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フィリピン

オーロラ記念病院改善計画

外部評価者：株式会社日本経済研究所 伊藤友見

０. 要旨

本事業は、医療サービスの向上を図るために、オーロラ記念病院（Aurora Memorial Hospital、

以下、「AMH」という）の外来棟等の新設および医療機材の整備を行った事業である。本事

業は、フィリピンの開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策と整合しており、妥当

性は高い。事業の内容はほぼ計画通りに実施され、事業費・事業期間ともに計画内に収ま

っていることから、効率性も高い。有効性に関しては、AMH の入院患者数、分娩件数、延

べ入院患者数、帝王切開を含む大手術件数の増加、また、AMH の保健医療サービスの質向上

および患者の身体的・経済的な負担の軽減といった点で、効果は発現していると考えられる。イン

パクトについても、オーロラ州の医療サービス提供能力強化への寄与や、州内の医療従事者の教育

機能の強化を通じた医療従事者の質の確保と州全体の医療サービス体制の強化への貢献がうかが

われ、本事業の有効性・インパクトは高い。持続性については、財務面では懸念は少ないものの、

人員体制の強化の必要性や機材修理・スペアパーツ調達面での課題など、本事業の維持管理の体制

面・技術面・維持管理状況に軽度な問題がみられたことから、中程度である。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

１. 事業の概要

事業位置図 オーロラ記念病院

１.１ 事業の背景

本事業の対象となった AMH は、オーロラ州の州都バレールに立地する州立の総合病院で

ある。同州のトップリファラル病院として位置づけられているが、専門医の不在や施設・

機材の老朽化等からその役割をほとんど果たせていなかった。AMH は、保健省が外科医と

麻酔医が不在の病院での手術を制限するようになったことから外科手術等に対応できなく

なり、病院免許は二次レベルから一次レベルに格下げされていた。患者は、手術や集中治

療を受けるためには、隣のヌエバ・エシハ州の国立病院まで車で 4 時間かけて移動しなけ
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ればならなかったが、同州への道路は台風が多い時期には通行できない状況も生じていた。

また、オーロラ州においては、建物や機材等のインフラ整備だけでなく、地域に根ざす

医療人材の育成と配置も課題となっていた。地方の保健人材育成の経験を有するフィリピ

ン大学マニラ校保健学科（以下、「UPM-SHS」という。）がその分校を 2008 年にバレールに

開設しており、同校の学生が実地経験を積むことができる教育病院の確保という課題に応

える必要もあった。

そのため、オーロラ州政府は、既存の AMH を移転して 100 床を有する四次レベル1の病

院にアップグレードすることとし、その移転新築事業のために日本に無償資金協力を要請

した。この要請を受けて実施された予備調査の結果、50 床を有する二次レベルの病院が機

能・規模的に妥当であると判断され、本事業が実施された。

１.２ 事業概要

オーロラ州オーロラ記念病院において、外来棟等の新設および医療機材の整備を行うこ

とにより、同病院の医療サービスの向上を図る。

E/N 限度額/供与額 1,089 百万円 / 1,028 百万円

交換公文締結/贈与契約締結 2010 年 3 月/2010 年 3 月

実施機関 フィリピン国オーロラ州政府

事業完了 2011 年 12 月

案件従事者

本体 施工業者：東洋建設株式会社

機材調達：日世貿易株式会社

コンサルタント 株式会社梓設計・インテムコンサルティング株式

会社共同企業体

基本設計調査 2010 年 2 月

２. 調査の概要

２.１ 外部評価者

 伊藤友見（株式会社日本経済研究所）

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：2014 年 10 月～2015 年 9 月

 現地調査：2015 年 1 月 11 日～2 月 4 日、2015 年 4 月 5 日～4 月 18 日

1 JICA 提供資料による。なお、計画時のオーロラ州保健投資計画においては、AMH を三次レベルの病院

にアップグレードすることが掲げられている。
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３. 評価結果（レーティング：A2）

３.１ 妥当性（レーティング：③3）

３.１.１ 開発政策との整合性

 本事業の計画時、フィリピンの「中期国家開発計画（2004 年～2010 年）」では保健サ

ービスを必須ニーズの一つとして位置づけ、特に貧困者に保健サービスが行き届くよう、

6 つの戦略（①貧困者が購入する医薬品価格の低減、②補助による貧困者の健康保険加

入拡大、③保健セクター改革政策の実施による全国・地方の保健制度の強化、④保健医

療運営制度の改善、⑤研究開発を通じた健康と生産性の向上、⑥薬物中毒治療・リハビ

リセンターの設置・拡大）を掲げていた 。

保健セクターの政策として保健省が実施していた「フォームラ・ワン政策」（以下、「F1

政策」という。）では、保健サービス提供、保健グッド・ガバナンス、保健財政、保健法

規制の分野において重要改革を実施することを掲げ、オーロラ州も同政策の実施州に選

定されていた。また、オーロラ州においては、保健分野は優先開発分野の一つと位置づ

けられ、同州の「州保健投資計画（2009-2013）」では、保健医療施設の改善を掲げ、保

健医療施設の建設・改修、病院機材の整備、AMH を含む州立病院 2 件の病院免許の格上

げ申請等を計画し、計画時点で一次レベルであった AMH を三次レベルの病院にアップ

グレードすることを掲げていた。

事後評価時点の開発計画である「国家開発計画（2011 年～2016 年）」の中間改訂版

（Mid-term Update）においては、「包摂的成長」を目標として、社会開発セクターの成果

のひとつに「人間の能力強化」を、サブセクターの成果の一つとして「健康・栄養状況

の改善」を掲げ、「すべての人々への医療の提供」を国民の健康状態改善の主要戦略とし

ている。保健セクターの政策である「Aquino Health Agenda」では、ユニバーサルヘルス

ケアの実施を通じて、全ての国民に手の届く料金でのヘルスケアへの平等なアクセスを

保証することにより、ニーズに合った保健システム等を実現することを目指しており、

政府が保有・運営する病院や保健施設の改善等による質の良い病院・保健施設へのアク

セス向上等を掲げている。 オーロラ州では、「州保健投資計画（2014 年～2016 年）」に

おいて、全ての州民が質の高い保健サービスを受けられることを全体目標とし、質の良

い保健施設へのアクセスを主要プログラムの一つに掲げている。そのために、保健医療

施設改善・機材整備、機能的なサービス供給システムの構築等を掲げている。

以上より、本事業は、地域における保健サービスの提供能力強化を目的として医療施

設整備を実施しているという点で、事業の計画時および事後評価時点のフィリピンの国

家レベルの開発計画、同国の保健セクターの政策、オーロラ州の保健セクターの政策に

合致しているといえる 。

2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」



4

３.１.２ 開発ニーズとの整合性

AMH はオーロラ州におけるトップリファラル病院と位置づけられていたが、専門医の

不在や施設・機材の老朽化等からその役割をほとんど果たせていなかった。集中的な治

療や手術が必要な場合、患者は約 4 時間かけて州外の病院に行かなければならなかった

が、台風による被災時には隣接州への道が通行不能になることもあった。本事業の計画

時、オーロラ州の医師一人当たり人口は 11,800 人（国全体では 1,100 人）、病院一床あた

りの人口は 2,800 人（同 1,000 人）で、州内の保健医療の人材と施設の整備が遅れていた。

また、フィリピンでは保健人材の海外流出と都市部への偏在という課題があり、この解

決のためにフィリピン大学マニラ校（University of the Philippines Manila、以下「UPM」

という。）は UPM-SHS を開設し、地方で働く医療従事者を養成していた。2008 年 7 月、

UPM-SHS はオーロラ州にその 初の分校を設置したが、同地において恒常的に機能する

教育病院を確保する必要があった4。

事後評価時においても、AMH はオーロラ州においてトップリファラル病院として位置

づけられている。AMH は州内において手術機能を有する唯一の州立病院として、特に貧

困層などに対して、手術や帝王切開等、州内の他の公的保健医療施設では対応できない

医療サービスの提供が期待されている。州保健局によれば、事後評価時点のオーロラ州

の医師一人あたり人口は 8,216 人、病院一床あたりの人口は 1,643 人（2014 年）であり、

改善はしているものの、未だに本事業計画時点の国全体の水準に達していない。また、

事業完成以降、AMH は UPM-SHS の教育病院として活用されており、同校へのヒアリン

グによれば、オーロラ州における医療人材確保のニーズについて、町保健所等で雇用す

る看護師・助産師については同校による育成・供給により確保できているものの、医師

の確保は困難な状態が続いている。

以上より、AMH は、事後評価時点においてもオーロラ州のトップリファラル病院とし

て位置づけられていることから同州の医療サービス提供における重要性は高く、また、

本事業は同州の医療従事者確保に貢献しており、開発ニーズとの整合性は高いといえる。

３.１.３ 日本の援助政策との整合性

本事業計画時のフィリピンに対する国別援助計画（2008 年）では、重点開発課題「貧

困層の自立支援と生活環境改善」において、保健など「基礎的社会サービスの拡充（貧

困層を取り巻く生活環境の改善）」をその方針の一つとして掲げていた。そのため、本事

業は、計画当時の日本の対フィリピン援助計画における重点分野に合致する事業であり、

日本の援助政策との整合性は高い。

３.１.４ 事業計画やアプローチの適切さ

本事業は、AMH を 50 床を有する二次レベルの病院として整備することを計画した事

業であった。AMH の病床利用率（表 1）を見ると、事業完成直後の 2012 年には 66%に

4 JICA 提供資料



5

落ちたものの、徐々に利用率は上がり、事業完成 3 年後には 100%以上となっている。ま

た、増加する受け入れ患者数に対応するため、事後評価時点において、オーロラ州政府

/AMH は病棟の増設（25 床）を計画しており、2015 年内に実施予定とのことである。そ

のため、事業実施前時点の AMH のキャパシティ及び病床ニーズの推定規模も考慮し、

まずは 50 床の病院を整備する事業計画としたことは適切であったと考えられる。

表 1 AMH の病床利用率

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

認可病床数 25  25 25 49 49 49
実際の病床数 58 58 58 61 68 73
病床利用率（%） 101.8 129.39 123.44 66.14 89 105

（出所）質問票回答

注：病床利用率＝（期間中の利用病床数の合計／（認可病床数）×（期間中日数の合計））×100

以上より、本事業は、事業の計画時と事後評価時の両時点において、フィリピンの開発

政策や開発ニーズ、日本の援助政策に合致しており、また、事業計画やアプローチも適切

であったことから、本事業実施の妥当性は高い。

３.２ 効率性（レーティング：③）

３.２.１ アウトプット

 本事業の計画内容は下表の通りであった。

計画内容

表 2 本事業の計画内容

棟 名（延床面積） 施設内容

施設

（3,969.6 ㎡）

管理・救急・外来棟

（1,503 ㎡）

管理部、救急診療部、外来診療部、臨床

検査部、画像診断部、薬局等

手術・分娩棟

（765.0 ㎡）

手術部、分娩部、中央材料部等

病棟（2 棟）

（各 432.0 ㎡、計 864.0 ㎡）

4 床室、2 床室、1 床室、ハイケアユニ

ット、シャワー室等

サービス棟

（432.0 ㎡）

厨房、洗濯室、メンテナンス室、ポンプ

室、受水槽置場等

付属施設

（405.6 ㎡）

霊安室、守衛室、救急車運転手控室、高

架水槽、浄化槽等

医療機材 歯科用、理学療法用、Ｘ線検査室用、救急室/手術室用、産婦人科用、

耳鼻咽喉科・眼科用機材等。

（出所）JICA 提供資料より作成
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実績

病院施設（延床面積 3,969.6 ㎡）および機材調達ともに概ね計画通りに実施されたが、

施設については合計 18 点、機材調達については 2 点の変更が加えられた。このうち主な

変更点は下記の通りであった。

表 3 計画内容からの主な変更点

（詳細設計からの主な変更点）

1）検査室・献血室間の扉の位置・大きさの変更及びパスボックスの取り止め

2）薬局にシンク追加

3）発電機室の大きさ・位置の変更及び排気ガラリの追加

4）3 連引き違い窓を 2 連窓に、2 連引き違い窓を単窓に変更、及び幅 840mm の単窓

を幅 1,000mm に変更

5）内部木製扉枠を木製から鋼製に変更

（出所）JICA 提供資料より作成

 本事業で加えられた計画内容からの変更点について、AMH に確認したところ、変更に

よる不具合は報告されておらず、通気が良くなった、利用者の使い勝手が良くなったな

ど、変更による改善が生じているとのことであった。

また、JICA 提供資料に記載されていた主な機材について確認したところ、ほとんどが

使用されていた。ただし、血球カウンターについては国内で試薬の入手が困難なため使

用されていなかった5。その他、主な機材として挙げられていなかった機材についても、

部品や消耗品の調達ができておらず、使用されていない機材が一部確認された。

外来の受付 外来の待合スペース

なお、フィリピン側分担事項としては、建設予定地の既存施設等の撤去及び盛土・整

地、外柵の新設、敷地内への電力引き込み工事、家具・ブラインド等の移転・調達、植

栽工事、付加価値税（VAT）分の予算確保、銀行手数料の支払が計画時に予定されてい

た。これらの分担事項のうち、外柵の新設が一部仮設の状態のままであったが、それ以

5 その他、主な機材のうち、解剖台については本事業実施後解剖が必要な状況が発生していないため未使

用であった。
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外の事項は全て実施されたことが確認された。

３.２.２ インプット

３.２.２.１ 事業費

本事業の事業費は、日本側負担分 1,089 百万円、フィリピン側負担分 167 百万円が

計画されていた。実際の事業費は、日本側負担分は、入札価格が予定価格を下回った

ことにより 1,028 百万円に収まった。また、フィリピン側負担分の実績額は為替レー

ト変動の影響を受け 171 百万円であった。そのため、合計の総事業費は計画 1,256 百

万円に対して、実績 1,199 百万円（対計画比 95.5％）であり、計画内に収まっている。

３.２.２.２ 事業期間

本事業の事業期間は、事業計画時には詳細設計・入札期間を含め、計 21 ヶ月が予

定されていた。実際の事業期間は、2010 年 3 月の交換公文締結から 2011 年 12 月まで

の 21 ヶ月であり、計画通りに実施された。

上記の通り、本事業ではアウトプットはほぼ予定通り実施され、これに対する事業費は

計画内に収まっており（対計画比 95.5%）、また、事業期間も計画内に収まっている（同 100％）。

そのため、本事業の効率性は高い。

３.３ 有効性6（レーティング：③）

３.３.１ 定量的効果（運用指標）

 本事業実施の定量的効果として、AMH の入院患者数、帝王切開を含む大手術件数7、

分娩件数、AMH の延入院患者数、他州の病院で治療していた州住民のうち AMH で診療

可能となる診療件数、の各指標について、下記の目標値が設定されていた。

表 4 本事業の運用指標の推移

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 実績値

2008 年 2014 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

審査年
事業完成

3 年後
事業完成年

事業完成

1 年後

事業完成

2 年後

事業完成

3 年後

AMH の入院患者数 3,960人  増加 4,612 人 4,764 人 5,599 人 6,005 人

帝王切開を含む大手

術件数
16 件 270 件 124 件 155 件 240 件 251 件

分娩件数 371 件 780 件 620 件 703 件 886 件 1,245 件

AMH の延べ入院患

者数（人・日）
7,700 14,600 11,922 11,958 15,497 18,738

6 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。
7 「大手術」とは、手術室で実施される麻酔/脊椎麻酔を要する外科手術。
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他州の病院で治療し

ていた州住民のう

ち、AMH で診療可

能となる診療件数

（件/年）

0 800 不明

（出所）JICA 提供資料、AMH 提供資料

注：「AMH の延べ入院患者数」については、事前評価表においては「AMH の受入可能な延べ入院患者数」

とされていたが、事後評価において、「AMH の延べ入院患者数」が当初想定していた指標であることが確

認されたため、これを評価判断の根拠とした。また、目標値についても、事前評価表においては「13,000
人・日」と設定されているが、事業コンサルタントによれば、協力準備調査報告書において想定していた

目標値は「14,600 人・日」であることが確認されたため、当初想定していた目標値に修正して、評価を行

った。

AMH の入院患者数、分娩件数および延べ入院患者数については、2013 年時点で目標

値に達している。帝王切開を含む大手術件数については、2014 年時点で目標値の約 93％

に達しており、件数は毎年増加している。これらの指標が目標値を達成した要因として

は、施設キャパシティの拡大（ベット数増加）、専門医の確保（産婦人科医、麻酔科医、

外科医）による手術・分娩件数の増加が考えられる。なお、分娩件数の増加については、

保健省が施設外分娩の禁止令を出していることも要因として挙げられる。

他州の病院で治療していた州住民のうち AMH で診療可能となる診療件数については

集計されたデータはないものの、計画時点では他州に搬送されていた「帝王切開を含む

大手術」は事業完成後に件数が増加しており、本事業に当初期待されていた主要な効果

は達成していると考えられる。なお、AMH から他の保健医療施設へのリファラル件数の

推移をみると（表 5）、事業完成直後には減少したものの、2014 年には急増している。実

施機関によれば、この年には他の病院への移送を希望した患者が多かったものと推察さ

れている。

表 5 AMH から他の保健医療施設への入院患者のリファラル件数

2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

230 195 145 138 242

（出所）各年の Hospital Statistical Report

また、他州の公立病院のうちオーロラ州の患者を も多く受け入れているとされるパ

ウリーノガルシア記念研究医療センターにおけるオーロラ州の患者数受入推移は表 6 の

通りである。産婦人科や内科、耳鼻咽喉科で減少傾向がみられるものの、大幅な減少と

はなっていない。

表 6 パウリーノガルシア記念研究医療センターにおけるオーロラ州の患者数推移

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

産婦人科 208 238 183 185 178 148 178
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小児科 109 115 87 91 88 62 109
内科 216 252 209 189 191 180 167
外科 146 138 137 150 174 141 171
虫垂切除 49 38 27 24 24 25 42
整形外科 23 25 10 41 35 48 39
耳鼻咽喉科 24 5 8 4 5 4 1
眼科 13 3 6 3 14 12 8

（出所）パウリーノガルシア記念研究医療センター提供資料

町保健所へのヒアリングよれば、AMH の課題として専門医が不在であることが挙げら

れている。また、AMH に搬送しても、 終的には他州の病院へ搬送された患者が多かっ

たことから、 初から他州の病院に搬送している、という町保健所からのコメントもあ

った。例として、手術が必要なタイミングで外科医が不在であったため他州の病院へ搬

送されたケースも挙げられており、AMH では専門医が不足していることに加え各専門科

の医師が 1 名体制であることから生じる限界もうかがわれた。

なお、受益者調査8の結果においても、AMH に望む更なる改善点等のコメントとして、

医師の増員等体制面の強化への要望が多かった。具体的には、医師数の増加についての

要望だけでなく、特定の分野の専門医の配置を要望するコメントや、様々な分野の専門

医の配置を望むコメントがあった。そのため、オーロラ州の患者を多く受け入れている

パウリーノガルシア記念研究医療センターは三次レベルの病院免許を有している国立総

合病院であり、同病院のような医療体制がオーロラ州内で整備されることを求めている

側面もあるように推察される。

また、町保健所へのヒアリングでは、AMH で提供される医療サービスや使用されてい

る機材について町保健所の理解が不十分であるとのコメントもあった。AMH の提供する

医療サービス等についての情報周知が州内医療機関等に対して実施されることが重要で

あると考えられる。

３.３.２ 定性的効果

 本事業の計画時には、事業実施により以下の定性的効果が発現することが期待されて

いた。

（１）保健医療サービスの質が向上する。

（２）悪路を長時間かけて州外へ搬送せずに AMH で診療を受けられるため患者の身体

的・経済的な負担が軽減する。

8 本事業の受益者調査は、オーロラ州内の医療従事者 126 名及び AMH での受診・入院経験を有する患者

196名の計322名に対し、医療施設・設備の改善、本事業を通じた医療サービスの向上、AMHが提供する

医療サービスへの満足度、患者の身体的・経済的負担の軽減状況、衛生状況、維持管理状況等について質

問票調査を実施した。
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（１）については、フィリピンの病院免許制度によれば、総合病院は診療サービスの内容

等によりレベル分けがなされているが、AMH は計画時に想定されたレベルの病院免許を取

得・更新できている9。そのため、計画時には他州の病院に行かなければならなかった帝王

切開を含む大手術が実施可能となっており、また、新しい機材の導入も行われ、旧 AMH で

は提供されていなかった医療サービスが可能となっている。

また、受益者調査によれば、本事業により AMH の提供する医療サービスの質が改善した

かどうかという質問に対して、医療従事者・患者のうち、30％が「大幅に改善した」、49％

が「改善した」と回答しており、約 8 割が AMH の提供する医療サービスは改善したと捉え

ていることが確認されている。また、AMH の提供する医療サービスに対する満足度につい

ては、患者のうち、14％が「非常に満足」、65％が「満足」と回答しており、合計で約 8 割

（患者のみ）が AMH の医療サービスに満足と回答している。

（２）の患者の身体的・経済的な負担の軽減については、受益者調査によれば、医療従事

者・患者のうち、47％が「患者とその家族の身体的負担が軽減した」と回答し、46％が「患

者とその家族の経済的負担が軽減した」と回答している。どちらも約半数が軽減したと回

答しており10、本事業は患者の身体的・経済的な負荷の軽減に寄与しているものと考えられ

る。

３.４ インパクト

３.４.１ インパクトの発現状況

本事業の計画時には、下記の 2 点が、事業実施により発現が期待されるインパクトと

して想定されていた。

（１）オーロラ州の医療サービスの提供能力が強化される。

（２）オーロラ州内の医療従事者の教育機能が強化され、医療従事者の質の確保と州

全体の医療サービス体制の強化につながる。

（１）については、表 7 の通り、他の医療施設から AMH へのリファラル件数（入院

患者）が、事業実施前の 2009 年と比較し、2014 年は大幅に増加している。

9 計画時の病院免許制度は総合病院を４つのレベルに分類していた。保健省の規定により、AMH は外科

医と麻酔医が不在であったため、計画時にはレベル 1 という、基本的/初期的救急医療を実施する病院区分

に分類されており、本事業の実施により帝王切開を含む大手術の機能を有するレベル 2 の病院を整備する

ことを想定していた。保健省の病院免許制度は 2012年に新しい分類が導入され、総合病院は 3つのレベル

に分類されることとなった。旧制度でレベル 1 と分類されていた病院は新制度では「診療所」という分類

になり、総合病院としては位置づけられていない。AMH は新制度では総合病院のレベル 1 に分類されて

いるが、外科手術機能を有する総合病院の分類区分であり、計画時に想定された位置づけからの変化はな

い。
10 残りの約半数のうち、身体的負担の軽減については 30％が、経済的負担の軽減については 35％が無回答

であった。
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表 7 他の医療施設から AMH へのリファラル件数（入院患者）

2009 年 2014 年

町保健所から 18 200
他病院から 169 228

（出所）AMH Hospital Statistical Report for the Year CY 2009、質問票回答

また、州内の他の州立病院へのヒアリングによれば、AMH では外科医が勤務しており、

また、帝王切開にも対応できる体制となっているため、以前と比較して、より自信を持

って AMH に患者を紹介することが可能となったとのことであった。また、同州立病院

では、費用面の観点と医療サービスの質が向上したことを理由として、多くの患者が紹

介先として AMH を希望するようになっているとのことであった。前述の通り、町保健

所へのヒアリング調査では、医師の不在などを理由に他州の病院に搬送を行っているケ

ースも発生しているが、事業計画時との比較では AMH のオーロラ州でのトップリファ

ラル病院としての信頼度が向上している側面もうかがわれることから、本事業はオーロ

ラ州内における医療サービス提供能力の強化に貢献していると考えられる。

（２）については、下表の通り、UPM-SHS の助産師・看護学生のほか、AMH では、

州内の他校からも介護士などの研修生を毎年受け入れている。

表 8 AMH の研修生受け入れ状況

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年

UPM-SHS（助産師） 58 70 59 47 47 95
UPM-SHS（看護） 12 10 10 11
州内他校 15 7 11 7
州内他校 18 14 10 12 20
（出所）質問票回答

本事業実施前の旧 AMH でも研修生の受け入れは行われていたとのことであるが、新

AMH では学生は新しい機材を使用することができ、また、病床の増加により、研修生

の実習機会が増加している。UPM-SHS へのヒアリングによれば、同校の卒業生の多く

は州内の町保健所等に就職している。このように、AMH では UPM-SHS などからの研修

生を受け入れ、新しい機材の導入や実習機会の増加により教育機能は強化されていると

考えられる。また、UPM-SHS の卒業生の多くは州内に就職しており、州内における医療

従事者の確保への貢献を通じ、同州の医療サービス体制の強化に貢献していると考えら

れる。

３.４.２ その他、正負のインパクト

３.４.２.１自然環境へのインパクト

本事業は、計画時、自然環境への配慮として、フィリピンの排水基準に従い浄化槽を
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設置し、排水処理をして生物化学的酸素要求量（BOD）を低減することが計画されてい

た。

事後評価時に確認したところ、これまで排水の BOD のデータはとられていなかった

が、AMH では 近、公害管理者（Pollution Control Officer）が任命され、環境天然資源

省に対して環境基準順守状況の報告を行うため、排水の水質等の検査を事業完成後初め

て実施しているところであった。排水の水質検査の結果、BOD を含む二つの項目が基準

値を超えていたことが確認された。しかし、AMH によると、浄化槽の清掃等の対応をす

ぐに実施したとのことであり、また、再検査が次の四半期に実施される予定となってい

る。今後は、環境天然資源省に対して、四半期毎の報告が必要となることから、適切な

対応が取られるものと考えられる。

また、医療廃棄物については、フィリピンでは廃棄物の焼却は法律で禁止されている

とのことから、AMH では派遣されていた青年海外協力隊員の支援を受け、敷地内に廃棄

場所を整備し、分別廃棄を実施している。実施機関によれば、事業施設の建設および医

療廃棄物による排水以外の面での環境へのインパクトは発生していないとのことであっ

た。

３.４.２.２住民移転・用地取得

本事業は、州政府所有地で実施された事業であるため、事業実施による住民移転・用地取得は

発生していない。

 有効性については、AMH の入院患者数、帝王切開を含む大手術件数、分娩件数、延入院患者数

はほぼ計画時の目標値に達しており、想定された効果が発現していると考えられる。他州の病院で

治療していた州住民のうちAMH で診療可能となる診療件数についてはデータがないものの、計画

時点では他州に搬送されていた帝王切開を含む大手術は事業完了後件数が増加しており、また、入

院患者数及び分娩件数も増加していることから、当初期待された主要な効果は達成していると考え

られる。定性的な効果については、AMH の保健医療サービスの質向上、及び患者の身体的・経済

的な負担の軽減について、効果は発現していると考えられる。

インパクトについては、AMH に対する州内の医療施設からの信頼度が向上している側面がうか

がわれることによりオーロラ州の医療サービスの提供能力強化への寄与や、オーロラ州内の医療従

事者の教育機能強化により、医療従事者の質の確保と州全体の医療サービス体制の強化への貢献が

推察された。また、用地取得・住民移転は発生していないが、排水については基準値を上回ったこ

とが確認されており、今後適切な対応を行っていくことが必要となっている。しかしながら、全体

的にみれば、十分なインパクトが発現していると考えられる。

以上より、本事業の実施によりおおむ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。
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３.５ 持続性（レーティング：②）

３.５.１ 運営・維持管理の体制

本事業の実施機関はオーロラ州政府保健局である。AMH はオーロラ州の州立病院と

して、病院長以下 164 名の職員を擁し、下図の組織体制により運営が行われている。ま

た、計画時には配置されていなかった、管理部門の事務長も事後評価時には配置されて

いた。

（出所）AMH 提供資料より作成

 図 1 AMH 組織図

表 9 AMH の職員数（2014 年）

部門 正職員 契約 カジュアル ジョブ・オーダー

管理・財務 22 8 25
医療 6 8 1
看護 5 8 46
診療補助 13 8 14
合計 46 8 25 85

（出所）Hospital Statistical Report for the year 2014 より作成

 州保健局/AMH によれば、病院免許更新の要件を満たす人員数を確保している必要が

あるとのことである。AMH は病院免許を更新できているため、一次レベルの病院として

必要とされる体制は維持できており、また、免許更新にあたり、毎年保健省による実査

も行われているとのことから、サービス提供レベルについても確認されていると考えら

れる。しかしながら、職員の構成をみると、「カジュアル」や「ジョブ・オーダー」11と

いった短期契約従業員が多い体制となっている。法律による予算上の制約があるものの

11 「カジュアル」は契約期間 6 か月、「ジョブ・オーダー」は契約期間 3 か月以下の従業員である。
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12、契約更新の保証のない短期契約の従業員を中心とした職員構成では、持続可能性の

観点からは懸念が感じられる。また、AMH は、短期契約従業員について雇用者数の上限

があるため、十分な清掃員の確保ができていないとのことであった。

表 10 AMH に勤務する医師数 （2014 年 12 月末時点）

常勤
Affiliate
（契約）

MOA
（非常勤）

専
門

科

内科 1
外科 1
産科 1
小児科 1
麻酔科 1
放射線科 1
病理医 1
眼・耳鼻咽喉科 1
精神科*
神経科*

一般医 5
歯科医 1
眼科医 1

（出所）質問票回答

*精神科と神経科の医師は、2 ヶ月に一度 AMH を訪問。

AMH の医師の確保状況は表 10 の通りである。AMH によれば、本事業の実施後、ほ

とんどの医師が契約を更新しているとのことである。

AMH の施設の維持管理は、AMH の一般サービス課の維持管理職員が担当し、修理等

が必要な場合は、州政府のエンジニアリングオフィス及び一般サービスオフィスが対応

している。機材については、日常の維持管理については各部が担当している。また、病

院免許更新の際に、毎年保健省が派遣する病院サービス管理の技術者により機材のチェ

ック・修理が実施されている。なお、州保健局は全ての州立病院の機材のメンテナンス

を担当する部門（保健施設開発維持管理部）の設置を計画していたが、前述の人件費予

算配分の制約により実現していない。

３.５.２ 運営・維持管理の技術

AMH の医療の技術水準については、保健省の病院免許制度において、毎年免許の更新

ができていることから、一次レベル病院の免許更新に必要な技術レベルの人材は確保さ

れているものと考えられる。

病院施設及び機材の維持管理の技術については、施設の維持管理に問題がある場合は

州政府に、機材の場合はサプライヤーや保健省の技術者など、外部に依存している。施

設の維持管理については州政府の支援を受けられるが、機材についてはより安定的に修

12 フィリピンでは国の法律により、州政府の予算に占める人件費の割合に上限が設定されている。
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理に対応する体制や能力を AMH として構築・強化することが期待される。

AMH では職員の能力向上のための取り組みとして、保健省や民間団体が実施する研修、

セミナー、ワークショップに職員を派遣しているが、維持管理担当者については、本事

業の竣工引渡時に保守管理に係る指導を受けて以降、特に研修は行われていない。AMH
職員の能力向上への支出としては、事業計画時に推奨された AMH の支出全体の 1％に

達しておらず、今後職員の能力強化にかかるさらなる取り組みが期待される。

３.５.３ 運営・維持管理の財務

州保健局/AMH によれば、AMH の会計は州政府の会計と一体であり、当初予算を上

回る支出が発生した場合は、州政府により補てんされる。表 11 の通り、オーロラ州政

府の予算は増加傾向にあり、また、保健セクターの重要性に関する政府内の認識が高ま

り、同州保健局の予算額および AMH への予算額も増加傾向にある。

表 11 オーロラ州政府予算額と保健局予算の推移
（単位：千ペソ）

年度 州政府(a) 保健局(b) b/a (%) うち、

AMH の予算

2009 397,616 63,382 15.9 24,499
2010 501,154 77,497 15.5 32,271
2011 513,579 78,244 15.2 32,969
2012 476,588 79,672 16.7 31,470
2013 636,883 87,492 13.7 32,786
2014 684,161 97,823 14.3 41,436
2015 665,480 108,787 16.3 45,184

（出所）質問票回答

表 12 の AMH の収支をみると、特にフィルへルスからの還付金の増加が寄与し、AMH

の収入は増加してきている。支出も 2013 年を除き、増えてきているものの、コストリカ

バリー率（表 13）は計画時と比較して同水準又は増加している13。収入対運営経費率（表

14）で AMH の収入水準を見ると、人件費を除く運営経費については、2013 年を除き増

加しているにも関わらず以前と同じ又はそれ以上の水準で運営経費をカバーできる収入

を確保している。2013 年については、前年比で収入が増加した上、運営経費が少なかっ

たため、コストリカバリー率は突出した比率になっており、2014 年については、運営経

費が収入の増加率を上回る大幅な増加となったにもかかわらず、運営経費の 7 割強カバ

ーする水準となっている。

このように、AMH の会計は州政府と一体であり、2012 年には予算を上回る支出が行

われており、また、2014 年には AMH の予算および AMH 自身の収入も増加しているこ

とから、財務面の持続性についての懸念は少ないと考えられる。

13 ただし、2014 年よりカジュアル職員の人件費は AMH の支出とは別枠になったため、それ以前の年と

比較すると人件費額が少なくなっており、AMH のコストリカバリー率も 2013 年までの比率との比較は

できない点留意が必要である。
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表 12 AMH の収支
（単位：百万ペソ）

2009 2010 2011 2012 2013 2014
診療収入 5.5 7.4 6.3 8.6 13.3 15.8
うち フィルヘルス 0.1 0.3 2.7 n/a 6.9 9.5
（出所）質問票回答

（単位：百万ペソ）

2009 2010 2011 2012 2013 2014
病院支出 予算 30.4 37.3 33.0 31.5 32.8 41.4

実績 30.1 31.5 32.8 36.6 29.9 40.8
うち 人件費 予算 20.0 24.2 25.2 22.3 25.0 19.0*

実績 21.0 22.3 25.0 27.4 24.8 19.0*
運営経費 予算 10.4 13.1 7.8 9.2 7.8 21.9

実績 9.2 9.2 7.8 9.1 5.1 21.4
電気料金 実績 0.6 0.9 1.0 0.7 0.8 0.6

（出所）質問票回答

*2014 年よりカジュアル職員の人件費は AMH 支出に含まれていない。

表 13 AMH のコストリカバリー率（収入/（病院支出+電気料金））

2009 2010 2011 2012 2013 2014
18% 23% 19% 23% 43% 38%*

（出所）質問票回答より評価者算出

*2014 年はカジュアル職員の人件費は AMH の支出に含まれなくなったため、2013 年までとの比較は

できない点留意が必要である。

注：電気料金は州政府が負担していることから、運営経費に含まれていない。しかし、当該比率の算

出の際は運営経費に電気料金を含めた。

表 14 AMH の収入対運営経費率

2009 2010 2011 2012 2013 2014
56% 73% 72% 88% 225% 72%

（出所）質問票回答より評価者算出

注：運営経費には電気料金を含めて算出。

３.５.４ 運営・維持管理の状況

事後評価時点において、病院全体の維持管理計画は明文化されたものは作成されてお

らず、メンテナンスは行われているものの、基本的には機材を配置しているセクション

毎の対応となっている。

施設の維持管理については、州政府の支援を受けて実施されているが、予算の制約

から劣後の位置づけになるものがあるなど、対応のタイミングについては優先順位が

つけられているとのことであった。

機材の維持管理については、保健省から派遣される技術者では修理対応ができない

場合が多く、その場合は AMH 自身でサプライヤーを探し、コンタクトしているとのこ

とである。しかし、国内において修理依頼先や消耗品やスペアパーツの調達可能な先

を見つけることが難しいとのことで、使用できていない機材があった。本事業では、
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国内に代理店を有することを確認したうえで機材が調達され、引き渡し時に現地代理

店の連絡先が AMH に渡されているとのことであるが、職員の交代などを経てその情報

の所在が不明になっており、有効に活用されていない。AMH において、修理依頼・部

品等調達が行い易い体制を構築する必要があると考えられる14。なお、AMH の消耗品

や部品の調達については、州の調達ルールが適用されるケースでは納品までに時間を

要す、あるいは、部品の調達は必要な状況が生じた都度実施する手続きとなる、とい

った制度面での制約があり、適切な在庫管理を行うための工夫が必要となっている。

施設の清掃については、実査時には清掃状況について特に問題は見られなかったが、

AMHによれば施設の清潔さを維持するための清掃員の不足が課題として挙げられてい

る。病院として従業員の雇用数に上限があるため清掃員を増やすことは難しい状況で

あるが、2015 年内には病棟も拡張されることが計画されており、体制の強化が必要と

考えられる。

AMH においては、派遣されていた青年海外協力隊の支援を受け、院内で 5S 活動の普

及を実施している。具体的には、AMH 内に委員会が設立されており、2 ヶ月に 1 度会

議を行い、院内における活動状況のモニタリング・評価等を実施しているとのことで

ある。また、院内に投書箱を設置し、患者の不満の声を集め、解決を図るための対応

を行うなど、サービスの質向上への取り組みが行われている。

運営・維持管理の体制について保健省の病院免許の更新はできているものの、予算上

の制約から、短期従業員の割合が多く体制の安定性には一部に懸念が感じられる。また、

近い将来の施設拡張も見据え、清掃員等の人員体制強化も必要と考えられる。技術面に

ついては、施設の維持管理は州政府の支援を受けられるため概ね問題はないと考えられ

るが、機材については保健省から派遣される技術者で対応できない場合、外部に依存し

なければならず不安定な状況である。財務については、AMH の収入・予算は増加してき

ているとともに、州政府とは会計上一体であり、州政府においてはこの体制を当面継続

する方針とのことから、懸念は少ない。維持管理状況については、修理依頼や消耗品・

スペアパーツの調達が適切なタイミングで実施できていないことから改善が必要な状況

である。

以上より、本事業の維持管理は体制、技術、運営・維持管理状況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。

14 AMH においては、機材の予防的なメンテナンス、修理等を行うため、保健省傘下の病院サービス管理

組織の支援を仰ぐ取り組みを始めているとのことである。
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４. 結論及び提言・教訓

４.１ 結論

本事業は、医療サービスの向上を図るために、AMH の外来棟等の新設および医療機材の

整備を行った事業である。本事業は、フィリピンの開発政策、開発ニーズ、および日本の

援助政策と整合しており、妥当性は高い。事業の内容はほぼ計画通りに実施され、事業費・

事業期間ともに計画内に収まっていることから、効率性も高い。有効性に関しては、 AMH

の入院患者数、分娩件数、延べ入院患者数、帝王切開を含む大手術件数の増加、また、AMH

の保健医療サービスの質向上および患者の身体的・経済的な負担の軽減といった点で、効

果は発現していると考えられる。インパクトについても、オーロラ州の医療サービス提供

能力強化への寄与や、州内の医療従事者の教育機能の強化を通じた医療従事者の質の確保

と州全体の医療サービス体制の強化への貢献がうかがわれ、本事業の有効性・インパクト

は高い。持続性については、財務面では懸念は少ないものの、人員体制の強化の必要性や

機材修理・スペアパーツ調達面での課題など、本事業の維持管理の体制面・技術面・維持

管理状況に軽度な問題がみられたことから、中程度である。

以上より、本事業の評価は非常に高いといえる。

４.２ 提言

４.２.１ 実施機関への提言

維持管理体制の強化

人員体制については、人件費にかかる予算配分上限があることから人数の増加は容易

でなく、多くの短期契約従業員に依存せざるを得ない体制となっている。また、清掃を

担当する人員についての不足が懸念されている。2015 年内の病棟増設も見据え、例えば

清掃業務については外部業者に委託するなど、運営・維持管理のための人員体制の強化

が望まれる。

機材修理・スペアパーツの円滑な調達

機材の修理やスペアパーツを調達しやすい体制を構築する必要がある。例えば、AMH

では同じく日本政府の支援を受けて施設・機材が改善されたたベンゲット総合病院への

スタディツアーを実施したことを通じて、AMH のサプライオフィサーはベンゲット総合

病院のサプライオフィサーと直接コンタクトが取れる状態になり、サプライヤーに関す

る情報を入手することができているとのことである。このネットワークを有効に活用す

るなど、国内におけるサプライヤー等の情報収集・活用を積極的に行い、修理や部品調

達が迅速に行われることが望まれる。

４.２.２ JICA への提言

修理・部品発注にかかる支援の継続

本事業では、国内のサプライヤーや代理店についての情報が AMH の手元になく、適
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切なタイミングで修理や部品調達等ができていない機材が見受けられた。これまでも

JICA 現地事務所においてこうした状況への対応にかかる支援が行われてきたとのこと

であるが、AMH 内において連絡先情報の蓄積・整理が行われるまでの間、必要に応じて

国内の代理店等の連絡先の情報入手面での支援等が継続されることが、機材の有効活用

に資すると考えられる15。

４.３ 教訓

安定的な機材の修理・スペアパーツ購入のための仕組み導入

本事業では、機材の調達は国内に代理店があることを確認した上で実施されたが、事後

評価時点では、AMH が国内のサプライヤー・代理店等を探すことは難しく、適切なタイミ

ングで修理・調達ができていない状況が生じていた。機材の引き渡しに際し、全ての機材

の代理店リストが AMH に渡されていたとのことだが、担当者の交替などによりそのリスト

の所在が不明となり、当該情報は有効に活用されていなかった。このように、事業完成後

の従業員の離職や交代などにより、人員体制が変化することも考えられることから、誰で

もすぐに連絡先にアクセスできるための工夫が必要であると考えられる。例えば、AMH に

調達された機材には、故障の際などの連絡先が記載されたシールが貼ってあったが、記載

内容は日本への電話番号とメールアドレスであった。事業実施国から日本へ国際電話をか

けて部品を円滑に調達することは容易ではなく、また、メールでの連絡体制も十分に構築

されていない可能性や、国によっては英語でのコミュニケーションが容易でない可能性も

考えられる。そのため、当該国内の代理店等の連絡先を記載したシールを調達機材に貼る

など、誰でも容易に連絡ができる仕組みを導入しておくことが、調達機材の継続的な有効

活用に資するものと考えられる。

以上

15 2015 年 6 月に現地代理店一覧を JICA 現地事務所より再度送付済。


