
事業事前評価表 

 

国際協力機構東・中央アジア部中央アジア・コーカサス課 

１．案件名（国名） 

国名：タジキスタン共和国  

案件名：母子保健施設医療機材・給排水設備改善計画 

 （Project for Improvement of Medical Equipment and Water Supply and Drainage Facilities for 

Maternal and Child Health Care Institutions）  

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における保健セクターの現状と課題 

タジキスタン共和国（以下、タジキスタン）は、妊産婦死亡率が64／10万出生、5歳未満児死亡

率は63／1000出生、乳児死亡率は52／1000出生であり、中央アジア諸国の中で高い国の一つである

(UNICEF,2012) 。病院とその医療機材は1960－70年代の旧ソ連時代に整備されたものがほとんどで

あり、機材数不足に加え、停電や電圧変動も大きい状況にあり、既存の機材の老朽化や故障が著し

い。最も人口が多く、貧困率が国全体の割合を上回る本事業対象のハトロン州においても、医療施

設における給排水設備や機材の老朽化は激しく、産婦人科、小児科等の基本的医療サービスの提供

に支障をきたしている。また、冬期の給電時間は限られており、こうした状況が妊産婦の医療施設

へのアクセスを妨げている要因とも思われる。 

(2) 当該国における保健セクターの開発政策における本事業の位置づけ及び必要性 

タジキスタン全体の開発戦略として、2006 年に 2015 年までの「国家開発戦略」が制定され、2010

年には同戦略の下での保健医療分野の戦略として、「国家保健戦略(2010-2020)」が策定された。こ

の中で、母子保健サービス提供は重点とされている。本事業を通じて、医療施設の改善がなされ、

母子保健サービスが向上することが見込まれるため、実施の必要性は高いと判断される。 

(3) 保健セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

我が国は 2012 年 12 月に策定された「対タジキスタン共和国国別援助方針」の中で「持続的な

経済・社会発展が可能な国づくり支援」を援助の基本方針とし、重点分野である「地方開発」の下、

協力プログラム「母子保健プログラム」を位置づけており、本事業は事業展開計画における当該プ

ログラムに合致する。我が国はこれまで、無償資金協力「ディアコフ国立病院医療機材整備計画」

(2004 年度：4.8 億円)、子どもへの予防接種用ワクチンを供与する「感染症対策医療特別機材供与」

(2005～2009 年度(フェーズ 1)、2010～2014 年度(フェーズ 2)) 、必須医薬品を供与する「母と子

どものための健康対策特別機材供与」(2004～2008 年度(フェーズ 1)、2009～2013 年度(フェーズ

2)) を実施してきた。また、国別研修「母と子のすこやか支援プロジェクト」(2005～2007 年度(フ

ェーズ 1)、2008～2010 年度(フェーズ 2))ではハトロン州内の 4 郡（ジョミ郡、ルミ郡、シャルト

ゥーズ郡、ヴァフシ郡）から医師、助産師等約 40 名を本邦で研修した。また、2012 年 3 月から 4

年間の予定で技術協力プロジェクト「ハトロン州母子保健システム改善プロジェクト」を上述の 4

郡を対象に実施している。 

(4) 他の援助機関の対応 

 2008 年以降、タジキスタン保健省と開発パートナー間でセクターワイドアプローチが進められ、

世界保健機関（WHO）、国際連合児童基金（UNICEF）、ドイツ国際協力公社（GIZ）、世界銀行（WB）

等が参加している。母子保健分野では GIZ がハトロン州内の医療従事者向けの研修を実施しており、

無償用 
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ドイツ復興金融公庫（KfW）も、2017 年までにハトロン州病院の産科施設、同州内 26 の郡中央病

院の産科施設の改修と医療機材供与を計画している。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業はドゥシャンベ市第 3産科病院、ハトロン州病院、ハトロン州対象 3 郡の管区病院 5 サイ

ト、計 7 サイトに対する医療機材の調達及びハトロン州ジョミ郡中央病院及びシャルトゥーズ郡中

央病院、計 2 サイトにおける給排水設備の整備を行うことにより、医療サービスを提供する場とな

る病院の施設インフラ環境の改善を図り、もって対象地域における母子への医療サービスの向上に

寄与することを目的とする。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

ドゥシャンベ市第 3 産科病院（ドゥシャンベ市）、ハトロン州病院（ハトロン州クルガンチュベ

市）、ジョミ郡及びシャルトゥーズ郡中央病院、管区病院（ハトロン州ルミ郡、ジョミ郡、シャル

トゥーズ郡）（ドゥシャンベ市：約 70 万人、ハトロン州：約 270 万人（2009 年）） 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容  

【医療機材】麻酔器、超音波診断装置、人工呼吸器、吸引器、分娩台、保育器、インファントウォ

ーマー、酸素濃縮器、光線治療器、ベッド、発電機、自動電圧調整器、無停電電源装置等 

【給排水設備】ポンプ室、受水槽、高架水槽、浄化漕、給排水管、洗面器 

【電気設備】動力分電盤、発電機室等 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 

医療機材維持管理システム構築及び予防的保守管理・点検マニュアルの作成。 

(4) 総事業費/概算協力額 

総事業費６．０４億円（概算協力額（日本側）：６．０２億円、タジキスタン側：０．０２億円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

２０１３年５月～２０１５年１月を予定（計２１ヶ月） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

実施機関は各対象医療施設であるが、計画立案、コンサル契約、入札、業者との契約、その他各

種承認・管理等は保健省母子保健・家族計画サービス局が担当する。また、維持管理経費は各医療

施設を管轄する地方自治体による予算措置及び診療収入の充当により対応する。なお、医療機材及

び給排水設備の整備は現状の医療従事者及び技術者要員で対応、ソフトコンポーネントの実施によ

る医療機材の予防的保守管理体制の強化を図る計画である。 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠： 

カテゴリ分類の根拠：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン(2010年 4月公布)」

上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) 貧困削減促進： 

本事業実施により十分な医療サービスを受けられていない住民への裨益効果が期待される。  

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等）：  
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分娩室等はプライバシーが確保されるような設計となっている。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担 

2012 年 3 月から 4 年間の計画で同地域で技術協力プロジェクト「ハトロン州母子保健システム

改善計画」を実施しており、ジョミ郡中央病院及びシャルトゥーズ郡中央病院、並びに上述の 3郡

の管区病院 3 サイト（各郡 1サイト）を含む医療施設への医療機材の整備及び本件対象の医療施設

への技術協力として、機材メンテナンススタッフへの研修や医療従事者のための産科・新生児ケア

研修の実施、住民への啓発活動を予定しており、当該案件との相乗効果が見込まれる。なお、ハト

ロン州病院においては、KfW が産科部門の機材供与を行うこととなっていたため、重複を避け、小

児部門に係る機材の調達を計画する。 

(9) その他特記事項：特になし 

 

(1)事業実施のための前提条件  

機材の維持管理に係る予算と人員が配置され、発電機の燃料代も確保されること。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件 

医療従事者の数が大幅に減少しない。 

 

(1)類似案件の評価結果  

タジキスタン「ディアコフ国立病院医療機材整備計画」では、CTスキャンが故障した際、経済状

況の悪化から保健省・病院による修理予算の確保が困難となったため、修理できずフォローアップ

協力により対応した。 

(2)本事業への教訓 

対象病院及び機材選定の段階から、維持管理体制や予算状況に留意し、先方が対応できる範囲の

機材に留めるとともに、ソフトコンポーネントによって予防的保守管理を含む機材の維持管理体制

強化に係る支援を行うこととした。 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性 

タジキスタンの「国家保健戦略(2010-2020)」、我が国の「対タジキスタン共和国国別援助方針」

にも合致している。産科病院や各医療施設における医療機材及び給排水施設の整備は基礎的医療サ

ービス提供に必須であり、産科・小児科に焦点を当てた協力は母子保健の改善に資することから、

本プロジェクトを実施する妥当性は高い。 

(2) 有効性 

1) 定量的効果 

  

 

 

 

 

 

 

４. 外部条件・リスクコントロール 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
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第３産科病院 

指標名 基準値（2011 年） 目標値（2017 年【事業完成 3年後】）

施設分娩数（件） 6,138 6,775 

入院新生児数（名） 6,427 7,039 

産婦人科手術件数（件） 561 607 

超音波診断件数（件） 5,823 7,633 

他の医療機関へのリファー件数（件） 86 減少 

ハトロン州病院 (小児科棟) 

指標名 基準値（2011 年） 目標値（2017 年【事業完成 3年後】）

入院患者数（名） 2,710 3,074 

超音波診断件数（件） 1,652 1,788 

郡中央病院（2サイト） 

指標名 基準値（2011 年） 目標値（2017 年【事業完成 3年後】）

 ジョミ 

郡中央病院 

シャルトゥーズ

郡中央病院 

ジョミ 

郡中央病院 

シャルトゥーズ 

郡中央病院 

施設分娩数（件） 4,514 3,685 4,886 3,989 

小児入院患者数（名） 1,330 1,048 1,428 1,126 

施設内における水質基準を満

たした水の供給率（％） 

- - 100 100 

管区病院（5サイト） 

指標名 基準値（2011 年） 目標値（2017 年【事業完成 3年後】）

施設分娩数（件） 1,652 1,823 

小児入院患者数（名） 447 484 

 2) 定性的効果 

妊産婦の異常や乳幼児の疾病等の早期発見・治療が可能になる。病院のサービス提供体制が改善

し、妊産婦・乳幼児に対する医療サービスの質が向上する。 
 

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標 

  6.(2) 1)のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング 

  ・事後評価    事業完成３年後 

以 上 


