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カンボジア 

コンポンチャム州病院改善計画 

外部評価者：一般財団法人国際開発機構 原田郷子 

０．要旨 

本事業は、コンポンチャム（Kampong Cham）州病院（以下、州病院という）の外

科、産婦人科病棟、手術棟、救急・X 線検査棟を中心とした施設、機材整備により、

同州および周辺地域の保健医療サービス改善を目的に実施された。施設・機材の老朽

化が著しい地方のトップレファラル病院を支援した本事業は、保健医療サービスの改

善を優先課題とするカンボジア保健政策ならびに開発ニーズに合致している。同様に

医療分野における社会的弱者への BHN1充実を図った当時の日本の対カンボジア援助

政策とも一致し、妥当性は高い。本事業以降、貧困層を含む州内外からの来院者は増

加し、整備施設、機材は概ね有効活用され、利用者の満足度も高い。また本事業によ

り地域最高次の医療施設としての機能が強化され、施設や機材は地域の保健人材育成

にも活用されていることから、有効性・インパクトは高い。事業費は計画内で収まっ

たが、事業期間は若干の遅延が生じたことから、効率性は中程度である。運営・維持

管理に必要な技術力、人員不足の課題はあるが管理状況は概ね良好であり、本事業で

発現した効果の持続性は中程度である。 

 以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

    プロジェクト位置図      コンポンチャム州病院外科・産婦人科病棟 

 

1.1 事業の背景 

インドシナ半島に位置するカンボジアは、1970 年より 20 年に及ぶ内戦を経験しな

がらも、隣接するタイ国、ラオス国、ベトナム国と同様に ASEAN（東南アジア諸国

                                                   
1 ベーシック・ヒューマン・ニーズ（Basic Human Needs）とは、人間が生きていくために最低限満

たされるべきニーズ。食料、水、基礎的な保健医療、教育等。  
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連合）加盟国2の一つとして、安定的な経済成長を続けている。しかし、内戦により多

くの人材を失ったカンボジアでは、保健セクターにおいても専門知識を有する医師や

看護師等の医療従事者が激減し、保健医療人材の不足は現在に至るまで解消されてい

ない。 

本事業の基本設計調査報告書によると、内戦によって荒廃した医療施設・機材の整

備は立ち遅れており、全国的な保健医療体制の確立に影響を及ぼしていた。特に地方

レベルの保健医療サービスは、人材不足や施設の老朽化により、質・量ともに低下し、

国全体としての保健指標は周辺 ASEAN 諸国の中でも低い水準にあった。 

カンボジア政府は、これらの課題を解決するため「保健セクター戦略計画 2003 年～

2007 年（Health Sector Strategic Plan：HSP）」によって保健医療人材の育成、保健医療

サービスの改善を重点分野と位置づけ、保健セクターの開発を目指していた。このよ

うな状況の下、カンボジア政府は 2006 年に全国 24 州（2006 年当時）の中で特に整備・

強化が急務であった、西部、東部、北西部地域の州病院・看護・助産師学校を対象に

「州病院整備及び地方看護・助産学校強化計画」を策定すると共に、この計画で必要

とされる施設整備や機材供与に資する無償資金協力を日本政府に要請した。この要請

に基づき、日本政府が実施した事前調査の結果、最も支援効果が高いと思われる、同

国最大の人口を擁するコンポンチャム州の州病院を本事業の対象として選定した。州

病院は、州内で唯一外科手術が可能であるなど東部地域の最高次の医療施設であり、

同州の患者に加えて、地理的な制約と貧困から首都プノンペンまでは行くことのでき

ない周辺州の患者も多く利用していた。また、同州以北には貧困世帯を多く抱える州

が複数あり、貧困層への高い裨益効果も見込まれていた。 

 

1.2 事業概要 

州病院の外科・産婦人科病棟、手術棟、救急・X 線検査棟を中心とする施設・必要

な医療機材を整備することにより、コンポンチャム州および周辺地域における保健医

療サービスの改善を図る。 

 

E/N 限度額／供与額 1,039 百万円／963 百万円 

交換公文締結 2008 年 5 月 

実施機関 保健省 

コンポンチャム州保健局 

コンポンチャム州病院 

事業完了 2011 年 3 月 

案件従事者 
本体 施工業者：関東建設工業／三朋インターナショ

ナル 

                                                   
2 1967 年に設立。東南アジア 10 か国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリ

ピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）で構成されている。 
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機材調達：日世貿易 

コンサルタント 梓設計 

基本設計調査 2006 年 4 月～2007 年 3 月 

詳細設計調査 2008 年 1 月～2008 年 12 月 

関連事業 技術協力： 

医療機材維持管理システム普及プロジェクト

（2006 年～2008 年）、地域における母子保健サ

ービス向上プロジェクト（2007 年～2010 年）、

レファラル病院における医療機材管理強化プロ

ジェクト（2009 年～2014 年）、助産能力強化を

通じた母子保健改善プロジェクト（2010 年～

2015 年） 

無償資金協力： 

国立医療技術学校整備計画（2002 年～2006 年）、

感染症対策強化計画（2009 年～2011 年） 

草の根無償資金協力： 

コンポンチャム州病院研修棟建設計画（2012 年

～2013 年） 

その他国際機関、援助機関等による支援： 

保健セクター支援プロジェクト（Health Sector 

Support Project : HSSP）世界銀行、アジア開発銀

行、DFID（英国）（HSSP1:2003 年～2008 年）

（HSSP2:2009 年～2013 年） 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 原田郷子（一般財団法人国際開発機構） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2013 年 10 月～2014 年 10 月 

 現地調査：2014 年 1 月 12 日～1 月 25 日、2014 年 3 月 31 日～4 月 4 日 

 

3．評価結果（レーティング：B3） 

3.1 妥当性（レーティング：③4） 

                                                   
3 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
4 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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3.1.1 開発政策との整合性 

2004 年に策定された「国家戦略開発計画 2006 年～2010 年（National Strategic 

Development Plan : NSDP1）」では、「能力構築と人材育成」を通じた保健医療サービ

スの改善が重点課題の一つとなっていた。続く「国家戦略開発計画更新版 2009 年～

2013 年（NSDP2）」においても、同様に保健医療サービスの改善ならびに保健医療

人材の育成は、優先課題の一つとなっていた。 

本事業計画時に有効であった HSP は国民の健康改善、保健医療分野開発による貧

困削減や社会経済への寄与を目標に、重点中心戦略として、貧困層、その他弱者の

医療施設整備による保健医療サービスへのアクセス改善、基礎保健医療サービスの

質の強化、CPA5、MPA6を通じた全ての医療施設でのサービス強化を定めていた。

後継の「第 2 次保健セクター戦略計画 2008 年～2015 年（HSP2）」では、3 つの保健

医療プログラム領域（①リプロダクティブヘルス/母子保健、②感染症、③非感染症）

に対し、5 つの保健医療戦略領域（①保健医療サービスの提供、②保健医療財政、

③保健医療人材、④保健医療情報システム、⑤保健医療システム・ガバナンス）の

横断的なアプローチにより、保健医療サービスの改善を目指している。  

また「カンボジア緊急産科新生児ケア改善計画 2010 年～2015 年（Cambodia 

Emergency Obstetrics and Newborn Care〈EmONC〉Improvement Plan）」は、妊産婦な

らびに新生児の疾病率、死亡率改善を目的に策定され、特に貧困層や社会的弱者へ

の質の高い緊急産科新生児ケアの充実や母子保健の状況改善を図るものである。 

以上より、施設整備や機材供与によって、地方レベルの保健医療サービスの改善

を目的とする本事業は、事業計画時、事後評価時共にカンボジアの開発政策と合致

し、本事業による、産婦人科病棟、救急病棟の整備はカンボジアの母子保健の状況

改善や、緊急産科新生児ケアの充実に資するものである。 

 

3.1.2 開発ニーズとの整合性 

  基本設計調査報告書によると、カンボジア最大の人口7を擁するコンポンチャム州

に所在の州病院は、東部地域における最高次の医療機関として、州内だけでなく広

域にわたる近隣州から多数の患者を受け入れていた。一方、都市部に比べ地方レベ

ルの保健医療インフラ整備は遅滞しており、老朽化が進む州病院においても、機材

の故障、施設における建築構造的な危険性の発生等、保健医療サービスの提供に支

障をきたしていた。本事業は、州病院の施設整備や機材供与により、最高次の医療

施設として期待される質の高い医療技術や治療を提供するための機能を回復、強化

                                                   
5 補完的活動パッケージ（Complementary Package of Activities：CPA）とは、第 2 次、第 3 次医

療施設が提供すべき標準的な保健医療サービス。 
6 最小活動パッケージ（Minimum Package of Activities：MPA）とは、第 1 次保健医療機施設が

提供する基礎的な保健医療サービス。 
7 基本設計調査時の最新データでは約 1,830,722 人（国家医療統計 2004 年）、事後評価時には

1,827,305 人（同統計 2012 年）と、共に最も人口の多い州となっている。 
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することで、周辺住民が享受する保健医療サービスの改善を図るものである。特に

州病院への支援は、州病院周辺の地域住民 27 万人だけでなく、同州全域（人口 183

万人）の住民に加え、地理的、経済的要因から質の高い保健医療サービスへのアク

セスが困難な、同州周辺の貧困層約 30 万人のニーズにも応えるものである。 

また、カンボジア地方レベルの医療従事者の慢性的な不足は喫緊の課題であり、

各州に 1 つ設置されている州レファラル病院は、地域レファラルシステムの最高次

に位置するトップレファラル病院として、地域の医療従事者育成に寄与することが

期待されている。レファラルシステムが脆弱なカンボジアでは下位病院の保健医療

サービスに対する信頼性が低く、本来下位病院からの紹介を経て上位病院に行くべ

き患者が、紹介状無しに直接上位病院を利用することが常態化している。カンボジ

アのレファラルシステム強化には下位病院の技術向上、医療従事者育成は急務であ

り、本事業による整備施設や機材を活用した下位病院への臨床研修、技術移転は地

域の保健医療サービスの質的、量的改善ニーズに応えるものである。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

本事業計画時における日本の「対カンボジア国別援助計画（2002 年策定）」では、

カンボジアの持続的な経済成長および貧困削減に資する支援方針が打ち出されてい

る。なかでも重点分野・課題別援助分野の一つとして掲げられた「社会的弱者支援」

では、貧困層へも直接的に裨益する教育・医療分野における BHN 充実を目指し、

母子保健医療技術向上や、不足する医療従事者の育成、地方での初等医療サービス

拡充に対する支援が示されている。従って当時の日本の援助政策と本事業の整合性

は高いといえる。 

 

以上より、本事業の実施はカンボジアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性8（レーティング：③） 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

本事業計画時に設定された本事業の効果を測る成果指標は以下のとおり、概ね達

成された。なお、事業計画時に設定された成果指標は 2005 年を基準値とし、事後評

価時に全ての指標において、増加を目標とした。 

 

3.2.1.1 入院患者数 

    本事業によって整備された外科、産婦人科のうち、産婦人科では病棟の整備が

完了した 2010 年頃から入院患者が増加している。その後も産科患者は大幅な増加

を示し、2013 年には最多となっている。外科では 2011 年にピークを迎えて以降、

                                                   
8 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。  
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若干減少したものの、継続して多くの患者を受け入れている。 

   州病院では、本事業の施工、機材搬入が完了した 2011 年を境に外来患者が急増

している（表１参照）。州病院、「コンポンチャム州保健局（以下、州保健局とい

う）」とのヒアリングによると、施工作業や、整備病棟外観を見た周辺住民らによ

る伝聞、地域で発信された情報等を介し、周辺住民だけでなく近隣州住民にも州

病院の整備状況が伝わり、来院者の急増に繋がったとの意見であった。  

 

表 1 成果指標 入院患者数推移 

 2005 

（基準値） 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

（完了年） 

2012 2013 

（目標年） 

外科 2,414 3,039 3,342 3,314 3,546 4,021 4,580 3,585 3,489 

産科 1,024 458 613 588 956 2,497 3,279 3,194 3,874 

婦人科 487 320 365 360 440 1,141 1,302 992 949 

外来患者数

【参考】 

N/A 26,435 15,941 16,897 15,659 15,930 36,755 43,172 45,317 

出所：基本設計調査報告書、コンポンチャム州病院提供資料 

注：初診外来患者は登録棟で症状の確認を行い、入院が不要な患者は最寄りの保健センターへ送

られるシステムとなっているため、診療科目毎の外来患者数は記録されていない。 

 

カンボジアの公的保健医療施設は機能やサービス内容に従って、最も下位の保

健ポストや保健センターを第一次施設、レファラル病院を第二次、さらに上位の

州トップレファラル病院や国立病院を第三次施設と分類9し、原則として上位医療

施設での受診時には、下位施設からの紹介状を求めている。しかし紹介状無しに

上位医療施設を利用する患者は多く、同様に、上位医療施設でも紹介状の無い患

者を区別せず受け入れているため、カンボジアのレファラルシステムは実質的に

機能していない。本事業以降、急増した州病院利用者の多くも紹介状無し（表 2

参照）の来院者であり、質の高い保健医療サービスを求める患者のニーズを示す

ものといえる。 

 

表 2 コンポンチャム州病院レファラル患者率（％）推移  

 2009 2010 2011 2012 

レファラル患者 12.9 13.6 11.1 8.1 

レファラル無し患者 87.1 86.4 88.9 91.9 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

 

                                                   
9 機能の低い順から、保健ポスト、保健センターは全て MPA、レファラル病院は行政レベル、病院

機能別に CPA1、CPA2、CPA3 と分類している。コンポンチャム州病院は最高位の CPA3 病院。 
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一方、利用者の急増は外科・産婦人科の病床稼働率を上昇させ、2010 年以降、

同率は外科、産婦人科共に 100％を超えている（表 3 参照）。2012 年には産婦人科

の稼働率が 200％を超え、州病院では病棟の廊下に追加ベッドを配置して対応に

あたっている。 

 

  表 3 外科・産婦人科の病床稼働率（%）推移 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

外科 100 107 97 98 113 122 165 

産婦人科 87 118 106 144 144 188 208 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

 

   表 3 のとおり、過密化の進む産婦人科であるが、同病院における妊産婦死亡率

ならびに新生児死亡率は共に低下10しており、保健医療サービスの質は確保され

ているといえる。また、過密状態を改善するために、院内既存病棟との調整によ

る増床が計画されている11。なお、利用者は急増しているものの、搬入救急患者

の受入拒否や本来優先されるべき紹介患者の拒否等は発生していない。 

 

3.2.1.2 手術件数 

   基本設計調査報告書によると、州病院は、州内で唯一の外科手術が可能な医療

施設であり、高度な医療機材や専門医を複数有し搬送救急患者の受入れや、高い

技術を必要とする手術に対応している。 

 

表 4 成果指標 手術棟における手術件数12（件）推移 

 2005 

（基準値）  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

（完了年） 

2012 2013 

（目標年） 

計画手術 312 405 460 458 265 454 468 478 380 

緊急手術 1,357 1,486 1,621 1,516 1,366 2,190 2,290 2433 2,523 

合計 1,669 1,891 2,081 1,974 1,631 2,644 2,758 2911 2,903 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

 

手術棟では手術室が空室になることは少なく、表 4 のとおり、本事業完了前後

の 2010 年～2011 年には、緊急手術件数は年間 2,000 回を超えている。産婦人科分

                                                   
10 妊産婦死亡率は 2010 年 0.09%、2011 年 0.05%、2012 年 0.02%。新生児（生後 4 週間未満）死

亡率は 2010 年 21.14%、2011 年 13.19%、2012 年 12.44%となっている（出所：コンポンチャム州

病院提供資料）。 
11 出所：コンポンチャム州保健局ならびにコンポンチャム州病院院長へのインタビュー  
12 手術棟で実施された産婦人科系手術も含む 
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娩室には当初 2 台の分娩ベッドが設置されたが、現在はさらに 1 台ベッドを追加

し、対応している。 

表 5 のとおり、産婦人科系手術件数について、複雑・異常分娩、帝王切開手術

の増加率が高いことから、質の高い保健医療サービスを求める利用者が増加した

と考えられる。一方、本来下位医療施設で扱われるべき正常分娩数も増加してお

り、紹介状の無い患者が多く含まれていると推察される。 

 

表 5 産婦人科系手術件数（件）の推移 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 平均増加率 

正常分娩 791 950 941 1,315 1,240 1,782 2,168 1.18 

増加率 - 1.20 0.99 1.40 0.94 1.44 1.22 

複雑・異常分娩 363 572 538 679 1,237 1,499 1,318 1.24 

増加率 - 1.58 0.94 1.26 1.82 1.21 0.88 

帝王切開 271 371 433 555 683 797 862 1.21 

増加率 - 1.37 1.17 1.28 1.23 1.17 1.08 

婦人科系手術 274 261 182 217 289 354 346 1.04 

増加率 - 0.95 0.70 1.19 1.33 1.22 0.98 

合計 1,699 2,154 2,094 2,766 3,449 4,432 4,694  

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

 

3.2.1.3 医療機材を利用した診断数 

   事業計画時に設定した成果指標、X 線撮影機、超音波診断装置、心電計による

診断数は表 6 のとおりである。 

 

表 6 成果指標 医療機材による診断数（回）推移 

 2005 

（基準値） 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

（完了年） 

2012 2013 

（目標年） 

X 線撮影 2,561 3,929 4,370 4,547 6,219 7,628 9,835 10,578 10,781 

超音波 1,565 2,459 2,419 1,974 2,001 1,731 2,276 1,999 1,902 

心電図 525 692 579 658 210 560 481 479 347 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

注 1：超音波検査件数は一般腹部用のみがカウントされ妊婦用は記録されていなかった。  

注 2：2013 年度の心電図診断件数は供与外の心電計による診断数も含んでいる。  

 

州病院は、初診外来患者の多い X 線検査棟で、効果的かつ正確な診断による病

状の特定を行うため、標準的検査用医療機材の集中的な配置を目指していた。本
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事業前から X 線撮影装置、超音波、心電計による診断は行われ、診断回数は年々

増加傾向にあったが、本事業が完了した 2011 年以降、交通事故等の救急搬送患者

増加も伴い、X 線撮影による診断は増加している。超音波診断件数は、本事業前

後で増減を繰り返している。また、超音波診断装置は X 線検査棟に一般腹部用が

供与され、妊産婦用は産婦人科に供与されたが、産婦人科での診断は記録されて

おらず、一般腹部用のみの診断回数となっている。  

   本事業では、X 線検査棟へ 1 台、救急棟 ICU へ 1 台、計 2 台の心電計が供与さ

れた。うち X 線検査棟に配置された 1 台の心電計は事後評価時まで殆ど使用され

ていないことが確認されたが、表 6 の心電図診断回数には本事業で供与された心

電計以外の心電図診断回数が含まれていることから、本事業による供与機材のみ

の診断回数は不明である。 

州病院職員からのヒアリングでは、X 線検査棟には本事業以前から心電計が配

置され診断に利用されていたが、本事業により新たに救急棟 ICU に心電計が配置

されたことで、心電図の読影技術を有する限られた職員が救急棟に異動し、X 線

検査棟では読影可能な職員が不在となった。そのため、X 線検査棟では心電図診

断は実施されず、心電計が長期間未使用の状態に至った。一方、救急棟 ICU では、

救急患者の増加から、患者への迅速かつ効率的な心電図診断の必要性が高まり、

2013年 1月頃に病院経費によって新規心電計が購入されていた。州病院によると、

X 線検査棟で未使用となっていた心電計を、ニーズの高い ICU へ移動することも

検討したが、X 線検査棟での使用を目的に供与された機材の移動は日本側との協

議が必要と考えながらも、本事業終了以降、コミュニケーションをとる機会を逸

してしまい、自費での新規購入に至ったとの説明があった。州病院では、現在 X

線検査棟での初診患者への心電計診断の必要性や、救急棟での心電図診断の高い

需要を踏まえ、より多くの職員によって心電計が活用され、精密な診断が出来る

よう、2014 年より院内の医師を講師とし、職員対象に心電図読影研修を開始して

いる13。  

 

3.2.2 定性的効果 

 本事業計画時に期待された、トップレファラル病院としての機能強化、母子感染、

院内感染予防への貢献、X 線検査棟での放射線防護システムの確立、救急部門での

交通事故患者への対応改善について、以下の発現状況により、本事業の効果は高い

と判断される。 

 

3.2.2.1 トップレファラル病院としての機能強化 

 本事業以前は、外科、産婦人科、手術棟および救急・X 線検査棟では、建物や

医療機材の老朽化により質的に十分な保健医療サービスの提供が制限されている

                                                   
13 2014 年 4 月時点において、X 線検査棟で 37 回の心電図診断が実施されていた。 
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状態であった。本事業により、保健省策定の「CPA ガイドライン」によって CPA3

レベルで求められる施設整備及び機材配置が実施された。未だ HSP2 が掲げた

CPA に求められる役割14は十分に果たせていないものの、州病院職員への質問票

ならびにヒアリングでは、本事業により患者への迅速な対応や、衛生的な環境確

保、機材を活用した精密な診断が可能となり、トップレファラル病院としての機

能が強化されたとの回答が多く寄せられた。 

 

3.2.2.2 母子感染、院内感染予防への貢献 

  産婦人科病棟では本事業により PMTCT15室が整備された。現在 PMTCT 室は、

主に妊産婦への HIV/AIDS 検査や HIV/AIDS 感染の可能性がある患者を対象とし

た個別カウンセリングの場として活用されている。州病院では妊産婦への

HIV/AIDS 検査は必須とし、下位医療施設で検査を受けていない妊産婦や簡易検

査で陽性反応を示す妊産婦を対象に 1 ヶ月当たり 80～130 人に対応している。 

 また本事業では、院内感染対策として、手術棟内に独立区域として術後回復室

および ICU を設置し、そこから手術室に続く専用通路を結ぶことで手術に係る感

染対策の向上、術後の適切な看護への配慮を行った。州病院職員へのヒアリング

では、手術室周辺の感染対策が向上し、衛生的な手術や配慮の行き届いた術後看

護が可能となったとの意見があった。加えて施設や機材が新しくなったことで、

職員の士気が揚がり、施設の清掃や院内の衛生環境、感染予防に対する関心や意

識が高くなったとの意見が多数あった。設計の観点からは、カンボジアでは一般

的に各病棟が独立し、病棟間の通路が設置されていない病院が多いが、本事業で

は、各病棟を通路で繋げることで患者の搬送が容易になり、感染予防や業務の効

率化にも貢献したとの意見も寄せられた。 

 

3.2.2.3 X 線検査棟操作室による放射線防護システムの確立 

  X 線検査棟では、本事業により一般撮影室に専用の操作室が設けられ、操作を

行う職員の放射線防護が確立された。現場職員からは、本事業によって安全性が

確保されたとの意見が多く聞かれた。また、X 線検査棟には青年海外協力隊より

診療放射線技師隊員が配置され、X 線撮影機の維持管理方法や、操作方法に関す

る技術が共有されており、職員の理解が促されているとの声が多くあった。 

 

 

 

 

                                                   
14 具体的には下位医療施設への補完的業務、専門性の高いサービス、複雑な症状への対応、継続医

療、下位医療施設への臨床研修、指導等（出所：HSP2） 
15 母子感染予防（PMTCT: Prevention of Mother-To-Child Transmission） 
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3.2.2.4 救急部門整備による急増する交通事故患者など救急患者に対する対応の

改善 

   急速に進む経済発展と共に、バイクや自動車台数も増加し、交通事故はカンボ

ジア全体で急増している。州病院職員とのヒアリングでは、州病院においても交

通事故は手術数全体の約 20％（表 7 参照）と最も多く、続いて帝王切開、虫垂炎、

また、胃潰瘍、卵巣のう胞、腹部打撲等の手術が多いとのことであった。 

   表 4 のとおり、手術数は 2010 年頃から増加している。整備された救急棟施設、

手術用医療機材により救急部門の対応能力が拡大し、救急患者への迅速且つ適切

な診断と処置が手術数増加に繋がったと推察される。 

   一方、予め手術の日時が設定される計画手術は、優先度の高い緊急手術が突発

的に発生し、計画手術患者が予定より長い待機時間を余儀なくされるケースが頻

繁に生じていることも病院職員からのヒアリングで判明した。なお、州病院は地

域で保健医療支援活動を行う NGOやドナーにも定期的に手術室を提供しており、

本事業で整備された救急棟の設備や機材が利用されている。 

 

  表 7 コンポンチャム州病院 交通事故による手術数推移 

 2010 2011 2012 

全手術数 2,644 2,758 2,903 

交通事故

による 

手術 

小規模手術 356 515 541 

大規模手術16 20 25 25 

合計 376 540 566 

全手術数に対する割合 14% 20% 19% 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

       

   また本事業によって、救急棟内の術後観察室に、6 床のベッドが整備されたが、

患者数の増加から、本事業以降、1 床を増設し、現在は 7 床で術後患者の看護を

行っている。州病院からのヒアリングによると、処置兼小手術室および専用の観

察室が整備されたことにより、救急患者への迅速な診断、術後の配慮の行き届い

た看護が可能になったとの意見があった。 

 

  3.2.2.5 受益者調査 

 本事業による州病院の保健医療サービスの改善状況を把握するため、外科、産

婦人科病棟の利用者各 50 名17ならびに外科、産婦人科、救急棟で働く州病院職員

                                                   
16 コンポンチャム州病院によると大規模手術は内臓損傷等、重篤な患者への手術を指し、それ以外

の手術は小規模手術として扱っている。 
17 ランダムに選んだ調査対象者は約 8 割がコンポンチャム州からの来院であったが、その他プレイ

ベン（PreyVeng）州、クラチエ（Kratie）州、コンポントム（Kampong Thom）州からの患者も

含まれている。クラチエ州、コンポントム州はコンポンチャム州に隣接し、貧困層が比較的多い州
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39 名に質問票ならびにインタビューによる聞き取りを行った。その結果、利用者

の過半数が州病院の提供する保健医療サービスの質に高い評価を示すと共に、病

院職員によるケア・対応についても高い満足度を示した。また、州病院利用者に

来院した理由を確認したところ、外科、産婦人科ともに高い医療技術を求めて州

病院を選択した利用者が多かった。州病院職員からの回答では、本事業が院内感

染、業務の効率化等に貢献したという回答が大半を占めた。（BOX 参照） 

                                                                                                                                                     
である。（出所：アジア開発銀行 ”Cambodia Poverty Analysis December 2011” 

http://www.adb.org/sites/default/files/cambodia-country-poverty-analysis.pdf） 

 



 13 

 

BOX 受益者調査結果 

１．外科・産婦人科利用患者からの回答 

   【保健医療サービスの質について】      【職員のケア・対応について】 

 

注：「変化無」、「悪い」の設問に対する回答無し 

２．外科・産婦人科利用患者が州病院を選んだ理由                             

州病院を選んだ理由（複数回答可） 外科（人） 産婦人科（人） 

紹介状により来院（50 人中） 10 12 

質の高い医療技術 14 16 

評判が良いから 17 14 

州病院の特定医師の診療を希望 7 13 

質の高い医療機材 10 8 

自宅から近いため 2 5 

施設が整備されているため 0 2 

 

３．本事業の貢献度について州病院職員からの回答（％） 

【保健サービスの質】       【業務の効率化への貢献】 

    

大きく改善

された
46%

ある程度

改善された
54%

 

【院内感染予防への貢献】      【母子感染対策への貢献】 

 

     

大きく改善さ

れた
43%

ある程度改

善された
44%

わからない
8% 無回答

5%

 

大きく改善された
36%

ある程度改善された
44%

改善されていない
2%

わからない
3%

無回答
15%

 

 

 

大きく改善

された
41%

ある程度改

善された
59%
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3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

 本事業により、コンポンチャム州レファラルシステムの改善、貧困層の保健医療

サービスへのアクセス機会促進、地域保健医療に従事する医療従事者の育成にかか

わるインパクトの発現が期待され、以下の発現状況によりインパクトは高いと判断

する。 

 

3.3.1.1 コンポンチャム州レファラルシステム改善への寄与 

 州病院が地域の教育病院として医療従事者を育成し、育成された人材が下位医

療施設に配置されることで、地域医療施設全体の保健医療サービスの質が向上す

れば、下位医療施設利用者が増加し、州内のレファラルシステムが適切に機能す

るようになり、レファラルシステム改善に繋がることが想定された。 

州病院では、現在本事業によって整備された施設や医療機材を活用し、近隣

CPA1、CPA2 病院の医療従事者を対象とした外科、産婦人科、救急各部門での各

種研修が実施されている。教育機会の提供を促す、本事業の下位医療施設職員へ

の裨益は、下位医療施設の信頼を回復させ、長期的な視点での上位、下位医療施

設間の紹介患者システム確立に寄与するものである。下位医療施設の保健医療サ

ービスが向上し、下位医療施設を多くの患者が利用するようになれば、州病院は

上位医療施設として、より高度な保健医療サービス提供に集中することが可能に

なる。従って、本来のレファラルシステムに則った患者の流れが促進されること

になり、州内レファラルシステム改善への貢献が見込まれる。 

 

3.3.1.2 貧困層に対する保健医療サービスのアクセス機会促進 

  

表 8 コンポンチャム州病院入院患者における HEF 利用者推移 

 2010 2011 2012 2013 

全入院患者数 15,605 17,725 18,618 19,152 

入院患者における HEF 利用者数 6,712 8,039 6,899 7,435 

入院患者の HEF 利用者割合 43％ 45％ 37％ 39％ 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

 

州病院とのヒアリングによると、コンポンチャム州に接するクラチエ州や北部

山岳地域の州には貧困世帯が多く、プノンペンに比べ距離的に近い州病院には州

内外から、質の高い保健医療サービスを求める貧困層が来院しているとのことで

ある。受益者調査では回答者の 90％近くが州内からの来院であったが、1～4％は

クラチエ州、コンポントム州等近隣州からの利用者が確認された。保健省は物理

的なアクセスのみならず、貧困層のコスト負担を軽減することによって、保健医
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療サービスへのアクセスを促すため、保健医療費を補てんする公平な医療基金

（Health Equity Fund：HEF）18の全国的な普及を進めている19。 

 

州病院職員によると、本事業以降 HEF からの収益は増加傾向にあり、貧困層の

患者が増加しているとのコメントであったが、入院患者における HEF 利用者は本

事業が完了した 2011 年に増加し、2012 年に一旦減少を示したものの、2013 年に

再び増加している。州病院内にある HEF 事務局職員からのヒアリングによると、

州内に点在するヘルスセンターを拠点に、サービスの存在を知らない貧困層に対

し HEF 職員が ID 登録手続きや病状に沿ったコンサルテーションを行っており、

重症または専門性の高い医療技術を要する患者には州病院の利用を積極的に勧め

ているとのことであった。このことから、HEF と本事業の相乗効果により、質の

高い保健医療サービスを求める貧困層のアクセスは促進されていると推察される。 

また、州病院とのヒアリングでは、HEF 利用者以外にも、受診料を親戚や知人

から借金をして工面する患者が多数来院しており、本事業以降、貧困層患者の利

用は増加傾向にあるとのことであった。また州病院周辺の 2 か所のコミュニティ

（Kohroka および Kien Cherry）住民ならびにコミュニティ内のヘルスセンターに

従事する医療従事者へのヒアリングにおいても、HEF のサービスを認知しておら

ず、医療費を親戚や隣人から借用しているという住民を複数確認した。 

 

HEF 利用者数、州病院、HEF 職員とのヒアリングから、本事業以降、州病院利

用者における貧困層の人数は増加傾向にあることが推察され、特に質の高い保健

医療サービスを求める貧困層のアクセス機会促進に寄与していると考える。 

 

3.3.1.3 地域の保健医療サービスに貢献する医療従事者の育成 

 コンポンチャム州には周辺 5 州20を管轄する看護・助産師学校（Regional Training 

Center：RTC）が州病院に隣接して設置されており、学生へ臨床研修の場を提供

している。その他、院内職員向けの研修や、CPA1、CPA2 病院職員、近隣の民間

病院職員、州内軍病院の職員への研修、プノンペンにある大学から医学生のイン

ターンシップの受け入れも行われていた。これらの研修では、本事業で整備され

た施設ならびに機材が有効活用されている（後述の 3.3.2.3「その他のインパクト」

も参照）。 

 

                                                   
18 HEF は海外からの資金支援を受けカンボジア国内の複数の医療施設に事務所、職員を配置し、

貧困層に対し、認定 ID の発行、医療費補填手続き等を行っている。 
19 世界銀行報告書「Where Have All The Poor Gone? Cambodia Poverty Assessment 2013」（2013

年 11 月）によれば、約 80％の貧困層が HEF のサービスを享受できていないという報告もある。  
20 コンポンチャム州、プレイベン州、コンポントム州、スバイリエン（Svay Rieng）州、カンダル

（Kandal）州の 5 州 
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3.3.2 その他、正負のインパクト 

3.3.2.1 自然環境へのインパクト 

基本設計調査報告書によると事業計画時には、公共下水道管が整備されておら

ず、州病院からの排水は固形物のみ除去する浄化槽経由、または直接、院内の排

水池に放流されていた。事後評価時点では、本事業で整備された浄化槽により、

病院からの排水は適切に処理されており、本浄化槽設置によって生物化学的酸素

要求量（BOD）が低減され、環境への負荷は減少した。従って本事業による自然

環境への正のインパクトが確認されたが、負のインパクトは認められなかった。 

なお、州病院では一般廃棄物と医療廃棄物は院内で分別、収集されている。そ

の後、一般廃棄物は外部民間業者によって処理され、医療廃棄物は病院敷地内の

焼却炉で適切に処理されていた。 

 

3.3.2.2 住民移転・用地取得 

本事業は病院敷地内の既存の病棟を撤去し実施されており、新たな用地取得な

らびに住民移転は発生していない。 

 

3.3.2.3 その他のインパクト 

州病院では 2013 年 10 月に在カンボジア日本大使館による草の根・人間の安全

保障無償資金協力によって研修棟が建設された。同研修棟完成に伴い、「国際協力

機構（JICA）」技術協力事業「助産師能力強化を通じた母子保健改善プロジェク

ト」（2010 年‐2015 年）専門家の技術支援の下、3 名の職員を配置して研修部を

立ち上げた州病院は、本事業による整備施設や機材活用も視野に入れ、地域教育

病院としての役割を果たすべく、研修活動に注力している。 

州病院は、プノンペン国立母子保健センターを中心に実施中の同技術協力事業

対象病院の一つにもなっており、州病院に派遣された専門家のアドバイスを得な

がら、研修活動の実務経験を積み重ねている。2014 年 5 月、州病院研修部は保健

省に承認され、コンポンチャム州ならびに周辺地域の研修実施機関として役割を

担うことが決定した。また同 6 月、新しく施行された新 CPA ガイドラインにおい

ては、CPA3 レベル病院での研修部立ち上げが方針として明記されていることか

ら、CPA3 病院である州病院研修部の下、本事業による施設・機材、新築された

研修棟を活用し地域医療従事者の教育機会が促される可能性は高い。 

その他、州病院では放射線学会の放射線撮影装置の視察や、隣接する民間病院

の職員研修、プノンペンの医学部学生のインターンシップ受入等も積極的に行っ

ていた。 
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研修部部長

技術局

コンポンチャム州保健局
局長

院長
看護・助産師学校

その他大学報告制度

・各診療科チーフ

・プリセプター*
・指導者研修（TOT)受講者

研修課１

コンポンチャム州保健局技術部

非常勤技術職員

研修課２

実務者研修 就業前研修

調整機能の構築

*プリセプター：新人看護師を教育・指導する先輩看護師
 

出所：コンポンチャム州病院提供資料 

図 1：新設されたコンポンチャム州病院研修部組織図 

    

   また、州病院とのヒアリングによれば、同技術協力事業により実施された助産

に係る研修やワークショップは、州病院の人材育成、産婦人科のサービス改善に

貢献しており、本事業との相乗効果が認められた。  

 

以上より、本事業の実施により概ね計画どおりの効果の発現が見られ、有効性・インパク

トは高い。   

 

3.4 効率性（レーティング：②） 

3.4.1 アウトプット 

日本側のアウトプットは、若干の変更が生じたものの、工期に大きな影響を及ぼ

すものではなく、ほぼ計画どおりであった。なお、本事業にソフトコンポーネント

は投入されていないため、ソフトコンポーネントによるアウトプットは無い。 
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表 9 日本側アウトプット実績 

施設整備 計画 実績 変更点 

1 期 外科・産婦人科病棟（分娩室を含

む）、機械室棟 

ほぼ計画ど

おり 

・軽微な変更のみ 

 

2 期 手術棟・救急 X 線検査棟、渡り廊

下、歩道等 

ほぼ計画ど

おり 

主な変更点は以下のとおり 

・支持地盤が詳細設計時に想定の高

さよりも浅い部分に存在してい

たため、手術棟・救急 X 線検査棟

の基礎レベルを変更した。 

・中庭を利用する来院者との接触を

避けるための、酸素ボンベ室から

中庭へのメンテナンス専用動線

を確保し酸素ボンベ室外壁には

鋼鉄製扉を設置した。 

機材調達 計画 実績 変更点 

1 期 産婦人科関連 

分娩台、婦人科診療台、産婦人

科用・白黒超音波診療装置、保

育器、新生児処置台、光線治療

器等 

外科関連 

 小型吸引器、診察台、シャーカ

ステン、ベッド、ストレッチャ

ー等 

ほぼ計画ど

おり 

【配置変更】 

シャーカステン、ストレッチャー 

 

【仕様変更】 

超音波診断装置・産婦人科白黒、 

2 期 手術室、ICU、滅菌関連 

 手術台、C アーム型放射線撮影

装置、天吊式手術灯、人工呼吸

器付麻酔器、電気メス、患者監

視装置、高圧蒸気滅菌機等 

救急、画像診断関連 

 除細動器、一般撮影放射線装置、

放射線撮影装置移動式、超音波

診断装置（一般腹部用）、心電計

等 

ほぼ計画ど

おり 

【台数変更】 

シャーカステン、器械戸棚 

【仕様変更】 

一般撮影放射線装置、超音波診断装

置、一般腹部用麻酔器、人工呼吸器

付、麻酔用回転椅子等 

出所：基本設計調査報告書、JICA 提供資料 
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1 期施設整備では、産科・外科病棟支持地盤が詳細設計時に想定した高さよりも

浅い部分にあったため、病棟の基礎レベルの変更が生じた。また浄化槽や機械棟の

位置変更等も発生したが、いずれも軽微な変更であり、事業全体として契約金額の

変更や契約期間の延長は発生していない。 

カンボジア側のアウトプットは、病院敷地内の本事業建設予定地にある既存施設

撤去作業および整地、埋設管および電柱の移設、外構工事、受電負担であったが、

計画どおり行われた。また、当初計画されていなかったが、本事業の実施に伴い保

健省予算によって病院外周にフェンスの建設が行われた。 

 

3.4.2 インプット 

 3.4.2.1 事業費 

日本側負担の事業費は、計画 1,039 百万円に対し、963 百万円（計画比 93%）

であり計画内に収まった。カンボジア側は計画 6 百万円に対し、16 百万円（計画

比 266％）と大幅に上回っている。この増額はカンボジア保健省が本事業の実施

に伴い、保健省予算にて州病院外周のフェンス整備を追加で行ったためである。

しかし日本側、カンボジア側の総事業費は計画 1,045 百万円に対し、979 百万円

（計画比 94％）と、計画内に収まった。 

 

3.4.2.2 事業期間 

本事業の事業期間（詳細設計調査開始から事業完成まで）は、計画 32.5 ヶ月に

対し、実績は 37.6 ヶ月（計画比 116％）と計画を上回った。第一回目の入札が不

調となり、3 ヵ月後に第二回目の入札が行われたことが若干の遅延に繋がった。  

 

 以上より、本事業は事業費については計画内に収まったものの、事業期間が計画を

上回ったため、効率性は中程度である。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

組織体制に大幅な変更は無く、運営・維持管理体制にも大きな変更は生じていな

いが、利用者の増加に伴い、州病院全職員数は事業計画時から 40 名程度増員されて

いる。特に、患者の増加した産婦人科には、各診療科のうち最も多くの職員 36 名が

配置され、救急部門 ICU では、事業計画時は 6 名のみであった職員数から、現在は

20 名体制で稼動している。ただし、事業計画時に 4 名配置されていた運営・維持管

理職員は、2013 年に技術者 1 名が定年退職し、現在は 3 名で対応しており、うち 2

名は管理職または事務担当で、技術職員は 1 名のみとなっている。州病院は、州保

健局を通じて技術者の増員を保健省に要請しているが、保健省とのヒアリングでは

医療従事者と同様に技術者人材も不足しており、直ちに増員される可能性は低いと
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考えられる。保健省によると、診療収入が比較的潤沢な病院は、病院自らが技術者

人材を確保、育成するよう推奨しているが、一方で十分な技術力を有する人材が未

だ育っておらず、課題となっている。 

現在実施中の JICA 技術協力事業「レファラル病院における医療機材管理強化プ

ロジェクトフェーズ 2（MEDEM2）」（2009 年～2014 年）21では、レファラル病院の

医療機材管理強化を目的に、保健省病院サービス部内にナショナルワークショップ

チーム（NWT）22を立ち上げ、レファラル病院を対象に研修や技術指導を行ってい

る。州病院においても、病院内では解決できない大型機材の修理やメンテナンス業

務には、NWT からの支援や外部業者、機材コントラクターを利用し、対応を行って

いる23。他病院に比べ所有機材の多い州病院では、所持機材リストに基づき、機材

状況の定期モニタリング、維持管理に努めている24。また施設についても定期的な

維持管理が実施されていた。州保健局によると、2015 年の州予算にて、州病院敷地

内に運営・維持管理部専用棟の建設計画が進められている25。 

 

 3.5.2 運営・維持管理の技術 

技術力向上は技術者不足と同様に州病院の課題である。通常、小規模機材や原因

が特定しやすい故障・不具合には、本事業により提供されたマニュアルや MEDEM2

作成のマニュアルを参照しながら対応を行っている。しかし、大型機材や高度な技

術を要する故障等は NWT の技術指導や外部業者、機材のコントラクターに有料で

作業を依頼している。外部への作業委託は経費も発生し、高い技術力を有する人材

確保は、財政的観点からしても必要性が高い。 

 

 機材の維持管理に関する技術力向上には維持管理職員だけでなく、機材を使用す

る医師や看護師、助産師等、医療職員にも求められるため、州病院職員は保健省・

MEDEM2 主催の研修を積極的に受講している（表 10 参照）。 

医療機器メーカー、ゼネラル・エレクトリック（GE）社は、プノンペンを中心に

自社医療機器の操作法や維持管理に係る研修やトレーニングを実施しているが、州

病院からは、操作関連研修に看護師 4 名の参加実績があるのみであった。ただし、

                                                   
21 コンポンチャム州病院は先行プロジェクト MEDEM1（2006 年～2008 年）からの対象病院となっ

ている。 
22 NWT は MEDEM2 の前プロジェクトである MEDEM1 の下で立ち上がり、レファラル病院に対す

る医療機材管理研修、モニタリング、病院への訪問モニタリングを行っている。メンバーは保健省

職員、国立母子保健センターの維持管理技術者等で構成されている。  
23 MEDEM プロジェクトにより医療機材の維持管理に係る体制が州病院内に立ち上がったが、組

織としては未だ脆弱であり管理部門と技術部門の連携、強化が必要である。 
24 維持管理スタッフが機材の種類によって、半年ごと、四半期ごと、若しくは毎月と、定期的に確

認作業を行い、状況を把握している。 
25 州保健局は、他病院からの要請や他支出とのバランスを考慮し、2014 年後半に維持管理用建物

の予算化可否を確定させる予定である。 
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州病院によれば、2014 年 3 月に GE 社から、機材の維持管理関連の院内研修の実施

についても打診があり、詳細は今後の話し合いで決定される予定である。  

 

  表 10 コンポンチャム州病院職員の主な MEDEM2 研修参加実績 

【期間：2009 年 12 月～2014 年 3 月】 

主な研修名 主な参加者 

医療機材管理セミナー 維持管理責任者、技術者 

医療機材管理ブラッシュアップセミ

ナー 

コンポンチャム州保健局局長、維持管理責任

者、技術者 

医療機材操作研修（一部の CPA3 病

院、国立病院対象） 

医師、上級看護師、上級助産師、検査技師等 

医療機材管理システムブラッシュア

ップワークショップ 

維持管理責任者、技術者 

5Ｓセミナー（於：スリランカ） 院長、維持管理責任者 

参加者のべ人数 85 名 

出所：MEDEM2 プロジェクトチーム提供資料 

 

  運営技術面では、前述のとおり X 線検査棟に供与された心電計 1 台が、読影技術

を有する職員がおらず長く未使用のままであった。運営面での技術不足を認識した

州病院は、院内で読影研修を実施し、現在は X 線検査棟でも心電図診断が行われる

ようになっている。 

  診療放射線技師隊員が派遣されている X 線撮影装置室では、隊員によって機材の

操作方法だけでなく、装置を長期間維持するための、室内の換気法や温度調整等に

ついての指導も行われており、州病院職員の維持管理技術向上に寄与していた。 

 

 3.5.3 運営・維持管理の財務 

  州病院の主な財源は、州保健局を通じて配賦される保健省予算と、診療収入の二

つに分けられる。保健省によって、診療収入の 60％は職員への報奨金に、1％は保

健省へ上納されることが定められており、残り 39％は病院自身が使途を決め、病院

運営費用に充てている。  

現在、州病院では運営・維持管理費として予算は確保しておらず、必要に応じて

診療収入から都度支出を行っている。コンポンチャム州病院の診療収入は、本事業

以降、患者数の拡大により年々増加しており、運営・維持管理費は、診療収入によ

って継続的に賄われている。大型機材の修理や新規医療機材の購入等、高額な支出

が見込まれる場合は、短期借入やローンによって資金調達を行っているとの回答も

得た。 
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  診療収入が増加（表 11 参照）する一方、病院利用者の増加により、院内で消費さ

れる燃料費や電気代等、光熱費も拡大している。州病院を管轄する州保健局は、財

政支援として、州病院配賦予算以外に州保健局の予算にて病院の電気代、酸素ボン

ベ費や給食費等を負担している。しかしながら、今後光熱費がさらに増加すれば診

療収入からの支出も検討される可能性がある。州病院では運営・維持管理費の安定

確保に向け、州レベルで保健省に予算要請を行う年間計画（Annual Operation Plan：

AOP）を通じ、運営・維持管理費予算26を申請している。これまでに予算の承認実

績はないが、引き続き要請する意向である。  

 

表 11 コンポンチャム州病院の収支ならびに維持管理費推移 

単位：百万リエル27 

 2010 2011 2012 2013 

総収入 2,341 2,777 2,958 3,284 

 保健省予算 1,259 1,570 1,576 1,876 

 診療収入 1,082 1,207 1,382 1,408 

総支出 1,609 2,027 2,257 2,908 

支出項目 

 運営・維持管理費 26 36 61 74 

 燃料費 55 92 137 179 

 電気代 302 448 649 603 

出所：コンポンチャム州病院提供資料  

 

現状において、経費拡大の可能性など財政面での課題は残るものの、診療収入は

引き続き増加傾向にあり、保健局からの財政支援や州病院自身の資金調達によって

運営・維持管理費の持続的な確保が見込まれる。 

 

 3.5.4 運営・維持管理の状況 

MEDEM2 の指導や研修によって習得した医療機材維持管理に関するノウハウを

生かし、本事業完了以降、州病院の医療機材稼働率は改善の傾向にある（図 2 参照）。 

稼働率の高さは、換言すれば故障や不具合のある機材の減少を示しており、機材

の運営・維持管理状況は概ね良好であると言える。  

施設の維持管理については、一部病棟内設置の戸棚の扉外れ、産婦人科病棟内の

シャワー室の水漏れ等が確認され、随時技術職員によって対応されている。事業計

                                                   
26 2013 年度 AOP では機材維持管理費 8,400 万リエル、新規機材購入費は 47,859 万リエルの申請。 
27 【参考為替レート】1 リエル=0.026 円（出所：事後評価第 2 次現地調査時 2014 年 4 月 JICA 精

算レート） 
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画時に指摘があった、患者やその家族によるトイレへの残飯廃棄は、院内での職員

による注意喚起の徹底により大幅に改善されていた。  
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出所：MEDEM2 プロジェクトチーム提供資料 

図 2 コンポンチャム州病院の医療機材稼動率推移 

 

 手術棟に供与された高圧蒸気滅菌機は 2013 年 10 月頃に故障し、対応可能な業者

を探すまで数ヶ月の時間を要した28。手術件数の急増により、手術用器材滅菌を行

う大型高圧蒸気滅菌機の長時間の故障は、緊急性の高い手術業務に支障をきたすこ

とになる。州病院によると、外部業者やコントラクターは州病院からの直接依頼に

は対応が鈍く、保健省やドナーからの依頼のみに応じる業者も少なくないとのこと

であった29。州病院では実績のある業者とのコンタクトを密にすることが望まれる。 

 

 様々な制約や課題はあるものの州病院は限られた人材や技術を活用しながら施

設・医療機材の運営・維持管理を行っており、その成果は提供される保健医療サー

ビスの持続性にも寄与するものである。 

  

以上より、本事業の維持管理は体制、技術に軽度な問題があり、本事業によって発

現した効果の持続性は中程度である。 

 

 

 

 

                                                   
28 2014 年 3 月に修理は完了している。 

29 MEDEM2 関係者とのヒアリングにおいても、一般的に資金不足に苦しむ公的病院の多いカンボ

ジアでは、病院を顧客として扱わない業者も少なくないとのことであった。  
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4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、州病院の外科、産婦人科病棟、手術棟、救急・X 線検査棟を中心とした

施設、機材整備により、同州および周辺地域の保健医療サービス改善を目的に実施さ

れた。人材不足や施設・機材の老朽化が著しい地方のトップレファラル病院を支援し

た本事業は、保健医療サービスの改善を優先課題とするカンボジア保健政策ならびに

開発ニーズに合致している。同様に医療分野における社会的弱者への BHN 充実を図

った事業計画時の日本の対カンボジア援助政策とも一致し、妥当性は高い。本事業以

降、貧困層を含む州内外からの来院者は増加し、整備施設、機材は概ね有効活用され、

利用者の満足度も高い。また本事業により地域最高次の医療施設としての機能が強化

され、施設や機材は地域の保健人材育成にも活用されていることから、有効性・イン

パクトは高いと判断する。事業費は計画内で収まったが、事業期間は若干の遅延が生

じたことから、効率性は中程度である。運営・維持管理に必要な技術力、人員不足の

課題はあるが管理状況は概ね良好であり、本事業で発現した効果の持続性は中程度で

あると判断する。 

 以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 保健省及び実施機関への提言 

  本事業による施設、機材整備によって州病院の評判が高まり、来院者の急増に繋

がった。レファラルシステムが脆弱なカンボジアにおいて、今後も州病院への患者

集中が継続する可能性は高く、患者の過密化による保健医療サービスの質の低下、

院内感染等への影響も懸念される。そこで、保健省においては、レファラルシステ

ム確立に向け、CPA1、CPA2 病院の医療技術の向上や施設、機材整備等、下位医療

施設の機能強化を指導し実施することが望ましい。 

  州病院においては、施設や機材の運営維持管理面で修理実績のある外部業者や機

材コントラクターのデータを蓄積し、機材の故障や不具合によって保健医療サービ

スの質が低下しないよう運営・維持管理能力の一層の強化に努めるべきである。ま

た、現在欠員となっている運営・維持管理職員の増員を早期に図り、維持管理体制

が強化されることが望ましい。 

 

 4.2.2 JICA への提言 

  特になし 

 

4.3 教訓 

4.3.1 事業完了後のコミュニケーション  

本事業では事後評価時点で、供与以降殆ど使用されていない一部機材が確
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認された。通常、事業完了後、実施機関、日本側関係者とのコミュニケーシ

ョンの機会は減少しがちであるが、整備施設、機材の有効活用のためにも、

事業後も双方で状況を共有し、問題があれば協議することが好ましい。  

 

4.3.2 整備施設利用者の分散化  

  レファラルシステムが確立されていない国や地域での施設整備事業では、

上位、下位医療施設間での患者紹介システムが脆弱なため、下位医療施設で

対処されるべき多くの患者が上位医療施設を利用し、患者が集中することで

上位医療施設の機能低下に繋がる可能性がある。患者の症状や重篤度に応じ、

各医療施設の機能に沿った、レファラルシステム本来の患者の流れを作るこ

とが必要であり、事業計画時には、保健省を中心とした保健システム全体の

協働の下、2 次または 1 次医療施設へ利用者の分散を促すことが求められる。

そのためには、患者紹介システムの確立、下位医療施設の能力強化等、補完

的な取り組みの検討も有効である。               

以上  


