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国名
看護助産人材育成強化プロジェクト

ラオス

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

ラオスでは、看護師・助産師は保健医療サービスの提供に重要な役割を果たしていた。しかし看護師・
助産師のサービスの質は、知識・技術の不足により十分ではなかった。適切な知識・技術を身につける
ためには、臨床研修を含め、看護/助産教育を改善する必要があった。また、効果的な教育の実施には
必須となる看護/助産行政を強化する必要もあった。

プロジェクトの目的
1. 上位目標：看護/助産の人材育成のための包括的なシステムが確立される。
2. プロジェクト目標：看護/助産の人材開発のための基盤が改善され、看護教育体制が強化される。

実施内容

1. プロジェクトサイト：モデル県としてチャンパサック県、ターゲット地域としてビエンチャン市（医
療技術短期大学（CHT）が所在）及び 6 県（ビエンチャン、カムアン、サバナケット、チャンパサ
ック、ルアンパバン、ウドムサイ。保健学校（PHS）（チャンパサック保健短期大学（CHS）を含む）
が所在）。

2. 主な活動：(1) 看護/助産規則及び関連ガイドラインの開発、(2) テクニカルチームの設置、(3) テ
クニカルチームによる講師養成研修、(4) 研修教材の開発。

3. 投入実績

日本側
(1) 専門家派遣 16人（長期 5人、短期 11 人）
(2) 研修員受入 16人
(3) 機材供与 パソコン、視聴覚機材、研修機材
(4) その他 第三国専門家 12 人（タイ）、研修費

用、看護/助産研修センター建設費用

相手国側
(1) カウンターパート配置 13 人
(2) 土地・施設提供 専門家執務室、プロジェクト

事務所（研修センター）建設用地
(3) ローカルコスト カウンターパート人件費、活

動実施に必要な機材費及び消耗品費の一部

事前評価年 2005 年 協力期間 2005 年 5 月～2010 年 5月 協力金額 344 百万円
相手国実施機関 保健省組織人材局（DOP）、ヘルスケア局（DHC。旧治療局（DCM））

日本側協力機関 日本赤十字九州国際看護大学

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、ラオスの開発政策及び開発ニーズと合致している。開
発政策については、「保健戦略2020」にて六つの基本方針の一つとして掲げられた「保健医療分野で働くスタッフの能力、特
に心構え、医療倫理、医療技術の強化」というラオスの開発政策及び「第6次保健セクター5カ年計画（2006～2010年）」の主
要課題である「保健医療サービス提供者の人材育成」に合致している。開発ニーズとしては「適切な知識・技術を備えた看護
師・助産師の育成」のための看護/助産教育の改善及び看護/助産行政の強化に合致している。また、本プロジェクトの実施は
事前評価時の日本の援助政策「JICA国別事業実施計画（2006年）」とも十分に合致している。よって、妥当性は高い。

2 有効性・インパクト

本プロジェクトでは主に、(a)看護/助産行政（規則・ガイドラインの開発等）及び(b)基礎看護研修に焦点を絞った看護/助
産教育の改善（教材開発、講師養成1及び臨床実習にかかる保健学校と県病院の連携強化のモデル県での試行）という二つの分
野における成果の産出が計画された。プロジェクト目標としては、プロジェクト完了時までに、これらの成果がモデル県にて
活用されるとともに、他のターゲット地域で活用可能な状態になることがめざされた。上位目標としては、上記成果がターゲ
ットの7地域すべてにおいて、包括的な看護/助産教育システムの一部として活用されることが期待された。

プロジェクト実施の結果、成果はいずれも計画どおり産出された。しかし、看護/助産人材育成の基盤の改善というプロジ
ェクト目標は、プロジェクト完了時には部分的な達成であった。上記(a)の分野においては、臨床実習等にかかる規則・ガイ
ドラインが策定され、モデル県にて活用された。しかし、テクニカルチームに助言を与える機関として設置された看護技術支
援委員会（NTSC）は、看護業務範囲ガイドラインをはじめとするガイドライン類の改正にかかる協議の開始に至らなかった。
基礎看護研修にかかる(b)の分野では、テクニカルチームのメンバー13人（2009年9月に保健省のセントラルトレーナー（CT）
として登録された）が研修を受け、同メンバーが200人のリージョナルトレーナー（RT）を研修した。さらに、これら200人の
RTは、プロジェクト完了までに、モデル県を含むターゲットの7地域における1,673人の看護師に対して研修を行った。聞き取
り調査を行った保健学校及び県病院によれば、創傷ケアやバイタルサインのチェック等について多くの看護師が病棟で共通し
て犯すミスがあるが、本プロジェクトの研修は、受講者がそのようなミスを正すための技術を向上させたとのことであった。
しかし、期待した技術レベルに達した受講者が少数であった研修科目もあり、研修手法・技術には改善の余地があると考えら
れる。

プロジェクト完了後、主な達成事項はNTSC2を除き維持され、看護/助産の人材育成のための包括的なシステムの確立という
上位目標は部分的に達成された。保健省及び聞き取り調査を行った保健学校・県病院によれば、事後評価時、基礎看護研修の
実施は全ターゲット地域及び一部の非ターゲット県の保健学校・県病院並びにビエンチャン市の中央病院にて、通常業務の中

                                           
1 研修は次のようなカスケード方式で設計された。(1)日本人及び第三国専門家がテクニカルチームのメンバーを研修する。次に、(2)テク

ニカルチームのメンバーが保健学校及び県病院の看護教員及び実習指導者を研修し、受講者はリージョナルトレーナー（RT）となる。そし

て、(3)RT が県病院の看護師を研修し、受講者は看護学生の実習指導者となる。プロジェクト期間中には、このうち(1)(2)を全ターゲット

地域で、(3)をモデル県で行うことが計画された。
2 プロジェクト完了後、NTSCでは諸規則の改定にかかる活動は継続されなかった。しかし、NTSCの元メンバーによれば、元メンバーは各自

の通常業務の中で常時協力を行っているとのことであった。なお、保健省は 2014 年初頭に新たなヘルスケア法案を提出したが、これまでの

諸規則は同法の規定に合わせた修正が必要になると考えられている。同法案はまた、関連するすべての文書（看護規則等）を 2年ごとに改

定することを定めている。



に組み込まれている。これは、本プロジェクトにて研修を受けたテクニカルチーム及びRTの存在と、保健省からの研修モニタ
リング予算の配布によって実現したとのことである。研修は、看護教員・臨床実習指導者への研修及び臨床指導についての知
識の向上や自信の増大に貢献している。残された課題である、基礎看護以外の研修コースの確立や研修講師の資格認定は、別
のJICA技術協力プロジェクト「母子保健人材開発プロジェクト（2012～2016年）」（HRHプロジェクト）にて対応されている。
一方、上位目標の指標の達成度は、保健学校卒業生の就職率や研修実施記録等のデータ・情報が全ターゲット地域からは入手
できなかったため、十分に確認できなかった。

したがって、有効性・インパクトは中程度である。

プロジェクト目標及び上位目標の達成度

目標 指標 実績

プロジェクト目標

看護/助産の人材開

発のための基盤が

改善され、看護教育

体制が強化される。

モデル県の施設単位での看

護/助産規則、看護業務範囲

ガイドライン、学校管理ガ

イドラインの保管、設置状

況

（プロジェクト完了時）規則・ガイドライン類はチャンパサック保健学校・県病院にて保

管・設置されている。

（事後評価時）規則・ガイドライン類はチャンパサック及び他のターゲット地域の保健学

校・県病院並びに中央病院にて有用性が認められ活用されているほか、「看護倫理」のカ

リキュラムの中に組み込まれている。

NTSC が TOR（活動事項）に

基づき活動を継続する（看

護業務範囲ガイドラインの

改正案を作成する）

（プロジェクト完了時）NTSC は 2008 年 1 月に設置されて以降、TOR に沿ったテーマにつ

いてコメントの提供及び協議を行ってきたが、ガイドライン改正については協議していな

い。

（事後評価時）NTSCは能力・経験不足のためガイドライン改正についての活動を継続し

なかった。

基礎看護師指導者研修プロ

グラムが確立される（テク

ニカルチームの基礎看護及

び教授法に関する知識・技

術の向上度/基礎看護研修

を受けた看護教員、実習指

導者、看護師数）

（プロジェクト完了時）CT として講師 13 人（テクニカルチームのメンバー）が登録され

た。同講師は研修を行うための知識・能力が向上した。研修受講者数は下表のとおり。RT

と看護師の研修後テストの平均点は研修前テストよりも高かったが、バイタルサインの技

能テストで期待したレベルに達したのは受講者の 20％のみ。
チャンパサ

ック保健短

大・県病院

他のターゲット

6 地域の保健学

校・県病院

ビエンチャ

ン市の中央

病院*1

保健学校の

新規採用教

員*2

北部地域

6 県での

研修*3

合計

CT から研修を受けた

看護教員/臨床実習指

導者数（RT 予定者）

24 83 18 18+15 42 200

RT から研修を受けた

受講者数

100 851 722 - - 1,673

*1-3: これらはプロジェクトの一部としては計画されていなかったが、ニーズに応えるために実施

された。特に、*3 は保健省の要請に応じて実施された。

（事後評価時）上位目標欄参照。CT、RT の人数について情報なし。

上位目標

看護/助産の人材育

成のための包括的

なシステムが確立

される。

保健学校の卒業生の就職率

（保健学校、医療技術短大）

（事後評価時）情報は入手できなかった。保健学校及び医療技術短大は卒業生の就職状況

に関連するデータを収集していない。一般に、保健医療従事者の新規採用は増加している

（保健省の新規職員定員数は、2010 年 600人、2013 年 1,000 人、2014 年 4,000 人）。

教員・実習指導者養成研修

プログラムが確立される

（事後評価時）予算の制約により、保健省研修/研究局（DTR）による基礎看護研修の実施

はプロジェクト完了後 1回のみ（2013年。受講者は学校、中央または県病院から 30人）。

看護師・助産師育成の包括的なシステムの開発は JICA の HRH プロジェクトによって進行

中。

基礎看護指導者研修プログ

ラム、教材が活用されてい

る県（保健学校、病院）の

数

（事後評価時）保健省によると、基礎看護研修は 7県にて通常業務として継続的に実施さ

れている。実施頻度についてのデータはチャンパサック県病院及び中央病院 2箇所からの

み入手できた。
2010 2011 2012 2013 2014

チャンパサック県病院及び

2 中央病院（セタティラー

ト病院、マホソット病院）

1 セミナー/

週

1 セミナー/

週

1 セミナー/

週

1 セミナー/週 1 セミナー/

週

チャンパサック保健短大 データ入手

できず

データ入手

できず

県・郡病院向

け 3 コース

チャンパサッ

ク郡病院向け

1 コース

データ入手

できず

ウドムサイ県保健学校 25 人/コース 25 人/コース 25 人/コース 25 人/コース 計画中

シェンクアン県保健学校

（新設）（本プロジェクト対

象地域外）

データ入手

できず

データ入手

できず

データ入手

できず

県病院、郡病

院向け 1 コー

ス

県病院、郡

病院向け 1

コース

学習者用教材の使用状況については情報が入手できなかった。

実習連携の指針が活用され

ている県（保健学校、病院）

の数

（事後評価時）チャンパサック保健短大・県病院は指針を使用している。他の 6ターゲッ

ト地域では使用されていないが、連携は指針に記載されたのと同様の形で定常的に行われ

ている。

出所：終了時評価報告書、完了報告書、保健学校及び県病院からの質問票回答及び聞き取り。

3 効率性

本プロジェクトの協力金額・期間は計画内に収まり（それぞれ計画比91％、100％）、効率性は高い。

4 持続性

政策・制度面につき、「第7次保健セクター5カ年計画（2011～2015年）」「保健戦略2020」「保健人材開発戦略2020」（保
健戦略2020の下位計画）「2020年までの保健セクター改革戦略」（保健戦略2020の実施を加速するための政策）及び「ヘルス
ケア法」（事後評価時現在検討中）のいずれもが看護/助産人材の育成を掲げており、本プロジェクトは開発政策上引き続き
重要な位置づけにある。



体制面については、組織人材局及びヘルスケア局の組織構成はプロジェクト完了時よりも強化されている。すなわち、研修
/研究局のような、保健医療人材の育成にかかる新たな部署が、新規にまたは組織人材局から分離して設置された。それらの
部署が人材育成を行い、組織人材局は人事管理に専念することとなった。また、ヘルスケア局はヘルスケア専門職規制室
（Health Care Professional Regulatory Office）を新設した。基礎看護教育研修は2012年からは研修/研究局の管轄となっ
ている。職員数は一般に不十分だが、研修/研究局、ヘルスケア局ともに現行の要員でやり繰りしている。

技術面については、研修/研究局及びヘルスケア局の元カウンターパートは引き続きプロジェクト実施当時と同じ分野で勤
務しており、CTも研修を継続している。CTの多忙のため、プロジェクト完了後はCTからRTに対する定期的な支援はなされてい
ないが、RTは自力でも研修機能を果たすことができている。保健学校等の大部分も自助努力で研修を継続している。

財務面の状況は施設の種類によって異なる。県病院をはじめとする病院では、基礎看護研修は通常業務の一環となっている
ため研修に必要な経費は通常予算に組み込まれており、各研修で必要な文具のための少額の予算が各施設から追加的に割り当
てられるのみである。教育機関では、研修の継続のためには特別な予算が必要であるため、ドナーの協力プログラムに頼るか
または保健省に申請するが、保健省の予算制約により対応されないこともある。研修/研究局では、地方からの研修参加者の
ための特別予算が必要なため、保健省からの予算配布がある時のみ研修を行える状況である3。

以上より、実施機関の技術面及び財務面に課題があるため、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。

5 総合評価

本プロジェクトでは、プロジェクト目標、上位目標ともに一部達成された。プロジェクト目標については、看護/助産の臨
床実習にかかる規則・ガイドラインが開発され、保健学校や県病院で使用されるようになり、また基礎看護研修プログラムが
開発されて研修を受けたCTやRTによって実施されるようになったが、NTSCは期待された形では機能しなかった。上位目標につ
いては、規則・ガイドライン及び基礎看護研修は継続的に活用・実施され、看護/助産人材の育成のための包括的なシステム
の一部をなしているが、達成レベルを検証するための十分な情報が入手できなかった。持続性については、本プロジェクトは
事後評価時の開発政策に照らして引き続き重要な位置付けだが、技術面と財務面については、CTによるRTの定期的なフォロー
アップがないことや、研修の実施は安定的ではない予算配布の状況に左右されるという問題がある。

総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高い。

Ⅲ提言

実施機関への提言：

(1) プロジェクト目標及び上位目標のさらなる達成を確保するために、保健省、とりわけ研修/研究局及びヘルスケア局は定

期的なモニタリングを行って、プロジェクトの成果を継続的に活用するべきである。そのような活動は通常業務に統合して実

施し、モニタリング及び記録がなされるべきである。例えば、策定された規則・ガイドライン類及び基礎看護研修システムの

活用・実践状況は、包括的な看護/助産人材育成システムのコンポーネントとしてモニタリングされるべきである。

(2) 保健省は、看護研修が定期的に行われ、それによって全機関が標準化された進展状況と質をもって看護研修を行うことが

できるように、必要予算を配布することが提言される。このことは、保健省が近年積極的に進めている保健医療人材の育成（資

格要件を満たした看護師・助産師を含む）にも必要と考えられる。

JICA への教訓：

(1) プロジェクト完了後も維持・継続されている成果は、看護/助産の基本的なフレームワーク及び人材を開発・育成すると

いうラオス側の重要なニーズに特に応えるものであった。よって、成果の継続的な活用が必要なプロジェクトの計画にあたっ

ては、成果は開発ニーズに十分に合致したものとするべきである。

(2) 事後評価時、プロジェクトで始められた活動の継続や成果・効果の持続がみられたが、それを客観的かつ定量的に検証す

ることが困難であった。これは、成果・効果のモニタリングツールが定義されておらず、プロジェクト完了後の活動や関連デ

ータが記録されていなかったことによる。よって、プロジェクト実施中にモニタリング評価ツールの開発にかかる支援・助言

を実施機関に行うことが望ましい。開発されたそのようなツールを使うことで、実施機関自身も活動の進捗・状況を理解でき、

データをその後の活動に活用することができると思われる。

セタティラート病院に貼られた看護規則のポスター 看護/助産規則・ガイドライン類

                                           
3 2013 年に、研修センターは保健省から 5,000 万キップの予算を得て、約 30 人を対象とした 2 週間の研修を実施した。2014 年については、

保健省は予算の検討中である（2014 年 7月時点）。


