育の改善に向けて、看護学士号ブ

リッジコース卒業生のコアチームを形成するなど、卒業生を戦略的に活用するべきで

ある。 

③ 看護学士ブリッジコース卒業生のフォローアップ方法を検討するべきである。 

④ 看護学士ブリッジコース卒業生の活用においてJICA技術協力プロジェクトである「助

産能力強化を通じた母子保健改善プロジェクト」と連携を図り、病院実習指導者の強

化を行うべきである。 

⑤ プロジェクトはタイ看護学士ブリッジコースがどのようなものであったか、卒業生が

看護助産師教育に活用され、貢献したか、プロジェクト終了までに取りまとめ報告す

べきである。 

 

 （2）保健省に対する提言 

① 看護師免許登録に関する責任機関を関係機関と調整のうえ、早急に決定すべきである。

② 助産規則に関する責任機関を早急に任命すべきである。 

③ HRDDや病院サービス部看護助産課への人員補強（看護学士ブリッジコースに参加し

た看護師/助産師の登用）を早急に行うことが望ましい。 

④ 教員の待遇改善を通じて、質の高い教員確保を図るべきである。 

⑤ 看護サービスと看護教育の連携を強化するべきである。 

 

３－７ 教 訓 

① タイでの看護学士ブリッジコースは、効果的・効率的であったことから、今後も近隣国

のリソース活用を積極的に行うべきである。 

② 国立国際医療研究センターが開催する東京ASEAN看護助産ワークショップなど国外の

看護教育・看護行政に関する交流に積極的に参加することは、プロジェクト推進のみな

らず、当該国の保健医療の枠組みを強化することに有効である。 

③ 開始1年後にプロジェクトデザインの見直しを行ったことが、活動の絞り込みに効果があ

ったことから、今後も必要があれば中間レビューを待たずにプロジェクトデザインの見

直しを積極的に行うべきである。 

④ 保健セクターのマネジメント基盤を強化するために、規則策定や法的枠組みを設立する

プロジェクトは大変重要である。しかし、この分野の専門性をもつ人材は限定されてい

る。したがって、この分野の人材育成に積極的に取り組むべきである。 

⑤ 能力開発、特に法規則や法的枠組みの整備のような取り組みの場合、カウンターパート

に寄り添って共に取り組む支援体制が重要である。 

 




