
 

質  問  書 
※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください） 

2021 年 2 月 4 日 
「キルギス国医療サービス向上のための ICT 活用に係る情報収集・確認調査」６．８ 
 （公示日：2021 年 1 月 20 日／公示番号：20a00990）について、質問と回答は以下の通りです。 
 
通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 p.5 
８ プロポーザル評価と契約交

渉権者決定の方法 
（１） ２）評価対象とする業

務従事者の予定人月数 

ここで示される評価対象とする業務従事者の

予定人月数が約 10M/M となっておりますが、

p.23 で示される業務量の目途も約 10M/M と

なっております。評価対象外の業務従事者を

含めた場合の業務量の目途は、数値が異なる

ものと考えられますので、ご確認いただけま

すでしょうか。 

誤記がありました。 
評価対象とする業務従事者の予定人月は、約

6.8M/M ですので、第１ ８ （１）２）を以下

のとおり修正します。 
（修正前） 
約１０M／M 
（修正後） 
約６.８M／M 
 
なお、評価対象外の業務従事者も含めた予定人

月は、約１０M／M で変更ありません。 
2 p.15 

3． 調査実施上の留意事項 
（２）調査対象 

遠隔研修に用いる機材は、既に対象国の保健

省が所有するということですが、ここでいう

機材とはハードウェア（パソコンやタブレッ

ト、マイク・カメラなど）のみでしょうか。

それとも、遠隔教育に用いる通信システム、

E-learning システムなどもすでに導入されて

継続教育センターは、ZOOM、TrueConf、
Moodle と Dudal のプラットフォーム、および

オンライン講義用の youtube を使用していま

す。同センターにて使用されている機材は主に

PC、マイク、ウエブカメラ、TV 通信システム

です。 



おり、それらの利用も含んでおりますでしょ

うか。その場合、それらソフトウェアの情報

を提供いただけますでしょうか。 

また研修対象者である医療従事者側は、各病院

内で研修を受講する場合は PC、タブレット、

TV 通信システムを利用します（病院ごとに通

信方法は異なります）が、個人のスマホを利用

して病院外から受講している場合もあります。 
オンラインテストには、トライアルとして

Moodle が使用されています。 
3 p.18 

③ 研修計画の策定 
B) 講義アウトライン、内容、言

語 

「薬剤師の医薬品に対する知識向上」が研修

のテーマとして上げられておりますが、適切

な医薬品の判断等は医学・薬学の知識であり、

医療行為そのものの研修と理解します。医療

行為そのものにかかる支援は、政府開発援助

において一定の条件等（相手国制度下の有資

格者が行うことや、万一の場合の免責を相手

国政府と合意すること等）が必要ではないか

と考えられますが、どのような研修までが本

調査において可能、ないしは想定されており

ますでしょうか。 

各薬局で勤務する薬剤師は、専門の学校を卒業

した上で薬剤師となっておりますが、知識の定

着度合いが不十分な事例が多く見受けられま

す。このため、新しい内容を教えるというより、

既に学校で教えている基礎知識のうち、テーマ

を絞って研修をトライアルで実施するという

ことを想定しており、医療行為そのものを教え

るということではありません（具体的なケース

においてどの薬を処方すべきかというアドバ

イスは行わない）。薬剤師は卒業後も毎年継続

して研修を受けることが義務付けられており、

研修内容の妥当性は、継続研修を担当する継続

教育センターと確認していく想定です。 
4 p.19 

③ 研修計画の策定 
B) 講義アウトライン、内容、言

語 

研修の経費は、約 2,000 千円を想定している

が、見積もりに計上しないという記述があり

ますが、一方で、p.4 において、一般業務費（資

料等作成費）として 2,000 千円を定額計上す

るようにとの記述があります。両者は異なる

ものと理解してよろしいでしょうか。もし同

じものを指す場合、見積もりに計上する／し

誤記がありました。 

ご指摘いただいた 2,000 千円について、同じ費用

を指しているため、第３ 4③B)を以下のとおり修

正します。 

（修正前） 

なお、研修の経費については、見積に計上せず

技術提案のみとすること。必要経費は、研修の詳



ないを明示頂けますでしょうか。 細が決まってから契約変更で追加する。研修経

費（資機材の購入費、研修教材作成費（翻訳費

等を含む）、通訳費等、研修実施に必要な経費の

合計）については、2,000 千円程度を想定してい

る。 

（修正後） 

なお、研修の経費（資機材の購入費、研修教材

作成費（翻訳費等を含む）、通訳費等、研修実施

に必要な経費の合計）については、定額 2,000 千

円を見積に計上すること。 

5 p.20 
⑦ 研修の開始、モニタリング 

他 

第二回目の現地調査は、p.20 に記載の通り、

2021 年 10 月頃に、「研修の開始、モニタリン

グ」のために実施するとあることから、研修

は 2021 年 10 月以降に開始するものと理解い

たします。また、研修終了 3 か月後に「研修

の効果測定等の調査」をするとの記述があり

ます。一方で研修の期間は p.19 にて 1～2 か

月程度を目安とするとの記載があることか

ら、研修終了は 12 月頃、その 3 か月後に効果

測定の調査をするとなりますと、2 月上旬の

ファイナルレポート作成までに上記の効果測

定等の調査が間に合わないスケジュールと想

定されます。各スケジュールをどのように想

定すればよいか、ご教示いただけますでしょ

うか。 

研修期間を 2 カ月間で想定される場合は、研修

（現地調査）開始時期を 9 月と想定してスケジ

ュールを作成ください。また、モニタリングは

翌年 1 月に実施する想定としてください。ある

程度時間をかけてモニタリングを行う想定の

場合、厳密に研修終了 3 カ月後でなくても構い

ません。 

6 p.21 
5． 報告書等 

貴機構の調査において、通常作成が求められ

る「業務計画書」ならびに「インセプション

成果品として提出いただく必要はありません。

ただし、調査方針の策定時の JICA への説明資



1) 提出する報告書等 レポート」は本調査では成果物として作成す

る必要がないという理解でよろしいでしょう

か。 

料（和文 or 英文）、およびその内容のキルギス

側への説明資料（露文）は作成願います。 

7 p.23 
（１）業務工程 

現地調査の実施時期の目安は示されておりま

すが、各調査の実施期間（想定日数）はお示

しいただけますでしょうか。 

団員によって現地調査日数は多少異なる想定

ですが、一番長い方で、フェーズ１及び２でそ

れぞれ 25 日間を想定しています。 
8 p.23 

（２）業務量目途と業務従事者

構成案 
１）業務量の目途 

現地調査と国内作業それぞれのM/Mの目途は

お示しいただけますでしょうか。 
国内4.0MM、海外6.0MMを目安としています。 

9 P20. ⑧遠隔研修の需要と実施方

法の分析 
⑧の「研修の需要の把握」はフェーズ1での業務

として整理されています。 

ここでは「研修終了後、知識や技術の定着度の

効果を測定」と実施内容が記載されていますの

で、目的は「需要の調査」ではなく、「効果の測

定」ではないでしょうか。 

もし、「需要の調査」を目的としているのであれ

ば、フェーズ 1 との目的の違い、ここでの実施意

図などご教示いただければと思います。 

フェーズ 1 での業務は、遠隔研修の実施状況の

確認及びその改善点の洗い出しを想定してい

ます。 
一方、フェーズ 2 の需要調査では、改良された

遠隔研修を試行することによって、その改良版

遠隔研修への需要を確認することを想定して

います。 
なお、フェーズ 1 で改善点を洗い出した後、改

善した結果、需要が見込まれるであろうテーマ

を試行対象として絞り込むことが望ましいた

め、フェーズ 1 においても需要を検討する必要

があるというのはご指摘のとおりです。ただ、

フェーズ 2 において最終的に確認するのは、上

記のとおり改良版の遠隔研修の需要であり、さ

らに言えば、今後キルギス側がその需要を満た

せるように遠隔研修を実施するための提言ま

で、調査報告書に含まれることを期待していま



す。 
10 P5 （１） ２) 評価対象業務従事

者の予定人月数 
と 
P23 （２） １）業務量の目途 

P5 では、評価対象業務従事者の予定人月数が

「約１０M/M」となっており、P23 の業務量の目途

も「約１０人月（M/M）」となっております。評価対

象外の従事者の M/M はいかがなりますでしょう

か？ 

通番号１の回答のとおりです。 

11 p.23 
（５）安全管理 

安全管理上、現時点ではビシュケク市およびチ

ュイ州が渡航可能とされておりますため、提案時

点では調査対象はビシュケク市・チュイ州のみと

することでよろしいでしょうか。見積もり算定にも

影響するため、提案書上の条件を規定いただけ

ますでしょうか。 

ビシュケク市、チュイ州に加えて、少なくとも

オシュ州を対象とすることを想定しているた

め、日本人が現地調査に行けない想定で、オシ

ュ州も追加ください（さらにそれ以外の州を対

象とすることも妨げません）。 

 
以 上 

 


