
１－１　協力の背景と概要

ラオス人民民主共和国（以下、「ラオス」と記す）における妊産婦死亡率（MMR）と 5 歳未

満児死亡率（U5MR）はともに改善されてはきているものの、MMR は 580（対出生 10 万）及

び U5MR は 61（対出生 1,000）と、東南アジア地域のなかで最も高く、依然として母子保健の

改善は急務である。また、母子保健サービスの効果的な実施に向けて、保健人材の不足はとり

わけ主要な課題のひとつである。保健医療人材育成強化を目的とした、国際的アライアンスで

ある Global Health Workforce Alliance（GHWA）は、人口約 1,000 人当たりの保健人材配置が 2.3
人以下の国々を危機的状況にあたるとし、当該国における保健人材育成を重視しているが、ラ

オスでは同数値が 0.53 人にとどまっている状態にある。また、保健人材の質の向上も課題のひ

とつとして挙げられる。看護助産師や熟練助産師を育成する保健科学大学（UHS）や保健科学

短大（CHS）、保健学校（PHS）では、統一したカリキュラムや国家試験が存在しないため、現

場でのサービスが均質に行われないという問題があり、そのための適切な保健サービスを提供

する専門職人材の確保・質の向上が依然として課題となっている。

ラオス保健省（MOH）は保健人材育成強化に向け、中長期的戦略である「保健人材戦略

2020」を策定し、保健人材テクニカル・ワーキング・グループ（HRH-TWG）等を設置し、保

健人材育成機関の教育機能、技術水準、管理能力の強化を通じた教育の質の改善と、中央と地

方の連携の下に行われる計画的な人材育成が、重要な活動計画として位置づけられた。しかし

ながら、保健人材育成機関の教育機能、技術水準、管理能力はいまだ不十分であり、策定され

た計画・戦略に基づく効率的・効果的な実施運営ができているとはいい難い。

かかる状況の下、JICA は 2005 年から 2010 年までの 5 年間「ラオス看護人材育成強化プロジェ

クト」を実施し、看護・助産の人材開発に係る基盤を構築し、看護教育体制の強化を支援した。

同プロジェクトを通じ「看護助産規則」及び「看護助産業務範囲ガイドライン」、並びに「看護

助産学校管理ガイドライン」を作成・整備した。しかし、同プロジェクトによって看護助産人

材育成に係る制度的枠組みは一部整備されたものの、それらに基づく国家試験制度の未整備や

看護研修の担当者・教員の育成、中央・地方の連携及び教育機関である学校と病院の連携不足

といった課題が残された。

これらの背景に基づき、ラオス政府は 2009年 7月に「母子保健人材の持続可能な開発プロジェ

クト」の要請を挙げ、本プロジェクトは 2012 年 2 月から 2016 年 2 月の 4 年間の予定で開始さ

れた。本プロジェクトは、MOH 研修研究局（DTR）及び MOH 保健ケア局（DHC）をカウンター
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パート（C/P）機関とし、DTR、DHC、UHS、4 カ所の中央病院、全国 3 カ所の CHS 及び PHS
（以下、保健人材育成機関）、12 カ所の県病院を対象として、①看護教育の基準となるシステム

の開発・制度化、②保健人材育成機関が良質な人材育成プログラムを実施するための能力強化、

③保健人材育成プログラムを効果的に実施するための関係者間の調整メカニズムの強化を通じ

て、ラオス全国において均質で質の高いサービスを提供するための保健人材育成システムを強

化することを目的とする。プロジェクトの開始から 2 年あまりが経過したことから、プロジェ

クトの目標達成見込みや成果等を分析するとともにプロジェクトの後半期の課題や今後の方向

性について確認し、具体的な提言とともに報告書に取りまとめ合意することを目的として、今

般中間レビュー調査を実施した。

１－２　協力内容

（１）上位目標

母子保健サービスの改善のために質の高い保健人材が育成される。

（２）プロジェクト目標

CHIPU コンセプトに基づき、均質で質の高いサービスを提供するための保健人材育成シ

ステムが強化される。

（３）アウトプット

１．看護教育の基準となるシステムが開発・制度化される。

２．保健人材育成機関の良質な人材育成プログラム実施能力が強化される。

３． 保健人材育成システムを効果的に改善するために関係機関間の調整メカニズムが強化

される。

（４）投入（2014 年 3 月現在）

＜日本側＞

・日本人専門家

長期専門家：2 名

短期専門家：延べ 9 名（10.8 MM）

第三国専門家：3 名（1.6 MM）

・研修／ワークショップ参加者数：延べ 17 名（本邦）、延べ 22 名（タイ）

・在外事業強化費：7 万 6,840 米ドル

＜ラオス側＞

・C/P 配置：MOH より 6 名

・プロジェクト事務所スペース：MOH 内に提供

・オフィス設備：インターネット、電話、プリンター、ファックス、コピー機等

２．中間レビュー調査団の概要

調査団 （１）総　括 牧本　小枝 JICA 人間開発部保健第三課　課長

（２）看護行政 田村　やよひ 国立看護大学校　大学校長

（３）母子保健人材 仲佐　保 国立国際医療センター国際派遣協力センター長

（４）評価分析 田中　祐子 合同会社適材適所　コンサルタント
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３－１　実績の確認

（１）プロジェクト目標の達成見込み

１）プロジェクト目標： CHIPU コンセプトに基づき、均質で質の高いサービスを提供する

ための保健人材育成システムが強化される。

CHIPU コンセプトは前政権下の MOH で導入され、「保健人材開発戦略 2020」と「第 7
次保健セクター開発 5 カ年計画」の双方で言及されている。2012 年の MOH 組織再編の

のちは CHIPU という用語自体は広く使われていないが、学校・病院・MOH、開発パー

トナー等の連携に基づき保健人材強化を図るという考え方自体は引き継がれているため、

プロジェクト目標にある CHIPU という文言については注釈をつけて残す方向で了承し

た。3 つのアプトプットは保健人材の育成とステークホルダー間の連携強化につながる

ものであり、看護師の国家コンピテンシーの MOH による承認（アウトプット１）や上

級ディプロマ課程のコンピテンシーに基づくカリキュラムの作成（アウトプット２）に

よりプロジェクト目標である保健人材育成システムの強化が図られつつある。さらに、

プロジェクトで設立した委員会（例：国家コンピテンシー開発や看護教育カリキュラム

等）は MOH、学校、病院など関連機関の連携を軸に構成されており、CHIPU の考え方

を反映するものであるととらえることもできる。他方、調査団ではプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（PDM）（ver.1）の指標を見直し、アセン経済共同体（AEC）の統合

に向けた相互承認枠組み協定（MRA）との関連性など状況の変化も踏まえながらプロジェ

クトとしてめざす今後の方向性を明確にした。

（２）各アウトプットの達成状況

１）アウトプット１：看護教育の基準となるシステムが開発・制度化される。

プロジェクトでは「看護業務範囲ガイドライン」を適用可能にするためのベースライ

ン調査をマホソット病院で実施し、看護の実践に本ガイドライン（GL）を効果的に適用

する方法を模索している。2013 年 8 月に MOH が右 GL の導入を正式に承認し（No.1896/
MOH）、プロジェクトではマホソット病院モデル病棟でのアクションプランを策定し、

現在外科病棟の 4 つのモデル病棟で GL 導入のための活動が進められている。モデル病

棟での活動は病院院長や副院長のコミットメントと医師からの協力を得て効果的に進ん

でいる。オーダリングフォームが作成され、4 つのモデル病棟で使用が開始されたほか、

患者情報記録、標準看護計画、看護手順等のフォーム（案）が作成され、ラオス語への

翻訳が進められている。プロジェクトで策定した「資格をもつ看護師の国家コンピテン

シー（National competencies for Licensed Nurses）」（以下、「看護師の国家コンピテンシー」）

についても、マホソット病院の看護実践のなかに導入され始めている。

規則・GL の改訂については、プロジェクトでは「看護助産学校管理ガイドライン」に

関連する現状調査を実施したほか（2012 年）、「看護業務範囲ガイドライン」を適用する

ための現状調査は上述のとおりマホソット病院で実施し（2013 年）、現在は国レベルの

（５）通　訳 村山　明雄 日本国際協力センター

2014 年 3 月 13 ～ 27 日 評価種類：中間レビュー調査

３．評価結果の概要
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現状調査
1
が進行中である。プロジェクトではこれら現状調査の結果を踏まえ今後これ

ら 2 つの GL の改訂または論点整理を進める計画である。「看護助産規則」の改訂につい

ては、現在進められている保健法（Law on Health Care）が改正されたのちに必要な論点

整理を行う予定である。

国家試験制度については、看護学校の卒業と免許取得の双方のケースで国家試験は存

在せず、卒業認定が各看護学校で実施されている状況である。プロジェクトでは短期専

門家を派遣し、日本の国家試験制度の概要説明を行うとともにラオスでの国家試験制度

の方向性について協議した。

以上の観点から総合的に判断し、アウトプット１の達成度は中程度であるといえる。

規則や規定のレビューなど初期段階に計画されていた活動は一部進捗に遅れがみられた

がその後は現状調査等が実施され GL と現状とのギャップ等が明らかにされつつある。

マホソット病院のモデル病棟での活動は院長・副院長のコミットメントや医師の協力の

下で順調に進んでいる。看護専門職の質管理に関連する中心的なコンセプトとして本ア

ウトプットの下で看護師の国家コンピテンシーも策定された。

今後、プロジェクト後半期の課題としては、マホソット病院モデル病棟での経験を病

院の内外へ広めることが挙げられるほか、マホソット病院モデル病棟での実践のなか

に「看護師の国家コンピテンシー」をより強く関連づけていく必要性が指摘された。プ

ロジェクトで対象としている他の中央・県病院に対するマホソット病院の経験の普及は

PDM 上ではアウトプット 2 の下の活動として整理されているが、調査団からは「看護業

務範囲 GL」の現状調査を他の中央病院に対しても実施することがプロジェクトに提案さ

れた。

２）アウトプット２： 保健人材育成機関の良質な人材育成プログラム実施能力が強化され

る。

プロジェクトの計画当初は、アウトプット２の活動はコンピテンシーに基づく看護教

育に特化したものは想定していなかった。プロジェクトの開始後、ラオスの教育機関の

現状や課題分析を進め、ラオスにおける看護教育の改善に向けた効果的な方法を検討し

た結果、プロジェクトとしてはコンピテンシーに基づく看護教育の推進をその基軸とし

て設定した。

プロジェクトでは看護師の国家コンピテンシーを開発し、2013 年 6 月に MOH の承認

を得た。2013 年 7 月に看護教育カリキュラム委員会を設立し（No.1499/MOH）、上級ディ

プロマ（3 年）課程を対象に「コンピテンシーに基づくカリキュラム」の検討を進めて

いる。カリキュラム委員会はこれまで教育哲学、科目、単位、コース概要等の項目（案）

を作成し、ラオス語への翻訳を進めている。現在はシラバスの検討を行っており、新カ

リキュラムは MOH と教育省（MOE）の正式な承認を受けたのちに、2014/15 年の新学期

からの導入をめざして準備を進めている
2
。

上述のカリキュラム改訂の一環として、プロジェクトではカリキュラム委員会メン

バーを対象にワークショップを 9 回実施し、委員会メンバーである教員や実習病院の実

習担当者の能力強化を図ってきた。この研修に参加したのは、保健科学大学看護学部

（FON/UHS）と 3 県〔ルアンパバーン（LPB）、サワナケート（SVK）、チャンパサック

1
　 国レベルの現状調査は 8 つの県病院（LPB、ODX、XKH、SVK、CPS、SLV、SK）、6 つの郡病院（タイプ A と B、LPB、SVK、

CPS）、6 つのヘルスセンター（LPB、SVK、CPS）を対象としている。
2
　 UHS の看護学部（FON）とのインタビューでは、CHS の上級ディプロマ課程に新カリキュラムが導入されたのちに、UHS の上

級ディプロマ課程でも新カリキュラムを自ら見直し、新しく導入予定である旨確認した。
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（CPS）〕の CHS、及び 3 県の県病院の臨床実習担当者である
3
。9 回のワークショップの

内訳はビエンチャンでの月次委員会のほか、タイでの研修ワークショップも含まれる。

なお、PHS の教員や 3 県を除く県病院の実習担当者に対しては、プロジェクトで「基礎

看護研修ガイドブック」を増刷し配布した。

以上の観点から総合的に判断し、アウトプット２の達成度は中程度であるといえる。

コンピテンシーに基づくカリキュラム（案）は作成され、今後はこれらを 3 県の CHS と

FON/UHS に導入するとともに 5 県の PHS 教員に対してもコンピテンシーに基づく看護

教育の考え方を伝えていくことが期待される。2012 年に実施された「看護助産学校管理

GL」に関連した現状調査に対しては、その調査結果を踏まえ教育機関の教育環境改善（施

設のアップグレード、機材や教材の供与）に向けた活動を順次進めていくことが望まれ

る。

３）アウトプット３： 保健人材育成システムを効果的に改善するために関係機関間の調整

メカニズムが強化される。

アウトプット３の下の活動の一環として、プロジェクトは HRH-TWG の会合に参加し、

プロジェクトの計画や活動の進捗を報告してきた。また教育開発センター（EDC）との

連携については、EDC のセンター長をプロジェクトのワークショップ等に招いている。

しかしながら、EDC の機能そのものが計画当初の想定から変化しており、EDC は MOH
の管轄下ではなく看護教育にも直接的な関わりが実質的にない状況である。

上記の観点より、アウトプット３の達成度は中程度であるといえる。関係機関間の調

整・連携はこれまで主に中央レベルで実施されており、県レベルの学校や実習病院との

連携強化はプロジェクトの後半期の課題として挙げられる。具体的には、PDM（ver.1）
の活動 2-6 として 2012 年の現状調査結果を踏まえた具体的アクションが取られ、対象の

学校や実習病院での教育環境改善が図られることが期待される。既述のとおり活動 2-6
はアウトプット３に関連づけて整理することができるため、調査団は PDM の修正により

この活動を適宜移動することを提案した。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性

プロジェクトの妥当性は以下の理由から依然として高いと判断された。

・ プロジェクトの計画はラオス保健セクターの上位政策である「保健人材開発戦略 2020」
や「第 7 次保健セクター開発 5 カ年計画（2011 ～ 2015）」と合致しており、これら戦略・

計画のなかでは保健人材の強化やそのための関連機関（MOH、学校、病院）の連携強

化の必要性が掲げられている。

・ AEC 統合に向け、看護サービスに係る相互承認枠組み協定（MRA）等関連する MRA
に準拠していくため、MOH としても医師、歯科医師、看護師の国家試験免許制度の確

立が喫緊の課題である。

・ プロジェクトは日本の対ラオス国別援助方針とも合致している。本プロジェクトは重

点課題「保健ケアサービスの改善」の下の開発プログラム「母子保健の改善」に位置

づけられており、母子保健人材のなかで看護職の占める割合が大きいことにかんがみ

3
　 LPB県病院からはこれまでカリキュラム委員会への参加がなかった。今般の中間レビュー調査時にLPB県病院とインタビューし、

プロジェクト後半期のカリキュラム委員会（次回は 2014 年 5 月を予定）からは LPB 県病院の実習担当者も MOH からの依頼レター

を出すことで参加可能であることが確認された。

v



ると看護教育に特化した協力内容も適切であるといえる。

（２）有効性

プロジェクトの有効性は以下の理由により中程度であると判断された。

・ プロジェクト目標「均質で質の高いサービスを提供するための保健人材育成システム

強化」の達成見込みは現時点では中程度と判断される。保健法の改正や国家試験免許

制度に関連する規則の策定などが今後予定されており、プロジェクトの進捗や効果発

現はこれらの順調な進捗によるところがある。

・ プロジェクトの活動により、看護教育の標準システムが開発され（アウトプット１）、

質の高い看護教育を提供するための教育・研修機関の能力が強化されれば（アウト

プット２）、プロジェクトの有効性を更に高めることができよう。2 つのアウトプット

はともに準備段階にあり、有効性を高めるためにもこれらアウトプット下にある活動

をしっかりと進めていくことが重要である。さらに、プロジェクトの経験としてコン

ピテンシーに基づく看護教育を他対象県の学校や実習病院等に広めていくこともプロ

ジェクトの有効性を高めるうえで重要である。

・ 中間レビュー調査団はプロジェクトの有効性を高めるために PDM の修正を行い、プロ

ジェクトの今後の方向性や協力内容を明確化した。修正した PDM（ver.2）は、付属資

料１の中間レビュー調査報告書（英文）Annex 4 及び付属資料５を参照されたい。

（３）効率性

プロジェクトの効率性は以下の観点から総合的に分析した結果、適切であると判断され

た。

・ 効率性の阻害要因としてプロジェクト開始後の MOH の組織再編が挙げられる。組織

再編はプロジェクト開始から数カ月後の 2012 年 7 月に開始され、C/P 配置に時間がか

かったことからプロジェクトの活動を本格的に開始するまでに時間がかかった。

・ しかしながら、効率性に貢献する要因としてタイの第三国専門家の活用が挙げられる。

タイからの第三国専門家派遣やタイでの第三国研修の実施はより少ない費用でプロ

ジェクトの効果を上げることに貢献した。

・ 2013 年の運営指導調査後、DTR、DHC、JICA 専門家間で定期的なミーティングがも

たれたが、これらはプロジェクトのより円滑な実施に貢献した。

（４）インパクト

プロジェクトのこれまでの実績により、上位目標「母子保健サービスの改善のための質

の高い保健人材育成」がどの程度達成される見込みであるかを検証するには中間レビュー

調査時点では時期尚早であると判断された。学校及び実習病院での看護教育強化や国家試

験免許制度への支援、学校・病院・MOH 等関連機関の連携強化を通じて均質で質の高い

サービス提供を可能とする人材育成システムの強化に向けた準備段階であり、上位目標の

達成までには通過すべきステップがいくつか存在するように思われる。

国家試験制度については、プロジェクトの計画段階では卒業のための国家共通試験を指

すのか、免許・資格のための国家試験を指すのか明確にされてこなかった。今般調査を通

じ、プロジェクトとしては看護師のみならず医師や歯科医師にも適用できる国家試験免許

制度の枠組み策定を支援するという方向性が打ち出されたことから、医師や歯科医師に対

する影響もインパクトのひとつとして今後見込まれる。なお、プロジェクト実施による負
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のインパクトは、現時点で確認されていない。

（５）持続性

１）政策面

政策面の観点からの持続性は以下の理由から高いと判断された。

・ 保健人材の育成は今後もラオス保健セクターの重点課題として位置づけられる可能

性が高い。「保健人材開発戦略 2020」では学校・病院・MOH 等関係機関の連携強化

を通じた保健人材の能力強化の必要性が挙げられている。

・ 現在 MOH では保健法の改正を進めており、2014 年 12 月には承認をめざしている。

MOH や UHS の学部（医学部、歯学部）の協力で国家試験免許制度の確立に関連す

る規則の成立も今後見込まれており、これら法制度の改正や関連する規則の成立に

よりプロジェクト効果の政策面での持続性もより高められる見込みである。

２）組織・財政面

組織・財政面の観点からの持続性の評価は以下の理由により時期尚早と判断された。

・ 対象となる学校・病院において看護教育の教育環境改善のための組織・財政面の施

策が MOH のなかで明確に打ち出されていない。教員研修や機材、教材等に充てら

れる予算費目が以前よりは増えてきているといわれているが、その実態は依然とし

て限られたものである。

・ 国家試験免許制度については、制度確立に向けての組織概要や法制度は準備段階に

あるため、その組織・財政的持続性を判断するには時期尚早といえる。

３）技術面

技術面の観点からの持続性の評価は以下の理由により時期尚早と判断された。

・ 対象となる病院・学校での活動は、これらが軌道に乗るまでに依然プロジェクトか

らの技術的サポートを必要としている（例えば、マホソット病院での「看護業務範

囲実施 GL」導入や 3 CHS でのコンピテンシーに基づくカリキュラムの実施など）。

・ 上記の活動のその他対象病院や学校への普及については、県レベルへの普及も含め

後半期の課題として挙げられる。技術面での持続性を高めるため、プロジェクトは

コンピテンシーに基づく看護教育や看護業務範囲 GL に関連する現状調査をマホソッ

ト病院以外の中央病院に対しても実施することが望ましい。

（６）効果発現に係る貢献・阻害要因

１）貢献要因

・ 本プロジェクトは、先行する技術協力「看護助産人材育成強化プロジェクト」で築か

れた MOH や病院、その他関連機関との協力関係を基盤として開始することができた。

・ マホソット病院モデル病棟での活動は、管理職レベル（副院長や看護部長等）の強い

コミットメントもあり順調に進められた。同病院に配属中の JICA シニア海外ボラン

ティア（SV）隊員も看護業務範囲 GL を実践するためのフォーム作成や導入支援など

に協力しており、プロジェクトの効果発現に貢献した。

・ 第三国専門家の一人は毎月ラオスを訪問し、看護教育カリキュラム委員会メンバーへ

の技術指導を行うほか、タイで実施された第三国研修はアウトプット１及び２の所定

の効果を効率的に上げることに貢献した。

２）阻害要因

・ 2012 年 7 月の MOH 再編とその後の C/P 配置までに時間を要したことで、プロジェク
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ト開始から本格的な活動開始までに時間がかかった点。

・ 国家試験免許制度の確立にあたっては、MOH は医師、歯科医師、看護師の 3 職種を

ターゲットとしており、右制度の開発に協力するプロジェクトとしても医師と歯科医

師を含むより広いステークホルダーとの調整が必要となった。

３－３　結　論

AEC 統合に向けた MRA 等の協定は、MOH にとり保健専門職の国家試験免許制度の確立を

急ぐ推進力となっている。これら AEC 統合への動きは、プロジェクトの協力範囲や実施スケ

ジュールへも少なからずの影響を及ぼしたが、プロジェクトは看護や看護師の質を担保するた

めの制度・枠組みの整備に向け進められている。

プロジェクトはほぼ順調な進捗をみせ、3 つのアウトプット達成度はいずれも中程度であると

判断された。前半期の活動によりコンピテンシーに基づく看護教育の基盤が整えられつつあり、

コンピテンシーの理論を臨床と教育の現場で実践する初期段階を迎えている。評価５項目の観

点からの分析結果として、妥当性は依然として高く、有効性は中程度、効率性は適切であると

判断された。インパクトの見込み評価は現時点では時期尚早と判断されたが、看護教育の強化

を通じて均質で質の高いサービス提供へとつながる道筋は明確であることから、上位目標の達

成に向けてプロジェクトは進捗していると判断された。持続性については、政策面では高く、

組織・財政面と技術面の観点からの持続性の評価については現時点では時期尚早と判断された。

３－４　提言と教訓

３－４－１　提　言

調査結果に基づき、調査団は以下のとおり提言を行った。

（１）プロジェクトマネジメント

１ ）プロジェクトの協力内容や方向性をより明確にするため、PDM（ver.1）を修正し、

PDM（ver.2）を適用すること。PDM（ver.2）は、付属資料１の中間レビュー調査報告

書（英文）Annex 4 及び付属資料５を参照されたい。

２ ）プロジェクトの進捗モニタリングに際しては、その枠組みとして PDM（ver.2）記載

の指標を活用すること。

３ ）国家試験免許制度の制定については、2015 年の AEC 統合に向けたロードマップへ

の準拠も考慮し、必要かつ十分な人の配置を行うこと。

（２）看護教育の基準システム（アウトプット１）

４ ）「看護業務範囲 GL」の現状調査は、マホソット病院以外の中央病院に対しても追加

的に実施すること。

５ ）看護手順の実施能力を把握するため、修正した PDM の指標として「標準的な看護計

画」を含めることが望ましい。看護標準計画を含むマネジメントツールは、今後モデ

ル病棟での導入が予定されており、プロジェクトからのモニタリングや技術的指導の

強化を提案する。なお、モデル病棟以外での標準看護計画の作成についてはモデル病

棟活動の振り返り（2014 年終わり）の際に検討すること。

（３）保健人材育成機関の能力強化（アウトプット２）

６ ）2012 年実施済みの現状調査結果に基づき、看護教育環境改善のための具体的アク
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ション（設備、機材、教材を含む）を取ること。

７ ）マホソット病院での経験をその他の中央病院、UHS、3 CHS 及び実習病院に対し広

め、実習担当者の育成を行うこと。

８ ）プロジェクトで対象とする看護教育は上級ディプロマ（3 年）課程であるが、PHS
の教員達にとってもコンピテンシーに基づく看護教育の概念は今後有益であると考え

られることから PHS 教員に対してもこの概念の伝達を行うこと。

（４）調整メカニズムの強化（アウトプット３）

９ ）関係機関とのコミュニケーションや連携強化を通じ教育環境改善のための代替的予

算源の増加を図ること。

３－４－２　教　訓

（１ ）病院での新たな看護実践導入に際しては、管理職レベルのコミットメントと医師の協

力を得ることが重要である。

（２ ）言語・文化的に近い近隣諸国からの第三国専門家は、効果的に組み合わせることで有

益である。
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