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トンガ 

バイオラ病院改善整備計画（第二次） 

外部評価者：株式会社日本経済研究所 西川 圭輔 

０. 要旨 

本事業は、医療サービスを向上させるとともに保健人材育成機能を強化するために、

バイオラ病院の外来棟等の新設および看護学校の増設を行った事業である。本事業の主

旨は、トンガの開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策における重点分野と整合

しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業内容はほぼ予定通り実施され、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。事業効果に関して

は、病院の機能改善や看護学校での生徒数の増加および教育内容の充実化といった点で

効果が見られたが、患者の診察数に関する一貫性のあるデータの入手が困難であったこ

とから、十分な効果が発現しているという結論を定量的に導き出すことはできなかった。そ

の他に、バイオラ病院がトップリファラル病院としてトンガの医療体制や活動を支えているこ

とや国民の健康改善に一定の貢献をしていることが確認されており、全体的に本事業の有効

性・インパクトは中程度である。持続性については体制面・技術面の強化が必要であることや、

財務面でも維持管理予算が徐々に減少していること、さらにスペアパーツの調達にも時間を要

するなど、全般的に軽度な問題が見られたことから、中程度であると判断される。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

１. 事業の概要 

  

事業地域の位置図 本事業で整備した外来棟 

 

１.１ 事業の背景 

本事業の整備対象であったバイオラ病院（1971 年開院）は、国内唯一の第三次医療

施設として位置づけられており、トンガにおける医療保健サービスの中核的役割を担っ

ている病院である。しかし、病院施設・機材の老朽化、来院患者の増加などによって手

術室数が不足し、手術後の回復ベッド、集中治療用（ICU）ベッドなども不足して入院

患者に十分なサービスを提供できていなかった。それに加え、手術室および中央材料滅
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菌室の清汚区分が明確でないため院内感染の危険があった。中央材料滅菌室の滅菌器の

劣化によって滅菌処理容量が確保できず、X 線撮影装置の故障が多く、診断に支障があ

り、病院全体の汚水処理槽の処理能力が不足して汚染拡散の危険性があるなど安全性、

環境問題も抱えていた。 

このような状況を踏まえ、トンガ政府はバイオラ病院全体を改善整備する計画として、

世界銀行の支援によりバイオラ病院改善マスタープランを策定した。その中で、同病院

全体の改善整備に向けて新築、改修工事を 6 つに分割してドナーの支援を受けて計画を

進める方針が示された。その第一段階として、2004 年に日本の無償資金協力により中

央診療棟、産科病棟、外科病棟、浄化槽、それらに関わる医療機材の整備が行われた。

第二段階として、世界銀行の支援により内科病棟、小児病棟、精神科病棟などが建設さ

れた。 

本事業は、マスタープランの最終段階として、残る外来・救急・管理部門などの新築、

改修とそれらに関連する機材の整備を行ったものである。 

 

１.２ 事業概要 

バイオラ病院において、外来棟等の新設及び併設する看護学校の増設を行うことによ

り、医療サービスの向上および保健人材育成機能の強化を図る。 

 

E/N 限度額/供与額 1,998 百万円 /  1,717 百万円 

交換公文締結（/贈与契約締

結） 

詳細設計：2009 年 12 月 / 2009 年 12 月 

本体工事：2010 年 5 月 / 2010 年 5 月 

実施機関 保健省 

事業完了 2012 年 3 月 

案件従事者 

本体 施工業者：北野建設株式会社 

機材調達：南洋貿易株式会社 

コンサルタント 共同企業体 株式会社日本設計インターナショナ

ル / 株式会社日本設計 

基本設計調査 2009 年 11 月 

詳細設計調査 2010 年 6 月 

関連事業 【技術協力】 

地域保健看護師のための「現場ニーズに基づく現任

研修」強化プロジェクト（2011～2014 年） 

【無償資金協力】 

ヴァイオラ病院改善整備計画（2004～2006 年） 

【その他国際機関、援助機関等】 

（豪州）非医療分野の改善その 1（1999～2004 年）、
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非医療分野の改善その 2（2002～2006 年） 

（アジア開発銀行）資金援助（保健省予算支援、2003

年） 

（中国）トンガタプ島保健センター建設（2008～

2009 年） 

（世界銀行）バイオラ病院改善整備（2004 年） 

 

２. 調査の概要 

２.１ 外部評価者 

 西川 圭輔（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 8 月～2015 年 7 月 

 現地調査：2014 年 10 月 27 日～11 月 7 日、2015 年 2 月 23 日～27 日 

 

３. 評価結果（レーティング：B
1） 

３.１ 妥当性（レーティング：③2） 

３.１.１ 開発政策との整合性 

本事業の計画時、トンガの開発計画である「第 8 次国家戦略開発計画」では保健

医療サービスの改善が 8 つの開発目標の 1 つに掲げられていた。また、保健省運営

計画（2008/09-2011/12）においても、6 つの主要成果分野の 1 つにバイオラ病院の改

善計画の推進が挙げられていた。なお、本事業は、上述の通り 2002 年に世界銀行の

支援で策定されたバイオラ病院の改善マスタープランに沿って実施されたものであ

り、全体計画の最終段階として外来棟、歯科棟、看護学校等の改善整備が行われた3。 

事後評価時の開発計画である「トンガ戦略開発枠組み（TSDF:2011-2014）」では 9

つのアウトカム目標の「目標 6」として人々の健康状態の改善が挙げられており、バ

イオラ病院を中心とした保健サービスの国内ネットワークの充実化を目指すとして

いる。この計画を受けて策定された保健省運営計画（2012/13-2014/15）でも、6 つの

主要成果分野のひとつとして、既存の医療施設の改善や情報・研究の強化が挙げら

れている。 

 このように、マスタープランの一部を担った本事業は計画時および事後評価時の

両時点においてトンガの開発政策に整合しているほか、セクターレベルの戦略にも

合致しているといえる。 

                                            
1 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
2 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
3 バイオラ病院の整備については、日本の援助事業として 2004～2006 年に「ヴァイオラ病院改善整

備計画」が実施され、中央診療棟、産科病棟、外科病棟などが整備された。 
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出所：協力準備調査報告書 

図 1 本事業における整備施設の位置（計画対象部分） 

 

３.１.２ 開発ニーズとの整合性 

 バイオラ病院は、10 万人強の人口を有するトンガのトップリファラル病院として

のみならず、全人口の約 7 割が居住するトンガタプ島の住民に対する初期医療サー

ビスを提供する役割も担っている。診療内容についても、プライマリー・ヘルスケ

アは徐々に充実してきているものの、近年は生活習慣に起因する非伝染性疾患（糖

尿病、高血圧、肥満等）も増加しており、バイオラ病院はこういった疾患に対して

も対応することが求められている。 

しかし、同病院は 1971 年の開院後長年の月日が経過しており、マスタープランの

策定時には、診療部門の分散、手術室の不足、不明確な清汚区分による感染の危険

性、汚水処理槽の処理容量不足と汚染拡散の危険性などの多岐にわたる問題が指摘

されていた。このような状況を改善することは、トンガでトップリファラル病院と

して位置づけられていた同病院において喫緊の課題であった。 

 事後評価時においても、トンガでは糖尿病、高血圧、肥満といった非感染症が大

きな課題となっているほか、子どもの栄養不足による病気の発生も大きな問題とな

りつつある。トンガ政府はプライマリー・ヘルスケアの充実に注力してきており、

予防的なヘルスケアを推進している。これらの課題への対応において、バイオラ病

院はトンガのトップリファラル病院としても初期医療サービスを提供する医療施設

としても重要な役割を担っており、特に啓発活動を行う看護師等の育成という人材

面での貢献が大きいことが聞き取り調査により確認された。 

なお、トンガタプ島を含む国内各地ではヘルスセンターを改善整備することによ

り、コミュニティベースの医療サービスの提供が進められているが、依然として多
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くの患者がバイオラ病院で初期医療サービスを受けている。 

 

表 1 バイオラ病院患者数の推移 

 2011 年 2012 年 2013 年 

外来患者数(人) 46,607 53,254 51,103 

入院患者数(人) 9,791 10,164 9,913 

出所：保健省提供資料 

 

表 1は 2011～2013 年のバイオラ病院における一般外来患者数および入院患者数を

示したものである。これらの患者数には年によって増減があるものの、バイオラ病

院には概ね毎年 5 万人の外来患者及び 1 万人の入院患者の需要を常に満たす体制や

対応が求められていることが推察される。 

 なお、マスタープランに基づく病院の整備は本事業の実施により終了したものの、

同プランの策定以降に保健省では ITを活用した医療データの管理が進んできている

が、現在（整備後）のバイオラ病院ではそのための十分な施設が確保できていない

ことが、事後評価時に確認された。したがって、IT の活用による情報管理のための

インフラ整備ニーズが存在している。 

以上より、本事業はバイオラ病院は事後評価時にも引き続きトンガのトップリフ

ァラル病院及び初期医療サービスを提供する病院としての位置づけを有するバイオ

ラ病院の整備を行ったものであり、計画時および事後評価時の両時点において同国

の開発ニーズとの整合性が高いといえる。 

 

３.１.３ 日本の援助政策との整合性 

2009 年の第 5 回太平洋・島サミットにおいて発表された「北海道アイランダーズ

宣言」において、日本は大洋州地域に対する行動計画のひとつに「保健医療施設改

善のための支援」を打ち出した。 

また、トンガに対する ODA の基本方針として、上記宣言を受けた重点協力分野の

ひとつとして「保健医療サービスの充実」に対する支援を掲げていた。その具体的

な取り組みとして「ヴァイオラ病院改善整備計画」（2004 年～2006 年）を実施して

一部の病棟等を整備しており、本事業はその流れを汲んだものである。  

したがって、本事業は、計画当時の日本の大洋州及びトンガに対する支援重点分

野に合致する事業であり、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、上述の通りバイオラ病院の改善マスタープランに沿って実施された事

業の最終段階として位置づけられた事業であった。また、事後評価時に明らかにな

った IT 関連施設に対するニーズは、マスタープラン策定当時に見通すことは容易で
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はなかったと思われるため、本事業に関する事業計画やアプローチには特段の問題

はなかったと考えられる。 

 

本事業は、上記の通り計画時および事後評価時の両時点において、トンガの開発政策

や開発ニーズに整合しているほか、計画当時の日本の援助政策にも合致しているといえ

る。また、事業計画やアプローチの適切性にも問題は見られず、全体として本事業の実

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表 2 の通りであった。 

 

計画内容 

表 2 本事業の計画内容 

 主要整備内容 

施設（5,108.6m
2） 外来棟、歯科棟、多目的スペース、看護学校、霊安室、外部待

合・渡り廊下、設備諸室の新築及び外来別棟の改修 

医療機材 上記施設の運営に係る救急・一般外来、専門外来、産前健診、

物理療法、外来薬局、歯科部門、看護学校及び霊安室の機材の

調達・据付 

出所：協力準備調査報告書より作成 

 

実績 

 計画内容に示された施設（5,153.5m
2）及び機材ともに、概ね計画通り実施された

が、実施中に以下の変更が加えられた。 

 

表 3 計画内容からの変更点 

 変更内容 

協力準備調査における計画内

容からの変更点 

1) 多目的スペースの配置変更 

2) 救急観察室周りのレイアウト変更 

3) 外来部門の水周りのレイアウト変更 

4) 産前健診受付周りのレイアウト変更 

5) 外来棟 2 階院長室周りのレイアウト変更 

6) 外来棟 2 階マネージャー室間仕切変更 

7) 外来棟 2 階事務部門共用便所の配置 

8) 外来棟眼科クリニックの部屋配置変更 

9) 看護学校内スタッフ室周りレイアウト変更 

10) 霊安室のレイアウト変更 

11) 薬局外部窓口と庇の変更 

12) 看護学校の屋根形状の変更 
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13) 歯科部門用双眼顕微鏡の追加（1 台） 

詳細設計調査実施後の変更点 1) 高架水槽の位置の移動 

2) 渡り廊下の位置の移動 

3) 多目的スペースに付属する倉庫位置の移動 

4) 外来棟マネージャー室の位置移動 

出所：JICA 提供資料より作成 

 

表 3 の通り、本事業では施工段階で多くの変更が行われたが、保健省によるとい

ずれも軽微な変更であり、それによる不具合は全く生じていないとのことであった。

事後評価におけるサイト調査時にも、これらの変更による特段の不具合は見受けら

れなかった。 

調達した機材については、主要な機材を確認したところ、そのほとんどが使用さ

れていることが確認された。しかし、アウトリーチ活動を行う際に使用することが

想定されていた耳鼻咽喉科の診療ユニットは、依然としてアウトリーチ活動が行わ

れていないため使用されていなかった。これは、専門医がトンガ国内に 1 名しかい

ないためバイオラ病院を離れる時間が取れないことが主な理由であった。また、歯

科技工ユニットのサンドブラスターが、バイオラ病院が元々保有していたコンプレ

ッサーが故障した影響で使用ができない状態となっていた。事後評価時には代替手

段を用いて人工歯を形成していたが、同機材を使用した方が精巧かつ効率的である

とのことであり、コンプレッサーの更新調達が望まれる。 

なお、日本側の整備項目の他に、トンガ側も施設の着工前、工事中および工事後

に、事業地の整地、電線移設、排水系統の移設、既存外来棟内の改修工事などを予

定通り実施した。事後評価時点でも、これらの項目の実施によって事業効果の発現

に影響を与えるような状況は見受けられず、全体として問題はなかったといえる。 

 

  

外来棟の待合いスペース 本事業で設置した看護学校の実習室 

 

３.２.２ インプット 

３.２.２.１ 事業費 

本事業の事業費として、日本側負担分の概算事業費として 1,998 百万円（詳細
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設計：76 百万円、本体工事 1,922 百万円）が計画され、それ以外にトンガ側分担

事項の実施経費として 130 百万円が予定されていた。 

日本側負担分の実績額は表 4 の通りであった。 

 

表 4 事業費の実績額 

（単位：百万円） 

項 目 金 額 

詳細設計調査 75.5 

入
札
、
建
設
、 

機
材
調
達
・
据
付 

建
設
費 

直接工事費 1,242.9 

その他の工事費 124.1 

機
材
費 

調達費 170.5 

据付費 6.0 

設計監理費 98.0 

小計 1,641.5 

合 計 1,717 

出所：JICA 提供資料より作成 

 

実際の事業費は 1,717 百万円（日本側）であり、計画額の範囲内に収まったこ

とが確認された（対計画比 86%）。一方で、トンガ側投入額は、本事業に特化し

たデータが整理・保管されていなかったことから、正確に把握することが不可能

であった。そのため、事業費は日本側負担分のみの比較を以って評価した。  

 

３.２.２.２ 事業期間 

 本事業の事業期間は 2009 年 12 月（詳細設計の交換公文締結）から 2012 年 3

月までの約 28 ヵ月が想定されていた4。実際の事業期間も 2009 年 12 月からの 28

ヵ月であり、計画通りであった。事業コンサルタントによると、工期の最終段階

では雨も多く、工事の進捗に遅れが生じることが懸念されたが、保健省と毎週ミ

ーティングを行い、遅延が生じないように関係者間で調整を図ったとのことであ

った。 

 

以上より、本事業のアウトプットはほぼ計画通りであり、そのための事業費および事

業期間ともに計画内に収まっていることから、効率性は高い。 

 

                                            
4 本体工事の交換公文は 2010 年 5 月に締結された。 
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３.３ 有効性5（レーティング：②） 

３.３.１ 定量的効果（運用指標） 

 本事業の実施により、一般外来診察数、歯科診察数、外来専門患者数、看護学校

学生数、および海外との交換プログラム数が増加することが想定されていた。  

 

表 5 本事業の運用指標の推移 

指標 

基準値 目標値 実績値 実績値 実績値 

2008 年 2015 年 2011 年 2012 年 2013 年 

計画時 
事業完成 

3 年後 
事業完成前 事業完成年 

事業完成
1 年後 

一般外来診察数 66,625 人 
増加する 

（76,600 人） 
46,607 人 53,254 人 51,103 人 

歯科診察数 26,321 人 
増加する 

（29,000 人） 
12,064 人 10,485 人 11,143 人 

専門外来患者数 7,173 人 増加する 不明 不明 不明 

看護学校学生数 92 人 増加する 120 人 103 人 129 人 

海外との交換 

プログラム数 
3 件 増加する 不明 不明 4 件 

出所：保健省提供資料 

 

保健省によると、本事業の計画時に用いた基準値は、全て手作業にて収集・集計

が行われていた時期のデータを基にしており、2010 年以降に導入された保健情報シ

ステムにて整備されているデータとの間には一貫性が保たれていないとのことであ

った。また、バイオラ病院の外来棟や歯科棟などは、診察時間帯のピーク患者数を

基に最適規模が計算されていることから、目標値として掲げられた患者数を賄うこ

とは可能であるものの、計画時の基準データが 2007 年や 2009 年などと比較しても

突出して高いことから、それをベースとした目標値も高くなってしまっている可能

性がある。ただ、このような状況をふまえながらも、本事後評価では事業目的とし

て掲げられている「医療サービスの向上」の有無を重視しつつ、定量的効果につい

ては通常の判断基準に則り計画時に想定した目標値を用いて評価判断を行うことと

した。医療サービスの向上という点では、バイオラ病院は外来患者に対する診療を

行うことができているほか、より近代的な施設・機材が整備され清汚区分も明確に

なった環境の下で、医療の質の向上という効果も発現していることが、保健省関係

者への聞き取り調査から確認されており、全体として特段の問題はないと判断され

る。 

しかし、表 5 の数値からは、専門外来患者数が不明であるほか、一般外来診察数

も歯科診察数も、目標値のみならず基準値も下回っている。ただ、バイオラ病院の

容量不足により診察待ちを余儀なくされている患者が存在するわけではなく、需要

は常に満たされている6。医師への聞き取り調査からは、診察時間帯には常に多忙な

                                            
5 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。  
6 トンガの人口は近年 10 万人強で推移しており、海外移住の影響によりほとんど変化が見られな
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状態で診療を行っており、患者数が減ったという実感はないという意見が聞かれた。

保健省関係者も、データ整備の仕組みが不十分であったことがデータの一貫性が保

たれていない大きな要因であることを認めているが、データの比較による分析を行

うことができない状況下では、事業効果が十分に達成されたということを証明する

ことは困難であった。 

他方、看護学校学生数や海外との交換プログラム数は 2013 年に既に 2015 年の目

標値を上回っており、2015 年の実績値が確定した場合でも目標値を上回っているこ

とが予想される。看護学校は、計画時には施設規模の制限から看護師を必要数供給

できていない状況にあったが、本事業実施後に学生数を増加させることが可能にな

った。また、講義で学んだことを実際に実習で生かすことが可能になったほか、コ

ンピュータ室の活用による調査や資料作成も容易になり、教育環境はあらゆる面で

以前と比べて大きく改善したことが、聞き取り調査及び簡易受益者調査7から確認さ

れた。また、国内唯一の看護師養成学校でもあり、人材の供給に果たす役割も大き

い。海外との交換プログラム数については、施設や機材が充実したことにより、豪

州等の海外とのプログラムが行われており、トンガの病院関係者の能力向上への取

り組みが進められている。事後評価時に確認されたプログラムの主な内容は表 6 の

通りであった。 

 

表 6 海外との交換プログラムの概要 

プログラム名 主な内容 

トンガ保健省・St. John of God 

Ballarat 病院間交換プログラム 

豪州のバララット病院とトンガ保健省の間の職員交

換プログラム。救急医療、助産術、保健情報など様々

な分野をカバーする。22 年前から毎年実施されてい

る豪州の援助プログラム。  

トンガ保健省（放射線科）・Lake 

Imaging 間交換プログラム 

トンガにおける放射線診療サービスの能力向上のた

めの交換プログラム。豪州の支援で 2013 年に開始。 

トンガ保健省（保健推進課）・

メルボルン大学間交換プログ

ラム 

非感染症対策能力強化のための交換プログラム。豪

州の支援により 2012 年に開始。 

トンガ保健省（検査科）・PPTC

間交換プログラム 

臨床検査の準修士プログラムをオンラインで受講中

の職員に対する 1 か月間の研修プログラム。ニュー

ジーランドの支援により実施。 

出所：保健省提供資料より作成 

 

３.３.２ 定性的効果（その他の効果） 

 計画時、本事業の実施により以下の定性的な効果が発現することが期待されてい

                                                                                                                                
い。 
7 5年以上バイオラ病院に勤務する医師・看護師・その他職員計 51名に対し、本事業を通じた医療サ

ービスの向上、医療施設・設備の改善、衛生状況の改善、看護学校の改善効果、教育や研修の質の

向上、防災拠点としての位置づけ、維持管理状況について質問票調査を実施した。  
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た。 

 

1) 外来・救急部門の機能が回復し、医療施設としてのサービス内容と医療の質が

改善する。 

2) 看護学校の実習内容の充実が図られる。 

3) 効率及び質の高い教育・研修・ワークショップの実施が可能となる。  

 

 1)については、外来部門のスペースが拡大し待合スペースの混雑が解消したほか、

以前は外来スペースの一部を間借りするような状態であった救急部門が独自のスペ

ースを確保できるようになった。救急部門関係者からは、施設や設備が大幅に改善

したことに伴い、救急車で搬送されてきた患者に対する迅速な対応が可能になった

との意見が聞かれた。また、バイオラ病院はトンガのトップリファラル病院として、

首都ヌクアロファの位置するトンガタプ諸島の保健センターやその他の諸島群の地

域病院からのリファラルに常に対応する病院として位置づけられており、保健省に

よると本事業で供与した施設や機材を含む全体的な改善整備を通じて、様々な診療

科で医療が滞りなく行われたり、それまで実施できていなかった最新の超音波診断

装置が活用されたりしている。 

2)の看護学校の実習内容の充実に関しては、施設が改善され講義等を行うのが容易

になっただけでなく、人体模型などの機材も充実し実習をふまえたより実践的な教

育を行うことが可能になったとのことであった。簡易受益者調査においても、看護

学校における教育や訓練が改善したとした病院関係者は 81%に上っており、「あまり

改善されていない」とした 19%を大きく上回った。 

3)については、外来棟に研修室が設けられ、毎週水曜日に内部の関係者による研修

や様々な会議に活用されていたほか、看護師や看護学生の研修・ワークショップ等

に本事業で建設された多目的スペースが活用されていたことが確認された。病院関

係者の能力向上に係る取り組みが本事業の実施により容易になったといえる。  

以上より、本事業の実施により、計画時に想定された定性的な効果は十分に達成

されたと評価される。 

 

３.４ インパクト 

３.４.１ インパクトの発現状況 

 本事業計画時には、事業実施のインパクトとして、トップリファラル医療施設と

してトンガ全国民の健康改善につながること、およびトンガの防災拠点が整備され

ることの 2 点が挙げられていた。 

 トンガでの健康改善に関しては、表 7 に主要指標を示している。トンガの保健指

標は一般的に既に高い水準に達していたこと、人口規模が小さいことから若干の数

値の変化が大きな割合の変化となってしまうことなどから、近年の保健指標の改善
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傾向はあまり見受けられない。また、データの整備状況が必ずしも十分ではないた

め、本事業実施後の状況はまだ明らかになっていなかった。ただし、病院関係者に

対する簡易受益者調査では、回答者の 86%がトップリファラル病院としての信頼性

は「さらに良くなった」または「良くなった」と回答（残り 14%は「同様」との回

答）している結果に示されるように、大部分がトップリファラル病院としての信頼

性は高いと捉えている。また、本事業実施後の医療サービスの質の変化についても、

回答者の 86%が改善したと捉えていることが明らかとなった。保健指標からは定量

的な成果を示すことは困難であるものの、トンガ国民の健康状態の改善・維持に一

定の貢献をしていると思われる。 

 

表 7 主要保健指標の推移 

指 標 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 

乳児死亡率 

(1,000 人当たり) 
16.4 14.5 21.5 15.2 

周産期死亡率 

(1,000 出産当たり) 
18.9 13.5 12.4 13.0 

妊産婦死亡率 

(10 万人当たり) 
76.1 114.4 37.1 0 

予防接種率(%) 99.5 99.5 99.6 99.8 

出所：保健大臣報告書（2011/12 年版） 

 

 なお、バイオラ病院は、表 8 に示す通り、トップリファラル病院として、近年は

国内の他の病院等から 37～67 件のリファラル患者の受入を行ってきた。手術や放射

線の検査などが主な理由とのことであった。ただし、バイオラ病院でも対応できな

いような事態もあり、そのような場合は豪州やニュージーランドにさらにリファラ

ルを行っている。 

 

表 8 バイオラ病院のリファラル数 

 2009/10 年 2010/11 年 2011/12 年 2012/13 年 2013/14 年 

国内リファラル数 53 42 37 45 67 

海外リファラル数 34 27 41 62 47 

出所：保健省提供資料 

注：「国内リファラル数」は、各保健センターや地域病院からバイオラ病院へのリファラ

ル数、「海外リファラル数」はトンガから海外の病院へのリファラル数。  

 

2 つ目のインパクトとして想定されていた、防災拠点としての役割については、バ

イオラ病院の構造が首都ヌクアロファ市街地の建物と比べても強固で高品質である

という意見が実施機関から聞かれたほか、サイクロン等の災害時に避難施設として

利用されうる品質かどうかを簡易受益者調査で質問したところ、回答者の 90%が肯

定的な意見であった。 
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したがって、本事業完成後に実際に大規模災害が発生して住民が病院に避難・搬

送されたという事例はないが、十分な規模の施設であり堅固な建築物であること、

および首都に立地していることもあり、大部分の病院関係者が避難施設としての役

割を肯定的に捉えていることが確認されていることから、防災拠点として十分活用

されうると考えられる。 

なお、病院全体の衛生環境についても、本事業の実施により改善したという意見

が実施機関より聞かれた。簡易受益者調査においても、改善したという意見が回答

者の 86%を占めた。本事業の実施のみならず、バイオラ病院では衛生管理に関する

取り組み（衛生委員会活動や薬局での靴カバー装着など）も行われており、ハード・

ソフト面で衛生管理状況は向上していることが確認された。 

 

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 

本事業は既存病院の施設整備および機材調達を行う案件であり、自然環境への

望ましくない影響はほとんどないと考えられていた。 

本事業の実施に当たっては、以下の点で自然環境に配慮することが計画されて

いた。 

 

・ 自然エネルギーの積極的利用による維持費の軽減 

・ トンガの排水基準に沿った排水処理 

 

また、本計画施設からの医療廃棄物は、一般ごみと分別してバイオラ病院が保

有する焼却炉で処理が行われた後、専用施設に廃棄されることが想定されていた。 

事後評価時に確認したところ、本事業の実施に伴う自然環境へのマイナス影響は実

施中及び実施後ともに見られていない。排水は、本事業で設置した汚水処理プラントに

て処理され敷地内に浸透させるという当初の計画通りの処理が行われており、それに伴

う自然環境へのマイナス影響は報告されていない。しかし、医療廃棄物は、専用の焼却

炉が最近故障した後、一般ごみとの分別

後に廃棄物処分場にて専用区画に廃棄さ

れている状態となっていた。廃棄物処理

は本事業の範囲を超えるものであるが、

焼却後に処分されることが望ましいため、

適切な対策が必要になると思われる。 

自然エネルギーの積極的利用によ

る電気代の軽減については、本事業で

太陽光パネルが外来棟の屋根に設置され

ており、バイオラ病院における電力消費
 

本事業で設置した太陽光パネル 
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の一部を賄うことが期待されていた。同病院では太陽光発電システムによる発電量を記

録しておらず、どの程度の割合の消費量が当該システムにより軽減されているかは不明

であったが、保健省によると全消費量の 20%程度は発電されていると推測されるとのこ

とであった。バイオラ病院の電力消費量は医療機器や空調設備の増加に伴い毎年増えて

いるため、支払電気代の抑制に一定の役割を果たしているものと推察される。 

 

３.４.２.２ 住民移転・用地取得 

計画時には、本事業は既存病院の敷地内における施設整備および機材供与を行う案件

であることから、住民移転も用地取得も発生しないとされていた。事後評価時に、全て

の施設が既存の敷地内に建設され、住民移転・用地取得ともに発生していないことが確

認されており、問題は確認されなかった。 

 

有効性については、保健省提供のデータの一貫性が確保できず指標の推移を定量的に示すこ

とが困難であったため、十分な効果が発現しているという結論を導き出すことはできなかった。

ただし、適切な医療が全ての患者に対して施されており、一定の効果があることは認められた。

定性的な効果については、病院の機能改善、看護学校の実習内容の充実化や人材輩出、病院関

係者の研修等への有効活用が確認されており、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、一部のデータが不十分であったが、バイオラ病院がトップリファラ

ル病院としてトンガの医療体制や活動を支えていることや国民の健康改善に一定の貢献をし

ていることが推察された。また、自然環境へのマイナス影響は見受けられず、用地取得・住民

移転も発生していないことからインパクトは十分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一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは中

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 

本事業の実施機関は保健省であるが、保健省とバイオラ病院の組織上の区分は明

確にはなっておらず、例えば「管理部門」は保健省全体の管理部門とバイオラ病院

の管理部門を兼任する体制となっている。また、保健省の建物もバイオラ病院の敷

地内にある。 
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 保 健 大 臣 

国家保健開発委員会 保健次官 保健省健康促進委員会 

国家保健開発委員会 

技術小委員会 
分科委員会 

ババウ保健行政区 

ハアパイ保健行政区 

エウア保健行政区 

医療部門 看護部門 歯科部門 公衆衛生部門 管理部門 保健計画・情報

部門 

点線枠内はバイオラ病院 
 

出所：保健省運営計画（2012/13-2014/15）より作成 

図 2 保健省およびバイオラ病院組織図 

 

事後評価時に保健省は全国で 769 名の職員を抱えており、機能別の構成は以下の

通りであった。このうちバイオラ病院の人数を示すと、管理部門、歯科、医療サー

ビス、看護の 4 部門の計 632 名となっている。 

 

表 9 保健省職員数（2015 年） 

 職員数 割合 

管理部門 78 10% 

保健計画・情報 25 3% 

公衆衛生 112 15% 

歯科 32 4% 

医療サービス 160 21% 

看護（看護学校含む） 362 47% 

合 計 769 100% 

出所：保健省提供資料 

 

バイオラ病院の施設・機材の維持管理は、医師長の下 8 名の計 9 名体制の維持管

理課が担っている。電気担当の技術者は、現在医療機材担当技師との兼務となって

いるほか、配管担当（2 名体制）は 1 名空席状態であった。また、医療機材維持管理

職は豪州の援助により同国の専門家が常駐して務めている。維持管理担当職員数は、

本事業による施設の拡大や機材の増加にもかかわらず計画時よりも減少しており、

特段の対策は取られていない。したがって、既存職員では各部門からの修理ニーズ

に必ずしも十分に対応できていないのが現状であり、十分な人材を確保することが

重要であると思われた。なお、清掃業務は外部の民間業者に委託されているほか、
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必要に応じて塗装作業や修理工事が外注されるとのことであった。 

 

３.５.２ 運営・維持管理の技術 

事後評価時に確認を行ったところ、本事業で調達した機材は医師や看護師・技師

により問題なく使用されており、機材活用に関する技術面では特段の懸念は見受け

られなかった。 

病院施設全般の維持管理に関しては、経験が豊富な機械担当管理職の下、維持管

理課職員の基本的な技術力には特段の問題は見られなかった。医療機器の維持管理

能力については、有資格者も十分な経験を有する技術者も保健省には存在せず、技

術力は十分ではない。しかし、事後評価時点で、豪州の援助により 1 名のトンガ人

技術者を豪州の専門機関で育成中であることが確認されており、能力を向上させて

将来的に医療機器の管理を行う能力と体制が強化されることが期待される。  

維持管理に関する体系だった研修等は行われていないが、医療機器に関する研修

が豪州の支援でフィジー国立大学にて年 1 回実施されており、保健省の技術者も参

加していくことが予定されている。 

 

３.５.３ 運営・維持管理の財務 

保健省の予算は、入院費用や検査費用などの料金徴収による収入も一部あるもの

の、基本的には伝統的に診察・医薬品代が無料であるため、政府からの予算配分が

大部分を占めている。本事業の計画時には、財政負担の軽減を目的に、バイオラ病

院全体の整備が完了した段階で医療費を徴収する計画が存在したが、事後評価時点

でも実行に移されておらず、診療費及び医薬品の費用は全額政府負担となっている。 

近年の保健省の全体予算及び維持管理予算は表 10 の通り推移している。 

 

表 10 保健省全体予算および維持管理予算 

（単位：1,000 パアンガ） 

年度 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

全体予算額 21,580 21,375 22,500 22,596 

(うち病院収入) (506) (1,000) (1,000) (1,000) 

維持管理予算 1,321 1,500 1,200 975 

(維持管理予算割合) (6.1%) (7.0%) (5.3%) (4.3%) 

出所：保健大臣年次報告書、保健省提供資料  

 

保健省予算は対前年比で徐々に増加しているものの、維持管理予算は金額および

保健省予算に占める割合ともに減少傾向にあり、維持管理課も予算は常に不足して

いると感じているとのことであった。維持管理予算は、バイオラ病院全体の改善整

備への支援を受けるにあたり、世界銀行との間で保健予算全体の 7%を充当すること
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が条件として合意され、これは 2009/10 年度に一度達成された。しかし、その後は

5.3%、4.3%と減少傾向にあることから、病院施設が拡張され医療機器も増加した状

況下ではこの傾向に歯止めをかけ、十分な予算を配分していくことが必要である。  

 なお、医療機器は耐用年数に達してから徐々に更新していくことが必要になると

考えられるが、医療機器の更新に関する計画は存在していない。また、毎年平均的

に必要とされる点検・修理代や機器の更新に必要とされる額が算定されていないた

め、そのための予算化がなされておらず、将来的な機材更新には懸念が感じられた。 

 

３.５.４ 運営・維持管理の状況 

事後評価における現地調査では、本事業で整備した施設は全て使用されていたほ

か、機材についても耳鼻咽喉科診療ユニットや歯科のサンドブラスターなど一部の

機材以外は利用されていたことが確認された。機材のマニュアルは医療機器ワーク

ショップ等に保管され、必要に応じて利用されているとのことであり、特段の問題

は確認されなかった。 

維持管理計画は明文化されたものは存在せず、施設については 1 週間に 1 度維持

管理課職員により巡回検査が行われていた。事後評価時に、施設の運営・維持管理

状況には大きな問題は見られなかったが、本事業実施前より存在する病院内のエレ

ベータの保守管理については、以前はニュージーランドの代理店との保守管理契約

が結ばれていたが、2012 年以降更新されていないとのことであった。 

医療機器は不具合や故障が発生すると修理が行われているが、それらの記録が十

分に整備されていない状況が見受けられた。この現状に対して、豪州の専門家によ

り「Maintenance Assist」という、世界的に普及している維持管理支援ツールが導入

され始めていることが確認された。このような取り組みの一方で、医療機器の定期

的な保守管理に関する契約は、トンガ国内では対応できる業者が存在せず、海外業

者との契約は高額になるため現実的ではないと捉えられていた。 

なお、スペアパーツの調達は、施設・機材全般にわたり、代理店との調整やメー

カーへの連絡に時間を要するという課題を抱えているとのことであった。予算申請

から配分までにも時間を要するという課題や、予算の執行に関する権限が維持管理

課に十分付与されておらず承認手続きに時間を要する課題などが、病院関係者から

指摘された。 

 したがって、維持管理計画は特段作成されておらず、定期的な施設点検の他は、

故障発生の度に対応するという現状にあり、予防的維持管理体制が整備されている

とはいえない。運営維持管理状況については概ね良好であるといえるが、定期的な

保守管理やスペアパーツの調達には課題があり、今後故障が頻発するようになった

際の対応に懸念があるものと思われた。 

 

運営・維持管理の体制は十分とはいえず、人員の増加が必要であると考えられること、
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技術については施設については概ね問題ない一方で医療機器の管理については能力向

上に取り組んでいる状態であること、財務については維持管理予算が徐々に減少傾向に

あり、維持管理の担当課でも予算不足に直面していること、また維持管理状況について

は概ね良好な状態に保たれているものの、予防的な維持管理が実施できておらずスペア

パーツの調達等にも時間を要するなど、全ての分野にわたって軽度な問題が存在するこ

とが確認された。 

 

以上より、本事業の維持管理は体制・技術・財務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。 

 

４. 結論及び提言・教訓 

４.１ 結論 

本事業は、医療サービスを向上させるとともに保健人材育成機能を強化するために、

バイオラ病院の外来棟等の新設および看護学校の増設を行った事業である。本事業の主

旨は、トンガの開発政策、開発ニーズ、および日本の援助政策における重点分野と整合

しており、妥当性は高い。事業の実施面では、事業内容はほぼ予定通り実施され、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。事業効果に関して

は、病院の機能改善や看護学校での生徒数の増加および教育内容の充実化といった点で

効果が見られたが、患者の診察数に関する一貫性のあるデータの入手が困難であったこ

とから、十分な効果が発現しているという結論を定量的に導き出すことはできなかった。そ

の他に、バイオラ病院がトップリファラル病院としてトンガの医療体制や活動を支えているこ

とや国民の健康改善に一定の貢献をしていることが確認されており、全体的に本事業の有効

性・インパクトは中程度である。持続性については体制面・技術面の強化が必要であることや、

財務面でも維持管理予算が徐々に減少していること、さらにスペアパーツの調達にも時間を要

するなど、全般的に軽度な問題が見られたことから、中程度であると判断される。 

以上より、本事業の評価は高いといえる。 

 

４.２ 提言 

４.２.１ 実施機関への提言 

維持管理体制の強化 

バイオラ病院の施設及び機材の維持管理は、同病院整備に関するマスタープラン

の一連の事業の終了に伴い、今後以前よりも維持管理項目やそのための必要経費が

増加することが見込まれるが、そのための増員が行われていないほか、欠員状況も

継続しており、早期の体制構築が求められる。また、維持管理予算が近年減少し目

標値であった 7%を達成できておらず、施設・機材の予防的維持管理も実行できてい

ないことから、維持管理計画を策定し、毎年必要な予算を計算して確保すること  （機

材更新の費用積み立てを含む）、また予算執行手続きを容易にして円滑に部品調達等
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が行われるようにすることが重要である。具体的には、「３.５.４ 運営・維持管理の

状況」に記した維持管理支援ツール「Maintenance Assist」を活用して維持管理計画

を策定するとともに毎年の必要額を計算し、維持管理予算を着実に確保すること、

また、保健省および各部署が独自に維持管理に係る予算を執行できる権限を強化す

るように、政府内での認識を高めていくことが挙げられる。 

 

一貫性のあるデータの整備 

本調査では、事業効果を測定する際に、計画時の数値の根拠が不明であり、事後

評価時に提出されたデータとの比較を行うことができなかった。また、病院の運営

に関する基本的なデータが十分整備されていない事例が散見された。保健医療サー

ビスの提供においては、基本的なデータを整備し、客観的な状況把握や対応を行う

ことができるように、一貫性のあるデータの収集・整備体制を強化していくことが

重要である。 

 

４.２.２ JICA への提言 

運営・維持管理状況のモニタリング 

本事業で課題として指摘された医療機器の維持管理については、豪州の援助にて

当該分野の専門家が派遣され、維持管理システムの構築や関係職員の能力向上を支

援している。わが国は、2 度にわたりバイオラ病院の施設・機材の整備を支援してお

り、病院内には数多くの納入機材があることからも、豪州の専門家と連携し、これ

らの機材の効果的な活用が行われるようモニタリングを行っていくことが重要であ

る。 

 

４.３ 教訓 

全体計画の定期的な確認と柔軟な見直し 

本事業は、病院全体の整備に関するマスタープランに沿って実施された事業であり、

全体計画が進展するのに伴い、拡大した施設や充実した機材の運営・維持管理に係る体

制、技術、及び予算の拡充が必要であると考えられていた。全体計画は実質的に 4 つの

フェーズに分けて実施されたことから、各フェーズの実施に当たり、それらの体制・技

術・予算が着実に整備され、その後の運営・維持管理に懸念が生じないような対応がな

されたかをその都度確認することが望ましかったと思われる。対応が不十分な場合は、

施設・機材の整備に加えて必要な能力向上支援を行ったり、運営・維持管理に係る対応

能力を超えない範囲に事業規模を留めたりするなど、長期的な事業では定期的に確認を

行い、計画内容を柔軟に修正していくことも必要であると考えられる。  

 

事業効果のモニタリング 

2010～2011 年に実施された「ヴァイオラ病院改善整備計画」の事後評価においては、
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維持管理課の体制の充実化に関して実施機関に提言がなされたが、その後提言内容は十

分実施されているとはいえなかった。事業効果の発現を促したり、発現した効果の持続

性を高めたりするためには、事業完成後の一定期間、少なくとも事後評価調査が実施さ

れるまでは、JICA 内の担当部署や事務所が定期的にモニタリングしていくことが有益

であると思われた。モニタリングを通じて、実施機関の実際の行動が推進されることも

期待されるため、事業完成後もフォローしていくことが望ましい。  

 

以上  


