
１－１　協力の背景と概要

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）では、長く続いた内戦により医療従事者数が

激減した（内戦を生き延びた医師は 43 名といわれている）。1991 年の内戦終結後、カンボジア

政府は、わが国を含む多数のドナー等の支援を得つつ、各種関連制度の整備や医療人材の育成

を行うとともに、医療施設、機材の整備を実施した。

医療施設、機材の整備については、首都プノンペンのみならず州都を中心に地方都市におい

てもある程度進展したが、一方でその管理体制の構築が行われなかったため、特に医療機材

（ME）については、操作・使用方法が分からない、多くが老朽化しており故障しやすい、故障

した医療機材の状況を判断できる人材がいない、スペアパーツの入手、機材の更新に必要な資

金が確保できないなど複合的な問題が生じていた。また、ドナーや NGO の寄付によって、新

規・中古の医療機材が個別に導入されたため、医療機材管理（MEM）を効率的に行うことが困

難となった。

これを受け、2006 年 1 月～ 2008 年 12 月まで、「医療機材維持管理システム普及プロジェク

ト（MEDEM-1）」を実施し、最高次レベルのレファラル病院（CPA3）及び一部の国立病院（NH）

において、技術部門と管理部門間の連携と能力強化が図られ、基礎的な医療機材管理の仕組み

が導入されるとともに、病院と保健省ナショナルワークショップチーム（NWT）〔保健省病院

サービス部と、国立母子保健センター（NMCHC）内の医療機材保守管理部門で構成されるチー

ム〕との間で医療機材管理活動状況の報告とそれに応じたモニタリング・指導を行う体制（医

療機材管理システム）の構築といった成果が達成された。

しかしながら、実際にカンボジアの医療機材の状況が改善し、安定的な医療サービスの供給

に資する状態を確保するには、引き続き CPA3/NH において医療機材管理システムの改善と定

着、さらには、機材配置・予算計画策定能力の強化等病院管理と連携した活動の実施が必要で

ある。また、第二次レファラル病院（CPA2）に対してもこの仕組みを導入し、システムの拡大

を行うことも必要となっていた。この背景から、カンボジア政府はわが国に対して支援を要請

し、JICA はカンボジア保健省病院サービス部と NMCHC を主なカウンターパート（C/P）とし、

｢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（MEDEM-2）」（以下、本プロジェクト）

を 2009 年 11 月から 2014 年 11 月までの 5 年間の予定で実施している。

JICA 側は 2009 年 11 月から 2012 年 3 月まで、業務実施契約にて本プロジェクトを運営し、

2012 年 7 月からは直営業務調整員及び業務実施契約単独型により、2 名の長期専門家（総括／

１．案件の概要

国名：カンボジア王国
案件名： 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

分野：保健 援助形態：技術協力プロジェクト

主管：カンボジア事務所 協力金額（評価時点）：4 億 1,000 万円

協力期間 （R/D）：2009 年 11 月 22 日

～ 2014 年 11 月 21 日（5 年間）

先方関係機関：保健省

日本側協力機関：有限会社エストレージャ、財団法人

家族計画国際協力財団（ジョイセフ）共同事業体（2009
年 11 月 22 日～ 2012 年 3 月 31 日、それ以降はなし）

他の関連協力：–

評価調査結果要約表

i



医療機材管理、業務調整）と延べ 7 名の短期専門家（保健行政・マネジメント、医療機材メン

テナンス、医療機材管理システム、医療機材ネットワーク、5S-Kaizen-TQM）を派遣し、CPA3/
NH の機能強化、医療機材管理ガイドライン策定等に係る技術移転を行い、22 カ所の CPA3/NH
での医療機材維持管理のシステム定着、機材のインベントリー作成・更新、廃棄ガイドライン

に沿った機材処分、簡易な機材修理等の自立的な実施を行ってきた。また、同システムを CPA2
に拡大するためのローカル指導者としての役割を担うため、22 カ所の対象病院のうち特に優秀

な「リード CPA3/NH」を 6 カ所選定し、医療機材維持管理システム拡大のための指導者の育成

を行ってきた。これらの成果は、「医療機材管理マニュアル」及び、「医療機材管理ネットワー

クマニュアル」として取りまとめられた。また、CPA3 のない 6 州においても CPA2、第一次レ

ファラル病院（CPA1）の州立病院を医療機材管理システムの新規対象病院として追加し、医療

機材管理ネットーク対象の CPA2 郡病院も先行導入した 10 カ所から、22 カ所の全 CPA2 郡病院

に対象を拡大して協力を行っている。

１－２　協力内容

プロジェクトの概要は、22 カ所の CPA3/NH と CPA2 病院を対象とした、カンボジアに適し

た医療機材管理システムを構築することである。保健省病院サービス部所掌の NWT を中心と

して、CPA2 に対しては、リード CPA3 が指導・支援を行う仕組みをつくる。

（１）上位目標： 本プロジェクトで確立された「カンボジア医療機材管理システム」が定着し、

プロジェクト対象 CPA2 以外の CPA2 にも拡大される。

（２）プロジェク ト目標：「カンボジア医療機材管理システム」が構築され、ナショナルワーク

ショップチーム（NWT）、対象 CPA3/NH と CPA2 の協力のもと、医療機材管理

活動が実施される。

（３）成　果

１）成果１： 対象 CPA3/NH において、保守・点検、簡易な修理、機材配置、予算計画制定

などを含む医療機材管理システムが実施されるようになる。

２）成果２： 医療機材管理システムの中核となる L-CPA3/NH における NH 管理体制が強化

され、CPA2/NH 病院指導のための能力が強化される。

３）成果３： 医療機材管理活動上の相談・支援・監督のためのネットワークの基礎が、

NWT － L-CPA3/NH －対象 CPA2 間で確立される。

４）成果４：医療機材管理の指導のための NWT の能力が向上する。

（４）投入（評価時点）

１）日本側： 長期専門家 6 名、短期専門家 4 名、本邦研修受入れ 3 名、技術交換事業 40
名、機材供与　3 万 9,818USD、ローカルコスト負担　3,712 万 2,000 円（36
万 5,087USD）

２）相手国側 ：C/P 配置マネジメント 4 名、NWT9 名、22 CPA3/NH 98 名、 26 CPA259 名、

CPA1 3 名、執務室提供、ローカルコスト負担
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３－１　実績の確認

（成果の達成度）

（１）成果１： CPA3/NH において、保守・点検、簡易な修理、機材配置、予算計画制定などを含

む医療機材管理システムが実施されるようになる。→ ほぼ達成された。

指標 1-1及び 1-4は完全に達成、指標 1-2及び 1-3はほぼ達成された。適切なフォローアッ

プ活動が行われることで、プロジェクト終了までにこれらの指標を完全に達成することは

可能である。また、終了時評価調査団は、医療機材の状況が各病院により適切に把握され

るようになった、医療機材の寿命が延びた、医療機材ユーザーが正しく医療機材を使用す

るようになったなどの効果を確認した。

・指標 1-1： 対象 CPA3/NH のすべてが、医療機材の取り換え、メンテナンス計画を準備し、

必要な予算を AOP に反映する。

⇒ 全 18 の CPA3 が年間計画（AOP）にこれらの活動予算を計上した。4 つの国立病院は、

独立行政法人化されたことにより、AOP を作成し保健省に提出する必要はなくなったた

め、独自で予算計画を策定した。

・指標 1-2：対象 CPA3/NH の医療機材管理モニタリングスコアが、80％を超える。

⇒ 医療機材管理報告スコアについては、すべての病院が目標値に達した。医療機材技術者

モニタリングスコアについては、2014 年上半期時点で 1 つの病院が目標値に達していな

いが、20 病院が目標値に達し、Siem Reap CPA3 は 2014 年は訪問されていないが、2013
年下半期に目標値に達した。医療機材マネジャーモニタリングスコアは、2014 年上半期

時点で 21 病院が達成し、Siem Reap CPA3 は 2014 年のデータはないが 2013 年下半期に

は目標に達した。平均スコアはいずれも 80％を超えた。

・指標 1-3：不必要な医療機材が特定され、廃棄リストに記録される。

⇒ 2013 年下半期時点で、22 病院中 16 の病院が医療機材廃棄リストを NWT に送付した。

・指標 1-4：医療機材管理に関連する会議を、各 CPA3/NH が少なくとも年 2 回開催する。

⇒  2013 年下半期時点で、全 22 の CPA3/NH が、医療機材管理に関する会議を年 2 回実施し

た。

（２）成果２： 医療機材管理システムの中核となるL-CPA3/NHにおけるNH管理体制が強化され、

CPA2/NH 病院指導のための能力が強化される。→ ほぼ達成された。

すべての指標は達成された。しかし、医療機材技術者の資質や病院側の監督能力の低さ

などにより、医療機材管理活動の質及び精度の面で課題の残る病院もいくつか残る。よっ

て、今後も L-CPA3/NH の活動の質及び精度を更に改善する努力が望まれる。

２．評価調査団概要

調査者

団　　長　竹内　博史　JICA カンボジア事務所　次長

保健計画　櫻井　杏子　JICA 人間開発部保健第 3 課　専門嘱託

協力企画　水沢　文　　JICA カンボジア事務所　職員

評価分析　坪根　千恵　グローバルリンクマネージメント（株）

調査期間 2014 年 5 月 26 日～ 6 月 13 日 評価種類：終了時評価

３．評価結果概要　
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・ 指標 2-1：全ての L-CPA3/NH の MEM-WG が、指導、支援等に関する TOT 研修を受ける。

⇒  L-CPA3/NH に対し 15 回のトレーナー研修（TOT）が行われた。L-CPA3/NH の医療機材

管理モニタリングスコアは、3 種類のいずれも他の 16 の CPA3 よりも高く、L-CPA3 と

しての能力が強化されたことが分かる。

・指標 2-2：対象 L-CPA3/NH の医療機材管理モニタリングスコアが 90 ポイントを超える。

⇒  2014 年上半期時点では、6 つのうち 5 つの L-CPA3/NH が、すべてのモニタリングスコ

アにおいて目標値に達し、2014 年上半期に訪問されなかった Siem Reap CPA3 は、2013
年下半期には目標値に達した。平均値は、2009 年以降すべてにおいて改善され、90 ポイ

ントを超えた。

・指標 2-3：L-CPA3 の対象 CPA2 に対するコンサルテーション能力のスコアが改善する。

⇒ 医療機材管理ネットワーク研修の研修前後のテスト結果の比較、及び CPA2 の医療機材

モニタリングスコアがおおむね改善傾向にあることから、L-CPA3 のコンサルテーション

能力が向上したことがわかる。

（３）成果３： 医療機材管理活動上の相談・支援・監督のためのネットワークの基礎が、NWT －

L-CPA3/NH －対象 CPA2 間で確立される。→ ほぼ達成された。

指標は達成されたが、2013 年に新しく参加した 12 の CPA2 の能力は比較的弱い。加え

て質問票の回答によると、CPA2 の MEM-WG のうち、約半分が CPA3 からのコンサルテー

ションはまだ十分でなく、約 3 分の 1 が医療機材管理ネットワークはまだ十分に機能して

いないと認識している。

・指標 3-1： 医療機材管理ネットワークガイドラインが作成され、NWT － L-CPA3/NH －

CPA2 のネットワークが、2013 年 3 月までに機能する。

⇒  2011 年 9 月に、医療機材管理ネットワークマニュアルの第 1 版が作成された。パイロッ

トの医療機材管理ネットワークは 2011 年 12 月に開始した。

・指標 3-2： すべての対象 CPA2 が、医療機材インベントリーを含む医療機材管理報告書

を L-CPA3/NH へ提出する。CPA3/NH は、対象 CPA2 の報告書及び通信記録を

NWT に提出する。

⇒  2014 年 6 月時点で、すべての 22 の CPA2 が 2014 年下半期の医療機材管理報告書及び通

信記録を CPA3 に提出しており、これらはすべて NWT に提出された。

（４）成果４： 医療機材管理の指導のための NWT の能力が向上する。→ ほぼ達成された。

指標は達成されたが、9 名の NWT メンバー中、2 名はほとんどプロジェクト活動に参加

しなかったため能力強化ができなかったことが、本成果の達成度をやや限定的にした。

・ 指標 4-1：必要な行政文書が 2012 年 3 月までに作成される。

⇒ マニュアル、ガイドライン、政策文書・長期戦略ドラフト等を含む 7 つの文書が作成さ

れた。

・指標 4-2：NWT 活動のための予算が、2012 年以降も配分される。

⇒ 本プロジェクトの活動費として AOP を通じて保健省病院サービス部（HSD）により要請

された予算額は 27 万 475.43 USD に上る。実際には、研修やセミナー費用として、4 万

5,320 USD が供与された。

・ 指標 4-3：NWT の定例会議が少なくとも年 4 回開催される。
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⇒ 同会議は、2011 年に 5 回、2012 年に 4 回、2013 年に 4 回実施、2014 年は 6 月時点で 2
回開催された。

（プロジェクト目標の達成度）

プロジェクト目標： 「カンボジア医療機材管理システム」が構築され、ナショナルワーク

ショップチーム（NWT）、対象 CPA3/NH と CPA2 の協力の下、医療機材

管理活動が実施される。→ ほぼ達成された。

指標１及び指標３は完全に達成された。指標２はほぼ達成されたが、成果３に記述のとおり、

CPA2 の約半数は CPA3 の支援に満足しておらず、3 分の 1 はネットワークが十分には機能して

いないと考えている。この理由として全 CPA2 を対象としたネットワーク活動は 2013 年に始

まったばかりであること、CPA2 を訪問・指導する人的、財政的余裕が CPA3 には十分にないこ

とが挙げられる。

・指標１： 全ての対象 22CPA3/NH の医療機材稼働率が 90％を超える。対象 CPA2 の医療機材

稼働率は 80％を超える。

⇒  CPA3/NH に関しては、2013 年下半期に 22 すべての病院が 90％に達した。CPA2 に関しては、

2014 年上半期で全 22 病院中 4 病院は 80％に達していないが、10 の元々の対象 CPA2 のすべ

てが目標値に達した。CPA3 の平均値は 2013 年の下半期には 95.6％に達し、CPA2 の 2014 年

上半期の平均は 87.7％に達した。

・指標２： CPA2 からのリクエストに対する L-CPA3/NH の適切な対応の割合が 60％を超える。

⇒ プロジェクトが当初より対象としていた 10 の CPA2 のうち、1 病院以外は目標値に達した。

2013 年下半期の通信記録の平均スコアは 46.9 で、2014 年上半期には 71.1 にまで改善した。

一方、CPA3 からのコンサルテーションや支援に満足していない CPA2 の割合は約半数にの

ぼった。

・指標３： 残った CPA3/NH が L-CPA3/NH になるための研修が始まる。

⇒ 医療機材管理ネットワークは、2013 年 9 月にすべての CPA3 及び CPA2 を含むネットワーク

へと拡大した。新しくネットワークに参加した CPA3 への研修は 2013 年 9 月及び 2014 年 1
月に行われた。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：高い。

本プロジェクトはカンボジア政府の政策及びわが国の援助政策と合致している。医療機

器及び管理やメンテナンス等の強化は、「カンボジア保健戦略計画（2008 ～ 2015）」の保健

政策方針のひとつである。また、「適切な医療用品、基礎的な機器やインフラの配置を実現

するための手順やフォローアップシステムの開発」は、同戦略計画の戦略的介入のひとつ

とされている。また、2012 年 4 月のわが国外務省の国別援助方針では、「社会開発の促進」

が援助重点分野のひとつに掲げられており、「保健医療の充実」は同重点分野の開発課題の

ひとつとされている。JICA 事業展開計画においても、本プロジェクトは同開発課題の下に

位置づけられている。

本プロジェクトは、カンボジア政府及び病院のニーズに合致している。まず、多くのド

ナーがさまざまな医療機材をカンボジアに供与してきたが、カンボジアは医療機材の管理

システムを有していなかった。さらに、医療機材管理を支援するドナーも JICA 以外に存在

しない。
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ネットワークの形成により、MEDEM-1 時より NWT 及び CPA3 に蓄積された知識やスキ

ルを CPA2 と共有することが可能となった。また、これにより、病院から政府へのフィー

ドバック、及び政府から病院へのフィードバックを可能にした。よってプロジェクトの手

段は適切であった。

（２）有効性：おおむね高い。

プロジェクト目標の指標の推移から、プロジェクト目標達成の見込みは非常に高い。ま

た、終了時評価調査団は、CPA3及びCPA2レベルでのさまざまな改善点や効果を確認した。

プロジェクトの論理構成はおおむね明確で効果的であった。他方、成果２の 6 つのパイ

ロット L-CPA3/NH の能力強化については、ある程度達成されたものの、活動の質に課題の

残る L-CPA3/NH もあったこと、その他の CPA3 のうちより活発に活動を行う病院も存在し

たこと、プロジェクト途中からすべての CPA3 及び CPA2 を対象としたことから、他の成

果と比較し、プロジェクト目標達成への貢献度はやや限定的といえる。

各病院に対するモニタリングやフォローアップの訪問では、各病院の課題解決に役立っ

たことが聞かれた。一方、医療機材技術者は能力にばらつきが大きいため、研修はあまり

能力の高くない医療機材技術者にとっては、ついていくことが難しいこともあった。さら

に、講師中心の研修が多く、参加者の学びを促進する手法が十分に活用されていなかった。

また、本プロジェクトでは多くのマニュアル等の文書を作成した。これらは全国の病院

に医療機材管理の情報を普及させるのに有用であった。一方で、多くの文書が作成・改訂

されたため、病院によっては混乱が生じたり、内容が長くなったため理解が難しくなるな

どの課題もあった。

（３）効率性：おおむね高いが、投入に一部課題があった。

さまざまな研修やセミナーが実施され、延べ 1,800 人が裨益したことは、成果１、２及

び３の産出を確実にした。また、当初は 32 病院をプロジェクトの対象としていたが、予算

内で国内すべての CPA3 及び CPA2、並びに 4 つの国立病院の合計 50 病院に裨益すること

ができた。

一方、2012 年の 3 月から 7 月まで、日本側の契約形態の変更のため、プロジェクトが一

時中断した。このため、さまざまな活動が 2013 年に集中せざるを得ず、CPA3 の定期モニ

タリングが十分に行えない、時間的余裕を保った短期専門家の雇用ができないなどの課題

が生じた。

MEDEM-1 の実施中に能力強化された保健省及び CPA3/NH の C/P が本プロジェクトでも

活用され、成果の産出に有益であった。一方、NWT のメンバー数が減少したこと及びプロ

ジェクト後半で対象病院が増えたことで、残りの NWT メンバーの負担が増大した。

2013 年に医療機材管理ネットワークの分野で 2 名の異なる専門家が派遣されたが、両専

門家の意見の相違のため、製本されたばかりのマニュアルが改訂されるなど、業務に非効

率な点があった。

2011 年の本邦研修に関し、派遣前の情報共有や日本での調整に課題があった。参加者に

よると、研修内容自体は、視野を広げ、政策文書等を策定するのに有意義であったことが

聞かれた。

スリランカでの 5S 研修では、カンボジアですぐに応用できる点について学べたため、参

加者により高く評価され、5S を用いた活動も病院内で開始されている。

NWT に対する日本人専門家によるオンザジョブ・トレーニング（OJT）により、NWT
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メンバーは医療機材管理の手法について学ぶとともに、マニュアル改訂手順等についても

学ぶことができた。

本プロジェクトと第二次保健セクター支援プログラム（HSSP2）との覚書が結ばれ、プ

ロジェクト専門家が HSSP2 へ支援を行った。この覚書は、カンボジア側予算を HSSP2 ファ

ンドから獲得する際、有効であった。他スキームとの連携としては、対象病院に派遣され

ている青年海外協力隊との連携や、JICA の無償資金協力スキームの準備へのプロジェクト

側からの支援事例があった。

（４）インパクト：おおむね高い。

上位目標： 本プロジェクトで確立された「カンボジア医療機材管理システム」が定着し、

プロジェクト対象 CPA2 以外の CPA2 にも拡大される。

プロジェクト期間中に当初対象としていなかった CPA2 も対象に含めたため、上位目標

の達成度は高い。プロジェクト終了後、保健省が活動を継続するための適切なサポートを

提供することで、将来的に上位目標を達成することは可能である。

・指標１： 全ての CPA2 の医療機材管理モニタリングスコアが 60％を超える。

⇒  2014 年上半期に、22 病院中 21 病院が 2 種類のモニタリングスコアの両方で目標値に達

した。医療機材管理報告スコアの平均は 90.2％、医療機材マネジャーモニタリングスコ

アは 80.0％であった。

・指標２： CPA3/NH の医療機材稼働率が 95％を超え、かつ全ての CPA2 の稼働率が 80％
を超える。

⇒  CPA3 は 22 病院中 15 病院が、CPA2 は 22 病院中 18 病院が目標値を達成した。CPA3/NH
の医療機材稼働率平均は 2013 年下半期で 95.6％で、CPA2 の 2014 年上半期の稼働率平

均は 87.7％であった。

・指標３：基本的な医療機材の稼働可能平均時間が長くなる。

⇒ プロジェクトチームは ①全 22CPA3/NH の 10 の基本的な医療機材の平均稼働率の経年変

化、及び②保健省が策定した CPA3 の医療機材のガイドラインに沿ってプロジェクトが

定めたインデックスと実際の状況の比較、を代替指標とした。①は、1 病院以外すべて

の病院で改善した。②は、2010年では、220中 70機材がインデックスを下回っていたが、

2013 年では、56 機材が同インデックスを下回った。よって、より多くの機材が利用可能

な状況になり、稼働状況が改善された。一方、HSSP2 より多くの新しい機材が供与され

たことも、この指標の改善の要因と考えられる。

正のインパクトとしては、本プロジェクトの対象ではない CPA1 の医療機材管理を CPA3
が支援したり、5S-KAIZEN 活動として、病院が寄付を募り洗濯場を完成させるなどの事例

が確認された。

（５）持続性： 中程度であるが、保健省が NWT を保持し、NWT の活動ための適切な予算を配布

することができれば、より高い持続性が見込める。

１）政策面： プロジェクトチームは医療機材管理政策文書及び長期戦略文書案の第 1 稿を

作成した。プロジェクト終了までにこれを最終化し、保健省より承認を得る

予定である。

２）財政面：�プロジェクト期間中、カンボジア側から HSSP2 を通じて予算が獲得された。
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今後は保健省が活動費獲得の努力をする意思が表明されたが、より具体的な

予算獲得の計画や見通しが必要である。一方、政策文書及び長期戦略文書が

承認されれば、政府予算の配賦が促進されると考えられる。病院では、医療

機材のメンテナンス及び修理費用を捻出するのが困難な状況である。また、

他病院を訪問するための交通費の捻出も難しい。

３）組織面：�NWT の役割がプロジェクト終了後も継続されるかどうかは明らかになってい

ない。保健省は NWT メンバーを再編成し、活動を継続的に行うことを検討

している。

ネットワークを強化・継続させるには、州保健局（PHD）及び保健行政区（OD）

が病院の活動を適切に監督し、必要な支援やガイダンスを各病院に提供する

システムを構築する必要がある。

プロジェクトが対象とした医療機材技術者の 3 分の 1 が公務員ではなく、契

約社員あるいは臨時職員である。よって、各病院は医療機材技術者の持続性

に不安を抱いている。

壊れた医療機材を廃棄するには、保健省及び経済財務省を通じた複雑な手順

を踏む必要があるため、多くの病院は完全に廃棄できずに、壊れた医療機材

を長年倉庫に眠らせている。

４）技術面： NWT は、モニタリングやフォローアップ活動及び、マニュアル改訂は自ら実

施できるレベルに達している。今後さらに効果的な研修手法を身に付けるこ

とが期待される。

CPA3/NH では、技術的にはおおむね医療機材管理活動を継続できるレベルに

達している。CPA2 に関しては、特に 2013 年から新たに参加した病院は、更

なる能力改善の余地がある。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

・先行プロジェクトからの比較的長期にわたる技術支援

（２）実施プロセスに関すること

・ 病院における医療機材管理の現状の点数づけ及びプロジェクト・サイクル・マネジメン

ト（PCM）ワークショップの開催を通じた、プロジェクト活動及び指標の定期的なモニ

タリング

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）計画内容に関すること

・ 日本側運営形態（専門家・コンサルタントの契約形態）変更によるプロジェクトの一時

中断

（２）実施プロセスに関すること

・能力の異なるさまざまな医療機材技術者対する、大人数での研修及びセミナーの実施

３－５　結　論

本プロジェクトの成果及びプロジェクト目標はおおむね達成されており、プロジェクト期間

viii



中にプロジェクト目標を達成可能である。５項目評価に関しては、妥当性は高い、有効性、イ

ンパクトはおおむね高い、効率性はおおむね高いが投入に課題があった、持続性は中程度であ

るが今後のカンボジア側の努力により、より高い持続性が見込める、と判断された。よって、

プロジェクトは予定どおり 2014 年 11 月をもって終了とする。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（１）保健省への中・長期的提言

・ 故障した医療機材を国の資産台帳から外し破棄する手続きについて、財務省との協議を

進めること

・州内病院間のネットワーク強化のため、州及び郡保健局の巻き込みを強化すること

（２）JICA カンボジア事務所への提言

・本事業の成果につき、他の開発パートナーを含む外部に対し積極的に発信すること

・医療機材管理から病院管理の概念へと拡大し、カンボジアでの適用について検討すること

３－７　教　訓

（１）既存のリソースの活用

MEDEM-1 で培った NWT をはじめとする保健省との協働のための関係や、リソースを活

用したことにより、事業開始直後からスムーズな案件実施が可能であった。また早期に対

象病院を拡大することも可能とした。

（２）他スキームとの協調による相乗効果

HSSP2 と覚書を基に相互に補完し活動を展開することにより、より効率的に高い効果を

得ることができた。

（３）全国展開しやすい仕組みづくり

①医療機材管理用の報告様式の開発、②報告書の定期的な提出、③ NWT 及び州内のネッ

トワークによるフォローアップ、④報告書を数値化し公表、という分かり易い一連の流れ

をつくりだすことに成功した。また、数値公表が各病院間での競争心をあおり、全体的な

向上につながった。

（４）データ管理の重要性

事業期間を通じて指標値等のデータ管理が適切に行われ、なおかつ関係者間で定期的に

共有されており、データに基づく日常的なモニタリングはもとより、カンボジア・日本合

同の中間レビュー及び終了時評価が容易に行われた。
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