
 
 

     

事業事前評価表 

    国際協力機構人間開発部保健第四チーム 

１．案件名                       

国 名： ミャンマー連邦共和国   

案件名： 医学教育強化プロジェクト 

   Project for Enhancement of Medical Education  

 

２．事業の背景と必要性                

（1）当該国における保健セクターの現状と課題 

ミャンマー連邦共和国（以下「ミャンマー」、人口 5,141万人（2014年人口セ

ンサス）、面積 68万平方キロメートル、国民一人当たりの GDPは 868ドル（2012-13

年））は、軍事政権下において国家経済が長期にわたって停滞し、保健セクター

においても、その影響を受けてサービスの整備が滞り、多くの課題を抱えてい

る。近年改善が見られるものの、依然として 5 歳未満児死亡率（2011 年、出生

1,000 に対し 52.3）、妊産婦死亡率1 (2011 年、出生 10 万に対し 200）とも、ア

セアンの中でラオスやカンボジアと並んで最も悪い状況にあり、関連する MDGs 

4・5 の達成は難しい状況にある。さらに生活様式の変化に伴い、交通事故や慢

性疾患も増加しつつあり、重大な負担をもたらす疾病リストの 1990 年と 2010

年の比較では、交通外傷は 21 位から 11 位に、慢性疾患では循環器系疾患は 5

位から 1 位に悪化、悪性腫瘍は 2 位となっている2。 

保健医療人材の配置状況についても、WHO の示す基準 1000 人当たり 2.3 人に

対し、ミャンマーでは医師 0.55人、看護師・助産師 0.94人、計 1.49人3と基準

に達していない。その中でも医師の養成は保健省医科学局（DMS）が所管し、ヤ

ンゴン 2校、マンダレーとマグウェイ各 1校の全４校の医科大学にて毎年 2,400

名の医師を輩出しているが、経済制裁時には留学など海外との交流の機会が減

少し教員の質の低下が強く懸念されている。このため、医学教育の質の向上及

び公務員医師ポストの不足への対応として、2013 年から医学部定員を半減させ

た。さらに、2014 年にシャン州タウンジーに医科大学を 1 校増設し１年生が入

学したところである。 

このように、優秀な医師を育成するためには医学教育の強化が必須であり、

中でもミャンマーの保健医療の課題の解決に取り組むためには、基礎医学分野

の強化に加え、妊産婦の産前検診や悪性腫瘍などの診断技術の向上及び救急医

療の体制整備が必要となっている。 

 

                                            
1
 World Bank, DataBank 〈http://databank.worldbank.org/data/home.aspx〉,（2014/4/22 アクセス） 

2
 Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 

3
 Ministry of Health, Myanmar (2013), Strategic Directions for Universal Health Coverage, presented on 10 April, 2014 at 

Washington, DC. 



 
 

（2）当該国における保健セクターの開発政策と本事業の位置づけ  

ミャンマーでは、「国家保健政策（Myanmar Health Vision 2030）」及び「国

家保健計画（2011-2016）」が策定され、保健医療サービスの拡充に向けて取り

組んでいる。 

また、ミャンマー政府は 2014年 4月に、すべての人々が適切な保健医療サー

ビスを受けられるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の達成を戦略とし

て打ち出し、その実現のため保健医療人材の開発に高い優先順位を置いている。

現行の「保健人材戦略計画（2012-2017）」においても、保健医療系大学の開発

計画の見直しや卒前・卒後教育の強化などが掲げられている。 

このため、本事業は保健セクターの UHC達成のための政策に合致する。 

 

（3）保健セクターに対する我が国及び JICAの援助方針と実績 

本事業は、日本政府の対ミャンマー経済協力方針（2012 年 4 月）における方

針の一つである「国民の生活向上のための支援」に位置づけられる。日本政府

は長年にわたってミャンマーの保健セクターを支援し、保健医療インフラの整

備や保健省の能力強化に貢献してきた。2014 年現在、技術協力として実施中の

「主要感染症対策プロジェクトフェーズ 2（2011 年度～2014 年度）」の他、「保

健システム強化プロジェクト（2014 年度～2018 年度）」が開始されたところで

あり、無償資金協力として「中部地域保健施設整備計画（2012年度）」、「病院医

療機材整備計画（2012 年度）」、「ヤンゴン市内総合病院医療機材整備計画（2013

年度）」等を実施している。本事業は、これら技術協力事業や無償資金協力事業

と連携を成し、ミャンマーにおける医療サービスの質の向上に寄与するもので

ある。 

 

（4）他の援助機関の対応 

世界銀行は、ミャンマー保健システム強化のための有償支援を 2014年中に開

始し、その中で、UHC戦略の実施と保健医療サービスの質の向上を支援する予定

である。 

 

３．事業概要                       

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）  

 本事業は、ミャンマー国内の 4 医科大学において、国内の保健医療の課題に

的確に対応できるよう、基礎医学 6 分野（解剖学、生理学、生化学、微生物学、

薬理学、病理学）における研究・教育能力強化および臨床医学における分野横

断的診断技術としての画像診断技術（4 分野：放射線科、産婦人科、内視鏡診断、

診断病理）と救急医療（2 分野：救急科、麻酔科）に関する研修プログラムの強

化を行うことにより、医科大学の研究・臨床技術・教育能力を強化し、もって

保健医療サービスの質の向上に資するものである。 



 
 

（2）プロジェクトサイト/対象地域名    

 ミャンマーにおける全医科大学（ヤンゴン第 1 医科大学（UMY1）、ヤンゴン

第 2 医科大学（UMY2）、マンダレー医科大学（UMM）、マグウェイ医科大学

（UMMG）の 4 校）及び教育実習病院（ヤンゴン総合病院、中央婦人病院等） 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ）   

・直接受益者（ターゲットグループ）: 4 医科大学から長期および短期研修員 

として日本の６大学に派遣された教官（医師・技師）及び同じ部署に所属す 

る教官（医師・技師） 約 1380 名 

（UMY1 約 400 名、UMY2 約 400 名、UMM 約 380 名、UMMG 約 200 名）  

・間接受益者：4 医科大学の学生及び傘下にある教育実習病院、州病院、ディス 

トリクト病院の医療従事者及び病院受診者（都市人口：ヤンゴン地域約 700 

万人、マンダレー地域約 600 万人、マグウェイ地域約 400 万人） 

（4）事業スケジュール（協力期間）    

2015 年 4 月～2019 年 9 月（計 54 ヶ月） 

（5）総事業費（日本側）    

 総額約 5.29 億円 

（6）相手国側実施機関  

 （7）投入（インプット）    

1）日本側    

 ①専門家：（長期）チーフアドバイザー、業務調整員 

（短期）基礎医学者、放射線医、救急医など 

 ②研修員受け入れ：（長期研修）基礎医学系 6 分野博士課程 12 名4 

（短期研修）臨床医学系 6 分野 48 名 

 ③供与機材：実習用小規模器材等 

 ④現地活動費：現地セミナー開催費等 

 2）ミャンマー側    

  ①カウンターパート配置 

   プロジェクト・ディレクター：保健省医科学局長 

   プロジェクト・ディレクター代理：ヤンゴン第 1 医科大学学長 

   プロジェクト・マネージャー：保健省医科学局国際関係課課長補佐 

  ②施設・整備：執務スペースと設備（医学教育センター内） 

  ③物品・資機材：プロジェクト活動に必要と認められる物品・資機材 

  ④活動経費：プロジェクト活動に必要な経費 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発    

 1）環境に対する影響/用地取得・住民移転    

① カテゴリ分類（A,B,C を記載）：C    

                                            
4
 長期研修「医科大学教員」（実施機関：2015 年 4 月～2019 年 3 月）で対応。 



 
 

② カテゴリ分類の根拠：本事業実施による環境等への影響は想定されない。 

 2）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 特になし 

 3）その他  特になし。 

 

（9）関連する援助活動    

 1）我が国の援助活動 

 技術協力「保健システム強化プロジェクト」にて UHC 戦略実施のため母子

保健対策を含む必須保健医療サービスパッケージ（Essential Health Package）

策定支援を行うところ、本事業による分野横断的な診断技術の向上による産

前検診への適用など、人材育成において連携が図られる予定である。また、

前述のとおり、「病院医療機材整備計画（2012 年度）」、「ヤンゴン市内総合病

院医療機材整備計画（2013年度）」にて本事業の教育実習機関に対する医療機

材供与も実施中であり、相互補完が見込まれる。 

 2）他ドナー等の援助活動   

 2012 年に WHO とオーストラリア政府は共同して助産師教育のカリキュラ

ム改訂の支援を行った。また、オーストラリアの大学の支援により、ヤンゴ

ン第 1 医科大学に救急科修士コース（3 年）が設置され 2015 年 1 月に 20 名

が進学する予定であり、本事業との連携により同医科大学を拠点としたミャ

ンマー国内 4 医科大学への効果の波及という相乗効果が想定される。 

     

４．協力の枠組み                   

（1）協力概要     

 1）上位目標：ミャンマーにおける医療サービスの質が向上する。 

指標：1) 4 医科大学の傘下にある病院において、産前検診の際に早

期段階で異常が発見される妊婦の割合が増加する。 

       2) 4 医科大学の傘下にある病院において、早期段階で癌が発

見される受診者の割合が増加する。 

       3) 4 医科大学の傘下にある病院において、救急医療に患者が

来院してから治療が開始されるまでの時間が短縮する。 

2）プロジェクト目標：ミャンマーにおける医科大学の研究・臨床技術・教

育に係る能力が強化される。  

指標：1) プロジェクト終了までに、研修プログラムがミャンマーに

おける卒前・卒後教育に導入される。 

2) プロジェクト終了までに、本邦研修の帰国研修員および、

その後彼らからミャンマーにて研修を受講した者たちが

知識と技術を実践に活用する。 

 

  3）成果１：基礎医学系 6 分野（解剖学、生理学、生化学、微生物学、薬理学



 
 

病理学）における研究・教育能力が強化される。 

  成果２：臨床医学系における分野横断的技術として、画像診断技術と 

救急医療に関する研修プログラムが強化される。  

  成果３：成果 1 および 2 の成果物を医科大の卒前・卒後教育に導入する 

ことが保健省医科学局によって合意される。  

  

５．前提条件・外部条件                      

（1）前提条件    

  ・保健医療人材に対する政策が劇的に変化しない。 

（2）外部条件（リスクコントロール）  

  ・教育／指導を受けた教員の大多数が医科大学・病院に留まる。 

  ・医科大学が研修プログラムの実施を継続する。 

     

６．評価結果                              

本事業は、ミャンマーの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合

致しており、また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

     

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                

 医学教育に関する類似案件としては、ドミニカ共和国「医学教育プロジェク

ト」（1999 年～2004 年）、アフガニスタン「医学教育プロジェクト」（2005 年～

2008 年）があり、いずれも効果的な医学教育の実施に貢献したことが評価され

ている。アフガニスタン案件の成功例に倣い、本事業の臨床医学における画像

診断及び救急医療にかかる能力強化については、ミャンマー人医師に対し日本

にて短期研修を実施し、かつ、帰国研修員が現地にて同僚医師や医学生に対し

て実施するセミナーを日本人短期専門家が指導することにより、効率的・効果

的な協力を目指すよう設計されている。 

 また、課題別指針「母子保健」には、研修制度を持続させるためには研修参

加に係る財源確保が課題となるため予め検討を要すると指摘されているところ、 

上記セミナーについては、持続性を見込んだ実施方法を検討していく。 

     

８．今後の評価計画                           

（1）今後の評価に用いる主な指標      

４．（１）のとおり。   

（2）今後の評価計画    

事業終了３年度  事後評価   


