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国名
バクー市緊急医療機材整備計画

アゼルバイジャン

Ⅰ 案件概要

事業の背景

アゼルバイジャン共和国の救急医療サービスは、旧ソ連邦時代の体制を踏襲し、救急通報に応じて救
急隊（医師、看護師、運転手）を出動させ、その場で治療を行い、同乗した医師が病院への移送が必要
と判断した場合に患者は救急患者受入病院へ搬送され、緊急手術などの手当を受けていた。しかし、受
入病院における既存の検査・観察・治療機材などは 15 年～20 年前（2007 年時点）の旧ソ連製の機材
で老朽化が進み、数量も不足しており、十分な検査や治療ができない状況にあった。一方、救急隊員は、
一定の救急医療技術を確保するため、定期的に（3 年～5 年に 1 度）再教育を受けていたが、既存の訓
練センターには訓練に必要な人体モデルや観察機材などの機材はほとんどなく、訓練生の技術向上が妨
げられていた。事前評価時において同国経済は好転していたものの、保健医療分野のサービス体制整備
は遅れており、とりわけ救急医療サービス分野は危機的な状態にあり、その改善が急務とされていた。

事業の目的

本事業は、バクー市内の救急患者受入主要 4 病院において救急患者の検査・観察・治療に必要な医療
機材を整備し、訓練センターにおいて救急隊員の訓練に必要な医療機材を整備することにより、対象病
院の救急医療サービスの改善及び救急隊員の技術力向上を図り、もって首都圏の救急医療サービスの改
善・強化に寄与することを目的とする。

実施内容

1. 事業サイト: バクー市内（市立第 3 クリニカル病院、市立第 26 統合病院、共和国脳外科病院、市立
第 6 クリニカル病院、訓練センター）

2. 日本側の実施
救急患者受入主要 4 病院用の検査・観察・治療機材（計 16 品目血液ガス分析装置、電解質分析装置、
血球計数器、生化学分析装置、心電計、患者監視装置、人工呼吸器、徐細動器、シリンジポンプな
ど）及び救急隊員訓練用機材（計 12 品目：蘇生法教育人体モデル、患者監視モニター、心電計、ス
トレッチャー、バックボードなど）の調達に必要な無償資金の供与

3. 相手国側の実施
機材据付けに係る施設改修（市立第 3 クリニカル病院、市立第 6 クリニカル病院、訓練センター）、
機材の適切な使用及び維持管理

事前評価実施年 2006 年-2007 年 交換公文締結日 2008 年 3 月 5 日 事業完了日 2009 年 3 月 10 日

事業費 交換公文限度額：222 百万円、供与額: 217 百万円

相手国実施機関 保健省

案件従事者 システム科学コンサルタンツ株式会社、三菱商事株式会社

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

【事前評価時・事後評価時のアゼルバイジャン政府の開発政策との整合性】
「貧困削減と持続可能な発展に関する国家計画 2006～2015」（事前評価時・事後評価時ともに有効）において「基礎保健サ

ービスへのアクセスの均等化」、「医療施設・機材の整備・更新」、「救急医療体制強化」などが掲げられており、本事業の実施
はアゼルバイジャンの開発政策に合致している。
【事前評価時・事後評価時のアゼルバイジャンにおける開発ニーズとの整合性】

本事業対象の各病院は、いずれも事前評価時から事後評価時に至るまで首都圏トップレファラル病院または中核病院として
の重要性を有しており、救急患者の多くが搬送されていることから、救急医療機材整備へのニーズは高い。また、救急隊員が
一定の救急医療技術を確保するために定期的な再教育を受けている（事後評価時において年に 20 回程度実施）ことは、救急
隊員訓練用機材整備にかかるニーズを示している。
【事前評価時における日本の援助方針との整合性】

「政府開発援助（ODA）国別データブック（2006年）」において「社会セクター（特に保健・医療、教育）」がアゼルバイ
ジャンにおける援助重点分野に掲げられており、本事業は日本の援助方針と十分に合致している。
【評価判断】

以上より、本事業の妥当性は高い。
2 有効性・インパクト

【有効性】
事業実施前に定量的効果の指標として掲げられた、「搬送救急患者受入可能数」（指標 1）及び「うち入院患者数」（指標 2）

について、当初（2006 年）において、対象 4 病院へ搬送された年間約 2 万人の救急患者のうち、5,305 人（27%）が入院し、
14,695 人が救急処置を受けて帰宅したとされ、本事業完了後も搬送される救急患者の 27%程度が入院するものと想定されてい
た。一方、事後評価時において、対象 4 病院からは、搬送された救急患者数と入院患者数は同一であるとの回答があった。こ
れによると、指標 1 の実績値（2014 年）は目標値（2011 年）の 47%となり、指標 2 の実績値（2014 年）は目標値（2011 年）
の 178%となる1。事業実施前の数値は保健省と対象病院の双方で確認されたものだが、事後評価時の数値は保健省からの情報
は入手できず、精査が困難である。

他方で、「バクー市緊急・救急ステーション（EMS）救急隊員の訓練受講者数」（指標 3）については、本事業完了以降、救
急隊員数は組織再編等により事業実施前の人数の 74%（2014 年）に減少しているが、EMS に所属するすべての救急隊員が訓
練を受講している。EMS からは、本事業で調達した蘇生法教育モデルを使用しての心臓マッサージ、蘇生法、負傷部分の固定

                                           
1 対象 4 病院すべてのデータを含む実績値（本事業完了以降）は 2014 年のみであるため、2014 年の実績値と目標値を比較した。



方法、挿管方法など救急処置に必要な訓練を実施できるようになったとの回答があった。
また、事業実施前に指標の設定はされていなかったが、調達機材の活用が検査・治療の質向上に貢献しているかを判断する

ため、補完情報として「救急入院後 48 時間以内の死亡率」を確認した。これについては、事業完了後、低い割合で推移して
いる2。対象 4 病院からは、本事業で調達した内視鏡セットなどの機材の活用により、より正確かつ精度の高い診断が可能にな
ったとの回答があった。

以上から、事業実施前と事後評価時点で精査が困難な部分があるものの、事業目的として掲げられた「対象病院の救急医療
サービスの改善及び救急隊員の技術力向上」について、本事業により一定の効果発現があったと考えられる。
なお、本事業で調達した救急医療機材のうち、救急隊員訓練用機材（計 12 品目・計 60 機材）は事後評価時においてすべて活
用されているが、救急患者受入主要 4 病院用の検査・観察・治療機材（計 16 品目・計 107 機材）については、事後評価時に
活用されているのは計 10 品目・計 60 機材（調達機材総数の 56%）であった。特に、検査機材（血液ガス分析装置、電解質分
析装置、自動血球計数器、コアギュロメータ、グルコースアナライザ、生化学分析装置）については、主に消耗品不足により
使用されていない。
【インパクト】

本事業のインパクトとして想定された「首都圏の救急医療サービスの改善・強化への寄与」について、一定のインパクト発
現があったと考えられる。「救急入院後 48 時間以内の死亡率」と同様に補完情報として設定した「EMS への再コール率」及び
「救急隊到着後の患者死亡率」については、事業完了後は 1％未満で推移し、かつ数値が減少し続けている。本事業により救
急隊員全員が訓練を受けられるようになり、適切な処置を行えるようになったことが改善の要因として EMS から挙げられて
いる。対象 4 病院によれば、本事業実施前には救急隊員は応急処置をほとんどせずに患者を搬送してきたが、事業完了後は除
細動器など機材の使用方法を習得し、また心電図の数値を正確に読めるようになり、その数値に基づき現場でまたは搬送中に
適切に処置できるようになったため、搬送後の手術も円滑に行えるようになったとのことである。

また、本事業で調達した機材には検査廃液の発生する機材も含まれているが、環境・自然資源省が定める規定に則り、検査
廃液は専用の収納缶に廃棄され、廃棄物処理専用業者が定期的に回収しており、環境に十分留意しているといえる。本事業に
よる自然環境への負のインパクト、用地取得・住民移転は発生していない。
【評価判断】

搬送された救急患者数と入院患者数については情報不足により十分に検証できなかったものの、EMS 訓練受講者数について
改善が見られている。インパクトの達成状況については、補完情報による評価であるが、調達機材を用いた訓練による救急隊
員の技術力向上が EMS への再コール率や救急隊到着後の患者死亡率の近年の減少に一定程度貢献したと考えられる。本事業
で調達された機材の 3 割程度（病院用機材及び訓練用機材の調達総数合計の 3 割程度）が十分に活用されていない状況も見ら
れ、発現が確認された有効性・インパクトの本事業の貢献度分において、この点を差し引いて考慮する必要がある。
以上より、本事業の有効性/インパクトは中程度である。

定量的効果

指標 事業実施前

（2006 年）

目標値

（2011 年）

実績値

（2011 年）

実績値

（2012 年）

実績値

（2013 年）

実績値

（2014 年）

指標 1: 搬送救急患者受入可能数（人）(1) 20,000 30,000 7,899 6,284 10,315 14,200
指標 2: うち入院患者数（人）(2) 5,305 8,000 7,899 6,284 10,315 14,200
指標 3: EMS 救急隊員数（人）

うち訓練受講者数（人）(3)
2,400
1,200

2,400
2,400

N/A
1,880
1,880

1,827
1,827

1,784
1,784

補完情報：救急入院後 48 時間以内の死亡率（%）(4) N/A - 6.63 4.70 4.81 6.00
補完情報：EMS への再コール率（%）(5) N/A - N/A 0.20 0.13 0.09
補完情報：救急隊到着後の患者死亡率 (%) (6) N/A - 0.80 0.75 0.65 0.64

注(1)「搬送救急患者受入可能数」は本事業対象 4 病院へ実際に救急搬送された人数（4 病院の合計）。なお、市立第 6 クリニカル病院は 2012
年に 5 カ月間及び 2013 年に 1 年間、共和国脳外科病院は 2011 年と 2012 年の 2 年間、改装のため閉院。よって対象 4 病院すべてのデータを

含む実績値（本事業完了以降）は 2014 年のみ。(2)「うち入院患者数」は救急搬送された患者のうち、入院した患者数（4 病院の合計）。上

記（1）に記したように、対象 4 病院すべてのデータを含む実績値（本事業完了以降）は 2014 年のみ。(3)「EMS 救急隊員数」及び「うち訓

練受講者数」はバクー市 EMS の救急隊員数及び訓練受講者数。(4)「救急入院後 48 時間以内の死亡率」は救急入院後 48 時間以内の死亡者

数／救急入院患者数 x100 により算出（4 病院の平均）。上記（1）に記したように、対象 4 病院すべてのデータを含む実績値（本事業完了以

降）は 2014 年のみ。(5)「EMS への再コール率」は救急コール数のうち、救急隊が診断処置した後、容態の悪化などで再度救急隊を呼んだ

割合。(6)「救急隊到着後の患者死亡率」は救急隊出動数のうち、救急隊の現場到着から現場での処置または搬送中に患者が死亡した割合を

指す。

出所：基本設計調査報告書、4 病院及び EMS への質問票・インタビュー

3 効率性

本事業は、事業費及び事業期間ともに計画内に収まり（計画比はそれぞれ 98%、82%）、効率性は高い。

4 持続性

【体制面】
本事業で調達した救急患者受入病院用の機材は各病院の検査室及び蘇生室に勤務する医療従事者が維持管理を行い、訓練用

機材は主に救急隊員に対する訓練・指導を行う指導員が維持管理を行っている。本事業対象 4 病院における医師数及び看護師
数は病院改装後の部門数や病床数の変更などに伴い、事業実施前と比して病院ごとにそれぞれ増減が見られるものの3、人員不
足により調達機材の効果的な活用、日常・定期点検、（軽微の）修理が行えないという事態は発生していないことから、本事
業対象の各医療機関における人員配置は十分であるといえる。

                                           
2 例えば、日本の民医連『厚生労働省「医療の質の評価・公表等推進事業」報告書』をみると、病院の規模や性質により異なるとしつつ、

2014 年度の調査における中央値 6.01 という数値が示されている。
3 事後評価時点において、事業実施前と比して職員が増加したのは市立第 3 クリニカル病院及び市立第 26 統合病院、減少したのは共和国脳

外科病院及び市立第 6 クリニカル病院。増減の理由はベッド数の変更や部門の移転など。



【技術面】
本事業で調達した機材は基本的な医療機材であることから医療従事者であれば使用方法を把握しており、また技術不足によ

り調達機材の効果的な活用、日常・定期点検、（軽微な問題の）修理が行えないという事態は発生していないことから、本事
業対象の各医療機関における医療従事者の技術レベルは十分であるといえる。また、各医療機関において、本事業にて配布さ
れた調達機材の取扱説明書及び維持管理マニュアルは活用されており、新しい担当者が着任した際に機材の活用方法の確認の
ため、シニアレベルの職員が取扱説明書や維持管理マニュアルを用いて研修を実施している。
【財政面】

保健省は本事業で調達した機材を活用するための予算は確保していると回答している。調達から 5 年以上を経た事後評価時
点で機材の 7 割程度は稼働していることから、維持管理に一定の支出がなされているとは想像される。

一方、医療機材の軽微な修繕は各医療機関の予算で賄われているが、消耗品は医療機関が独自に調達するのではなく、保健
省がAzermedteknikaという傘下のエージェントを通じてすべての医療機関で必要とする消耗品を一括調達する体制になってい
る。これは、保健省が合理化のため医療機材と消耗品を一括調達するプログラムを進めた結果である。しかしながら、本事業
で調達したすべての機材で必要な消耗品が一括調達の対象とはなっておらず、病院からの申請に応じた保健省からの調達・供
給も行われていない状況にある。

2007 年 12 月の基本設計調査では、本事業で調達が予定される機材は、アゼルバイジャン側の運営体制、技術レベルおよび
財務状況に沿って計画されており、消耗品等を含めた運営・維持管理費用については、アゼルバイジャン側で予算化されるこ
とが合意文書で確認されている。ただし、当時の合意文書では、消耗品も含めそれらの費用は各対象病院、EMS で負担すると
いう内容になっており、消耗品やスペアパーツは、保健省が一括して調達するという現在の仕組みとは一部異なっている。
【維持管理状況】
既述のとおり、事後評価時点において、消耗品及びスペアパーツの不足、並びに、先方保健省の説明によると新規機材への

更新により、本事業で調達された機材の 3 割程度が使用されていない。本事業対象の各医療機関では、機材を使用しながら不
具合があればその都度点検・保守を行っており、各医療機関内で修理が困難な故障の場合には、保健省イノベーション部が修
理を手配している。しかしながら、機材のメンテナンス計画や更新計画は作成されていない。

なお、アゼルバイジャン側関係者からは、これら機材に関しては、順次更新、代替を進めているとの説明がされているが、
これら機材の運営・維持や更新に関する保健省側の方針や計画については、十分な回答がなく検証が難しい状況である。
【評価判断】

以上のとおり、体制面、技術面に問題は見られないものの、財務面は検証が難しく、維持管理状況に課題が見られるため、
本事業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

本事業は、事業目的を部分的に達成した：搬送された救急患者数と入院患者数については情報不足により十分に検証できな
かったものの、効果指標の実績値は EMS 訓練受講者数について改善が見られている。インパクトの達成状況については、調
達機材を用いた訓練による救急隊員の技術力向上が EMS への再コール率や救急隊到着後の患者死亡率の近年の減少に一定程
度貢献したと考えられる。また、検査廃液の処分などが適正に行われており、自然環境への負のインパクトも生じていない。
他方、持続性については、アゼルバイジャン保健省が説明する新規機材への更新、代替もあったであろうが、これまで同省

による消耗品供給の手配が十分には行われていなかったことに加え、各医療機関には機材のメンテナンス計画や更新計画がな
いことなど、財政面及び維持管理状況に不明な点や課題が見られる。

なお、以上を総合的に判断すると、本事業の評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

【実施機関への提言】
保健省は、消耗品調達体制を整備し、必要な消耗品が対象医療機関に供給され、本事業で調達された機材の使用状況の向上

を図ることが望まれる。また、各対象医療機関は、機材のメンテナンス計画や更新計画を策定することで維持管理状況の改善
を図ることが望まれる。

なお、新しい機材の調達などにより供与した機材の使用を停止する場合にも、今後の使用の可否を検討した上で事前に日本
側と協議を行い、適切なプロセスを通じた処分を行うことが望まれる。
【JICA への教訓】
現在、利用されていない機材に関しては、アゼルバイジャン保健省から、これら機材について、順次更新、代替を進めてい

るとの説明がされている。しかしながら、機材の運営・維持や更新に関する保健省側の方針や計画については、十分な回答が
なく検証が難しい状況である。

事業の実施後には、中央政府の突然の施策変更などもありうるが、事業効果の持続性をより担保すべく、機材のメンテナン

スや更新などの全体的な計画も含めて、政策決定に影響を持つ関係機関と予め合意しておくことなども考慮しておく必要があ

る。

市立第 3 クリニカル病院で使用されている閉鎖式保育器 市立第 26 統合病院で使用されている患者監視モニター




