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はじめに：研修医の国際保健研修 

国際保健医療科医長 北澤 彰浩 

 

佐久総合病院は理念に 「国際保健医療への貢献を目ざします。」 の文言がまずあり、次に 5 つの行動目標の 4 番目

に 「4．プライマリ・ヘルス・ケアを包含する農村医学の考え方を学習し、実践するとともに、発展途上国の国際保健医療に

貢献します。」 の文言がある病院です。 

実際、昭和 44(1969)年 10 月には、その当時新幹線も高速道路もなく東京から来るのに長時間を要した時代に、こ

の長野県佐久臼田の地で第４回国際農村医学会議（若月学会長、船崎実行委員長）を開催し世界 26 カ国から

600 人が参加しました。このように歴史的に見ても国際保健に関わりを持ってきた病院です。そして、これから来る新しい時

代・21 世紀に佐久病院としてどのように活動していくかを考える中、1994 年 9 月に地域医療部が設立されその中に 4 つ

の科が創設されました。その 1 つの科が 「国際保健医療科」 であります。他の 3 つが 「研修医教育科」  「地域ケア科

（在宅医療部）」  「地域診療所科」 であったことを考えると、来るべき 21 世紀に向けてどの分野が地域・日本にとって大

きな課題になるかを見据えた決断であったと考えます。まさに佐久総合病院が 21 世紀にどの分野活動に力を入れていくか

を意思表示するものであったとも考えます。 

その中で時間はかかったのですが何とか始めることが出来たのが 「初期研修医の国際保健研修」 です。わずか 2 週間な

のですが、医師として基本を身につける初期研修医期間 2 年間 104 週間の内の貴重な 2 週間です。そして、初期研修

医達、自らの言葉を借りると 「この佐久総合病院を昭和 20 年 3 月から今の状況にまで発展させてきた若月俊一医師を

一番身近に感じることが出来る」 2 週間であり、若月先生が戦後の医療資源が乏しく貧しい時代に地域の方とともに行っ

てきた活動、 「村で病気とたたかう」 を実体験できる貴重な 2 週間なのです。 

この 2 週間はこれから先永い医師人生を歩む研修医達にたとえどの分野に進んだとしても必ず役立つ地域住民・患者さ

ん自身が主体的に関わる 「プライマリ・ヘルス・ケア」 の基本的な概念・知識を経験出来る貴重な期間でもあります。特に日

本では今後もいつ発生してもおかしくない自然災害が生じた際には被災地での医療活動の基本にもなるものでもあります。 

この佐久総合病院での 「国際保健研修」 を経験した研修医達がこれから日本中世界中で大活躍し、人間の生活全体

から考えるとほんのわずかな分野に過ぎない医療保健分野かもしれませんが、若月俊一先生が目指した 「世界平和」 を築

き上げるための一助になってくれることを期待したいです。これからも、研修を希望してくれる研修医達が居る限りは「国際保

健研修」を継続発展させ提供し続けたいと考えております。 
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研修概要、謝辞 

 

 

佐久総合病院における研修医の国際保健医療科海外研修（以下、国際保健海外研修）は、フィリピン大学レイテ分

校（SHS）との交流を契機に 2016 年に始まった。最初は研修医 2 人のみの参加であったが、その後参加人数は増え

続け 2019 年は 7 人が参加、研修箇所を 2 箇所に分割するまでになった。 

本年度は、3 人がフィリピンのレイテ島にて、4 人がネパールにてそれぞれ研修を行った。 

 

本年度の日程、参加者は以下の通り。 

レイテ研修  ： 2019 年 11 月 17 日（日）〜 2019 年 11 月 27 日（水） 

 参加研修医 ： 青柳佳奈子、小田遼平、藤井裕菜 

  引率指導医 ： 天満雄一 

ネパール研修 ： 2019 年 11 月  5 日（火）〜 2019 年 11 月 15 日（金） 

  参加研修医 ： 武知寛樹、猫本秀貴、藤田耕己、前田紗里 

  引率指導医 ： 坂本昌彦 

 

国際保健海外研修は、限りある 2 年間の初期臨床研修期間から、2 週間を割いて行われる。この 2 週間でしか得ら

れない貴重な学びを、私たち 7 人の研修医は得ることができた。また、初期研修医が海外研修を行う施設は全国的にも珍

しい。この有意義かつ稀有な取り組みを広く知っていただきたく、この報告書を発行することとした。本報告書が、国際保健に

興味のある医学生や研修医を始めとする医療関係者のキャリアアップの参考になれば、また国際保健に興味を抱く人が増

えれば幸いである。 

最後に、MOU 締結のために現地に出向いて下さった伊澤統括院長（当時）、北澤先生を始めとする国際保健医療

科のスタッフの方々、引率してくださった坂本先生や天満先生、現地で研修をマネジメントしてくださった Barua 先生や楢戸

先生、当直を代わってくれた同期、その他佐久病院、フィリピン大学レイテ分校、チョウジャリ病院のスタッフなど、全ての人々

に感謝の言葉を述べたい。 

 

 

佐久総合病院 初期研修医 猫本 秀貴    

藤井 裕菜    
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引率医師より：国際保健海外研修の意義 

国際保健医療科 天満 雄一   

 

 

佐久病院は 「農民とともに」 の精神で、 

医療および文化活動をつうじ、住民のいのちと環境を守り、 

生きがいのある暮らしが実現できるような地域づくりと、 

国際保健医療への貢献を目ざします。 

 

と佐久病院の理念にあります。農村で地域に根差した医療を行うことを目指す病院がなぜ理念に国際保健医療への貢

献をかかげたのか？ 

地域医療の実践とは単にその地域に住む人々の病気を診ることではありません。地域の暮らしを知り、地域のことを学び、

自身がその地域の一部となって初めてその地域を診られるのだと思います。国際保健も同じく、国や地域の現場に実際に赴

き、単に数字やデータに現れない現状を感覚として理解し、現地の人々の理解を得てようやく実践することができます。そうい

った意味で地域医療と国際保健は根本的に同じ要素を持っているのです。 

フィリピンレイテ島での研修はまさにその場所に根付いた医療を体感できる貴重なフィールドです。日本と比較して圧倒的

に医療資源の乏しいレイテ島で、利用できる資源を最大限利用し、クリエイティブな発想で現状を打破しようとする取り組み

は佐久病院を中心としてこの地域に根差して行われてきた医療改革の歴史を思い起こさせます。病院の中だけで働いてい

ると、昨今の日本の医療現場は専門分化が進み、切り取ったミクロな視点で病気を捉えがちな傾向があるように感じます。

しかし、医療の問題を解決するためには、そういった個々の病気を診る視点に加えて、その背景にある人々の暮らしやシステ

ムを含めた地域全体を見渡す俯瞰的な視点が必要で、レイテ島研修はそれを肌で感じて学ぶことのできる機会なのです。 

私自身はレイテ島に行ったのは今回が 4 年ぶり、2 度目でした。この間に海外に出て公衆衛生を学んできましたが、その

経験を経た上で行くと、フィリピン大学レイテ分校（SHS）で行われている教育や地域ごとの取り組みを前回よりも深く学ぶ

ことができ改めて感銘を受けました。また、今回参加した研修医たちも各々刺激を受け、学びが大きかったようです。研修中

は毎日様々な現場を訪れ、夜遅くまでディスカッションをし、かなり濃密な時間を過ごしました。たった 10 日間程度の滞在で

はありましたがこの研修を通して感じたことや、学んだ経験はおそらく 10 年後、20 年後になっても思い出せるものになったの

ではないでしょうか。 

一人前の医師となるために、日々の研修を積み重ね知識と技術を磨いていくことはもちろん重要です。しかし、病院の中

に留まっているだけでは視野が狭くなりがちです。医療がまだまだ整わない海外の現場に出て、広い視野を身につけ、医師と

しての在り方をみつめなおす。国際保健医療科研修がそういった機会となれると信じています。 
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1. フィリピン大学レイテ分校研修概要 

① はじめに 

佐久総合病院・佐久医療センター初期研修医プログラムでは、国際保健海外研修として 2016 年よりフィリピンレイテ島

へと初期研修医を派遣している。期間は初期研修医の２年間の内 2 週間を当てており、2019 年度までに合計 15 名の

初期研修医が渡航した。一度に渡航する初期研修医は 2~6 名であり、当院指導医（国際保健医療科医師、臨床研

修責任医師等）及び星槎大学教授（元 WHO 結核・ハンセン病対策部長）スマナ・バルア（Sumana Barua）医

師が同行し、現地での活動をサポートする。 

 

② 2019年度渡航の詳細 

日程：  2019 年 11 月 17 日（日） 〜 2019 年 11 月 27 日（水） 

参加研修医： 青柳加奈子、小田遼平、藤井裕菜 

指導医：  天満雄一（佐久総合病院国際保健医療科、同糖尿病・代謝内分泌内科）、スマナ・バルア（星槎

大学教授・元 WHO 結核・ハンセン病対策部長） 

SHS 側担当者：Tandinco 学長、Dr.Adelaida Rosaldo 医学部長 

 

③ 現地実習に臨むまでの過程及び現地でのスケジュール 

フィリピンレイテ島における現地研修に臨むまでには、初期研修医 1 年次からの長期間の準備期間を要した。2019 年

度の特徴としては発展途上国から農村のリーダーとなる人々を日本へ招き、有機農法及びサーバントリーダーシップなど持続

可能型コミュニティのあり方を指導する学校法人アジア学院（栃木県那須塩原市）への訪問が推奨されていた点、渡航

前に各初期研修医が渡航テーマを決定し議論した上で研修に臨んだ点が挙げられる。以下に 2019 年度国際保健医療

科研修の渡航前準備過程、及び現地でのスケジュールを示す。 

 

〜渡航前準備過程〜 

2018 年 4 月  国際保健医療科医師への希望届 

2018 年 5 月  学校法人アジア学院訪問 

2018 年 11 月  学校法人アジア学院訪問後海外研修選考 

2018 年 12 月  選考後役職決定 

2019 年 1 月  Sumana Barua 医師との研修日程決定 

2019 年 7 月  当院農村夏季講座後の打ち合わせ 

2019 年 9, 10, 11 月 事前学習会 

2019 年 11 月下旬 渡航  
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〜レイテでの研修日程〜 

 

11月17日 9時30分　羽田空港　出発
15時　マニラ　到着

17時　穴田久美子氏によるフィリピン概況説明
18時30分　JICA職員、財団関係者との会食

11月18日
10時　JICAマニラ事務所訪問

フィリピンの医療制度概要についてレクチャー

13時　WPRO訪問
（WHO西太平洋地域事務所）

Dr.Tauhid Islamから結核についてレクチャー

11月19日
4時40分　マニラ空港　出発

6時　レイテ島　到着
13時　フィリピンレイテ分校のオリエンテーション

11月20日
10時　レイテ島の州立病院

（Regional Medical Center）　見学
13時　州立病院　病棟実習

11月21日
10時　Dagami保健センターにおける

Rural Health Workerへのレクチャーを見学
13時　DagamiにおけるRural Health Unit、

Barangay Health Station　見学

11月22日
9時30分　Javierにおいて

非合法薬物使用者へのリハビリテーション見学
14時　村の青年会代表との

健康関連イベント開催会議に参加

11月23日
レイテ島の歴史的史跡の見学
（マッカーサー像、慰霊碑など）

13時　青年海外協力隊員との会議

11月24日 休暇（サマル島） 　休暇（サマル島）

11月25日
10時　Abuyogにおいて

郡病院（District Hospital）　見学
14時　Abuyogにある村の助産院　見学

11月26日 発表準備

フィリピン大学レイテ分校において
レイテ島研修の発表、意見交換会

18時30分　レイテ島　出発
20時　マニラ　到着

11月27日 9時45分　マニラ　出発 13時15分　成田空港　着

11月28日 報告会準備 18時30分　佐久医療センターで報告会

11月29日 10時　東京へ移動
13時　NGOシェア：国際保健協力市民の会

　　　東京事務所　訪問
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④ フィリピン大学レイテ分校研修開始の経緯 

なぜ佐久総合病院初期研修医はフィリピンレイテ島において国際保健研修を行っているのか？その理由は当院とフィリピ

ン大学医学部レイテ分校（SHS ; school of health sciences）の歴史を紐解くことで理解することができる。日本にお

ける地域医療の第一人者であった当院名誉総長若月俊一医師はフィリピンマニラに、1976 年アジアのノーベル賞と言われ

るマグサイサイ賞受賞時、1978 年世界医師総会出席時の合計 2 度渡航している。マグサイサイ授賞式に出席していたフ

ィリピン大学レイテ分校の設立者であった Dr.Herrera は 1976 年授賞式で若月と出会い、正確な文献的記録は残って

いないものの、その思想に影響を受けたものと言われている。その後もフィリピン大学レイテ分校には当院と所縁のあるネパー

ル山間部における医療活動で高名な岩村昇医師が訪問し、当院色平哲郎医師とフィリピン大学レイテ分校 4 期生であっ

たスマナ・バルア博士の尽力から非公式な形で医師がレイテ分校を訪問していた。 

そして転換期となったのは、2013 年 11 月 8 日の巨大台風ヨランダである。レイテ島北東部は 6000 人以上の死者

を出す甚大な被害に見舞われ、当院に事務局を置く座光寺正裕医師が中心となり活動したレイテ分校友の会（Friends 

of SHS in Japan）が約 500 万円の支援を行った。これを機に双方の関係が強まり、2015 年当院とレイテ分校の間で

MOU（Memorandum of Understanding）が締結され、2016 年度より国際保健海外研修が始まっている。尚、

2015 年にはフィリピン大学レイテ分校から卒業生、教員数人が公式な形で佐久総合病院を訪問している。 

 

 

⑤ フィリピン大学レイテ分校に関して 

フィリピン大学レイテ分校は、地域に根差し、地域住民のために働く人材を育成することを目的とし開校した。レイテ分校

の学生たちは入学時に成績を問わず各自治体から推薦を得ることで選出される。入学者に対しては地域が奨学金を出す

代わりに、卒業後は出身地域に戻って奉仕する約束が交わされる。 

入学すると、まずは助産師過程を専攻する。この際、規定された期間出身地域での実習が義務付けられる。課程を終

了すると一定期間地域で勤務し、奉仕したのちに地域住民の推薦があれば看護師課程に進むことができる。看護師として

地域に奉仕したのち、さらに地域住民からの推薦があれば医師課程へと進むことができるが、1 学年で医師課程まで進むの

は全体の 1 割程度となっている。 

学生たちはカリキュラムの中でコミュニティに派遣される期間があり、実際にコミュニティで暮らす。その中で自ら地域を歩いて

調査をし、問題を発見して解決策を探し、地域住民と共有して地域をよりよくする取り組みを行う。学生たちは入学時から

自らが地域から代表して推薦されている存在であり、将来地域に戻って奉仕することを意識しているが、地域に密着したカリ

キュラムの中で、いかに自分たちが地域から必要とされているか、地域で働くとはどういうことなのかを感じる。医療者の海外流

出が問題となっているフィリピンにおいて、SHS の学生たちのほとんどが卒後国内で働いている。 
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⑥ 国際保健海外研修の具体的な現地活動内容 

具体的現地活動内容に関しては、後に訪問した各施設の紹介と共に詳述する。現地での活動に関しては例年その内

容は異なり、各年の研修医の希望に合わせて Sumana Barua 医師とレイテ分校の Adelaida 学部長にスケジュールを

調整して頂いている。現地での活動は大きく、①病院・診療所見学、 ②保健活動への参加（小児栄養スクリーニング、

学校保健、違法薬物使用者への講義、Barangay Health Worker の集会への参加等）、 ③予防活動への参加

（村における疾患の啓発活動など）、 ④レイテ分校での講義、 ⑤学生との交流（学生の地域活動への参加、レイテ

分校での研修発表会など）に分類できる。 

 

 

⑦ レイテ分校以外における国際保健医療科研修について（マニラ、NGO 「シェア」） 

レイテ分校以外での海外研修では、WHO 西太平洋事務所と JICA フィリピン事務所を訪問した。WHO 西太平洋事

務所では、ハンセン病対策、結核対策をされている WHO の職員の方から、調査しデータとしてまとめるまでの流れなどの仕

事内容についてお話いただいた。また、JICA フィリピン事務所では、フィリピンの公衆衛生についてデータを用いてお話しいた

だき、現在行われているプロジェクトについての説明を受けた。 

帰国後、国内外でプライマリ・ヘルス・ケア的アプローチを用いて様々なプロジェクトを行っている NGO、シェア事務所を訪

問し、タイのエイズプロジェクトについてお話いただいた。目的、内容、感想については後述する。 
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2. 活動内容 

●病院・診療所見学 

・Regional Medical Center 

レイテ島唯一の 3 次医療機関であり、高度医療を提供し

ている。病棟と外来棟が分かれており、3 階建ての外来棟は

台風ヨランダによる被災からの復興支援のため全額 JICA の

支援で建設された。また、台風直撃前は院内に 1 台しかなか

った人工呼吸器が現在 17 台まで増やされており、台風が直

撃したことで各国から支援を受け医療機器や設備が充実したことを知った。 

 

 

・District Hospital  

Abuyog 地区の手術室も備える急性期病院。この病院

を訪れて最も驚いたのが、医療安全のシステムが機能してい

ることだった。他の急性期病院では廊下までベッドが溢れ、

物に溢れている印象だったが、この病院では救急カートが整

理整頓されており、廊下に物は全くなかった。日本では当た

り前のこととして普段意識せず行われている医療安全のシス

テムの有無でこんなにも院内の環境が変わるのかと驚いた。 

 

 

・Rural Health Unit（RHU） 

Damami と Javier の RHU を訪問

した。RHU は町立の診療所の役割を担

っている施設であり、医師が常駐してい

る。検査室があり、結核の検査もできる。

また、分娩室があり、正常分娩は RHU

で行う。診察だけではなく、家族計画や

健康教育なども行っていた。 
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・Barangay Health Station  

Dagami 地区の Barangay Health station を訪問した。

Barangay とは都市や町を構成する 5000 人規模の最小の地方

自治単位である。ここには医師は常駐しておらず、看護師、助産師、

ヘルスワーカーが住民の健康をチェックし、必要があればより高次機能

病院へ紹介する。 

 

 

 

・助産院 

Abuyog 訪問時、UPSHS 出身の助産師 Rose 夫妻が

院長を務める助産院を見学した。月に 30 人程の出産が行

われ、4000 人程の住民の住む地域をカバーしている。助産

院を利用する妊婦の多くは経済的に恵まれておらず、フィリピ

ン版皆保険である Philhealth 導入以前は院長夫妻自ら

妊婦の金銭を負担し、お産を行なっていた。また UPSHS で

の学びを活かして、時には地域に出向き家族計画の出前講

座を行い、困窮している妊婦には声を掛け自ら患者をピックア

ップしてくる。次世代の教育にも積極的で、多くの学生を受け入れている。以上の活動が評価され、レイテ島全体の助産院

アドバイザーやフィリピンにおけるベスト助産師にも選ばれた。地域における真の Servant Leader と出会うことができた。 

 

 

●保健活動への参加 

・Barangay health worker 集会 

Dagami の RHU を訪問した際に、バランガイ

ヘルスワーカー（BHW）の集会が行われてい

た。BHW は、政府や NGO が施行している規

定のトレーニングを受けたヘルスボランティアのこと

である。地域で自発的にプライマリ・ヘルス・ケア・

サービスを提供する。集会では、様々な年代の

BHW が集い、RHU の看護師や助産師の講義

を熱心に聞いていた。BHW 全員を対象にしたトレーニングが定期的に開催されることで、BHW の知識や技術にばらつきが

出ないようにしていると考えられ、BHW 同士がお互いに刺激を受けているようにみえた。 
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・非合法薬物依存症患者リハビリテーション 

 

Javier 訪問時、Javier の Rural Health Unit の

院長が行う非合法薬物依存症患者に対するレクチャ

ーに参加した。村の中心地のバスケットボール場で行わ

れ、非常にオープンな環境だった。非合法薬物を使用

することによるリスクに関して、脳内の神経伝達物質など

高度な内容に関しても決して難解にならないようユーモ

アを交えながら、レクチャーを行なっていたのが印象的だ

った。当院の農村演劇との共通性、依存症患者に対

するパニッシュメントに偏りすぎない更生プログラムの在り

方など考える機会となった。 

 

 

 

●学生との交流 

・研修報告 in レイテ分校 

レイテでの研修最終日、レイテ分

校の学長、学部長、先生方、助産

師専攻の学生の前でスライドを用い

て研修報告を行った。質疑応答で

は、日本でのカルテのシステムのこと

や日本とどこが違うか、また、フィリピン

の医療にアドバイスはあるかなど活発

なディスカッションが交わされた。レイ

テ分校の学生が自分の国の医療を

よくしたいと真剣に考えていることが質

問から伝わってきた。 

また、私たちからもレイテ分校の学生に質問をさせていただいた。高いモチベーションはどこからくるかという質問に対して、数

名の学生が答えてくださった。答えに共通していたことは、自分の村に貢献したいという思いが強くあるということであった。 

自分たちは何のために医師を目指し、今働いているかということを改めて考えさせられた。 
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3. Go to the people ～タイ エイズプロジェクトから学ぶ～ 

日程：2019 年 11 月 29 日（金）  場所：NGO シェア事務所（東京都台東区） 

 

 【目的】  

・ プライマリ・ヘルス・ケア（PHC）の概念に基づくアプローチについて、実際に行われたプロジェクトから学ぶ 

・ レイテ研修で学んだことを新たな視点から振り返ることで学びを深める 

・ 現在の佐久地域に生かせることを考える 

 

レイテ分校の学生たちは出身地域に帰り、その地域で活動する。そのような点においては地域の人との信頼関係は比較

的築きやすく、活動への協力も得やすい。しかし、国際保健医療の現場では私たちは全く知らない地域に行き、問題解決

に取り組む場面もある。そのような場合には、地域の方との信頼関係の構築から始める必要がある。また持続可能性の点か

ら考え、地域住民だけで持続できるような仕組みを作ること必要である。 

NGO シェアのエイズプロジェクトは、1994 年地域での現状把握から始まり、村のリーダーの教育が行われた。その後活動

を続けていく中で、地域住民による予防啓発活動や HIV 陽性者の支援が行われるようになり、2015 年にはプロジェクトは

現地財団によって運営されるようになった。これは住民主体を掲げるプライマリ・ヘルス・ケアそのものであり、さらに持続可能な

形で継続されている理想的なプロジェクトであると考えられる。レイテ研修を踏まえて、私たちが PHC を実践するためにはどの

ようにすればよいかということを具体的に考えるために研修を企画した。 

 

【研修内容と感想・考察】 

プロジェクトに関わっておられたスタッフの西山美希さんに、プロジェクトを実際にどのように進めていったかということや、どのよ

うに当事者や地域住民に参加してもらったかということを困難であったことなども含めてお話しいただいた。西山様は、NGO の

果たす役割について以下の 4 つを挙げておられた。1. 信頼関係をゆっくり築き、課題解決を一緒にできる仲間となること、 

2. 潜在的な能力を引き出すこと、 3. 当事者の声を聞き大事にして、地域・行政へつないでいくこと、 4. 持続すること。

これらは、PHC 実践において最も重要なことだと考えられる。 

また、話の最後に 2011 年の東日本大震災の際の活動についてもお話しいただいた。その際、地域特有の話の進め方

があり、介入が難しかったとのことであった。日本であっても地域によって様々な特徴があり、海外と同じであると感じたとのこと

であった。 

レイテの各地域で行われていたことと重なることもあり、PHC 的アプローチは国内外や地域問わず共通であることを再認識

した研修であった。 

 

 

  



 

 

16 

 

プライマリ・ヘルス・ケアを実現するためには 

青栁 佳奈子   

 

【国際保健海外研修に参加した経緯】 

『多くの人を幸せにする』  これは私の大きな目標であり、人生をかけて達成したいことである。学生時代にバングラデシュ

へ NGO のスタディーツアーで行き、プロジェクトを通して地域住民が幸せそうに暮らしているのを見て、国際保健に関わりたい

という思いを持つようになった。国際保健の勉強会に参加するようになり、支援の在り方について考えるようになり、プライマリ・

ヘルス・ケアというアプローチを知った。佐久で初期研修医として働くようになり、プライマリ・ヘルス・ケアについて学ぶ機会が多く

あったが、学べば学ぶほど、住民主体を謳っているプライマリ・ヘルス・ケアに医療者がどのように関わるかという疑問がわいてき

た。この疑問の答えが見つかるのではないかと考え、国際保健海外研修に参加した。 

また、日本や海外の地域で課題を解決するようなプロジェクトに関わりたいと考えており、課題をどのように見つけるかを学

ぶことを研修の目的にした。 

 

【国際保健海外研修で学んだこと】 

① 地域で改善するべき課題をどのように見つけるか 

・ データ収集 

レイテ分校の学生はカリキュラムにコミュニティでの公衆衛生活動が組み込まれている。その際、まずは村を回りデータを収

集しデータ分析を行うとのことであった。また、JICA を訪問した時に職員の方にプロジェクトを運営する上で重要なことは何か

と質問すると、データをしっかり収集し、分析することであるとのことであった。 

データをあらかじめ収集し分析することで、課題が明確化し評価もしやすくなると考えられる。データの大切さを学んだ。 

・ 自ら足を運ぶ 

各村にはバランガイヘルスワーカーというボランティアで保健活動を行っている地域住民がいた。バランガイヘルスワーカー

は、役割の 1 つとして、地域で妊娠している人を見つけたらヘルスステーションに連れて行くという役割があると聞いた。自ら足

を運ぶことで見えてくる問題があることを学んだ。 

・ 住民との信頼関係 

村のヘルスセンターを見学し、バランガイヘルスワーカーやヘルスセンターの看護師や医師は住民との間に信頼関係があり、

なんでも話しやすい関係にあるように見えた。信頼関係がないと、正確な情報を聞くことは難しく、信頼関係の構築が大切で

あることを学んだ。 
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② 医療者としてプライマリ・ヘルス・ケアにどのように関わっていけばよいか 

レイテ分校の卒業生が働く姿から学んだことは以下の 3 つである。 

・ 地域住民の仲間を集める 

ヘルスセンターでは、バランガイヘルスワーカーや若者リーダーたちへの講習会、勉強会が行われていた。このような地域住

民のリーダーが他の住民へ予防啓発活動などを行っているとのことであった。医療者が直接活動せず、地域住民のリーダーを

通して活動することで住民主体を実践することができることを学んだ。 

・ 公平性 

ヘルスセンターに勤務するレイテ分校の卒業生医師は、違法薬物使用者への講義を行っていた。講義はとても楽しい雰

囲気で行っており、話しやすい場を提供していた。違法薬物使用者など社会では偏見を持たれやすい人に対しても、偏見を

持たず、公平に接している姿から、公平性がどんな人とでも信頼関係を作る上で大切なことであると考えた。 

・ 自らが楽しむ気持ちを持つ 

バランガイヘルスワーカーや違法薬物使用者への講義の際に、医師や看護師は飽きないように楽しい雰囲気で行ってい

た。例えば、休憩時間にアクティビティとしてゲームをやったり、講義の際に一人一人に質問をしたりしていた。楽しい雰囲気を

作ることにより、主体的に参加でき、多くの人を巻き込むことができることを学んだ。 

 

【今後の課題】 

今回の研修でプライマリ・ヘルス・ケアを実践している現場を見ることができ、今まで机上でしか学んだことがなかったことを具

体的にイメージすることができた。また、プライマリ・ヘルス・ケアというアプローチを用いて、日本や海外の地域に関わりたいとい

う思いは強くなった。 

私自身の今後の課題は 3 つある。1 つは、公衆衛生の知識を身に着けることである。研修ではデータに基づいた事実が

いかに大切であるかということを知った。現時点での私には公衆衛生の知識はほとんどないと言ってもよい状態であり、国際保

健に関わる上での共通言語を知るという意味で公衆衛生を学びたいと考えている。2 つ目は自分の考えを言語化することで

ある。英語で自分の考えを伝えられず、もどかしい思いをすることもあったが、それ以前に日本語でも伝えられないことがあっ

た。普段から自分の考えを言語化することを心掛けたい。3 つ目は楽しい雰囲気を作り出し、思いやりの心を持つことであ

る。フィリピンの国民性であるのか今回どこに行っても人々は楽しそうに過ごしており、幸せを醸し出していた。周りに幸せな雰

囲気を作り出せるようになりたい。 
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社会的弱者はレイテ島の Community でどのように扱われるか？ 

〜 「自助・互助・共助・公助」、Task Shifting の視点から考える 〜 

小田 遼平  

はじめに 

Cool Head but Warm Heart 

Alfred Marshall (1842-1924)       

私は大学 5 年生時、そして今回初期研修医として、2 度フィリピンレイテ島に渡航する機会に恵まれた。当時からレイテ島に行った

話をすると、決まってある質問をされた。 「なんでそんなところまで行ってきて研修してきたの？日本とか、アメリカ、イギリスで研修するって

いうならわかるけど、、、」 

私は国際保健に興味を抱く前も後も、一貫して日本の医療保健福祉の行く末に最も興味がある。人口減少、未曾有の高齢化の

波、財政的な持続可能性が問われる社会保障制度にどう対処していくのか。同じように高齢化の波が押し寄せつつある世界中の国

が日本の医療保健福祉がどう展開されていくのか固唾を飲んで見守っている。学生時代にフィリピン、台湾、タイといった他の国々の医

学生と話す度、その現実を痛感した。そのため、私にとって国際保健は自国の医療保健福祉を考える 「鏡」 のような存在で、異国は

日本が打破しなくてはいけない課題に対しての多くのヒントが散りばめられた宝の山だと思っている。その点で、フィリピンレイテ分校ほど

日本の地域医療、地域保健と照らし合わせ学び多い場はないのではないかというのが国際保健海外研修を終えた実感である。2 度

目の現地での研修を迎えるにあたり、出来るだけ主体的に研修を送るべく 「社会的弱者はレイテ島の Community でどのように扱わ

れるか？」 というテーマを自分に課した。そのテーマを選んだ理由は、 「苦しんでいる人にどれだけ寄り添い優しくできるかが、その国家

（個人）がいかに成熟しているかを表している。」 という言葉に学生時代に出会い、社会疫学などに興味を持ち続けているためであ

る。この点に関して私が現地での活動を通して、感じたことを述べたい。 

 

レイテ島における障害者と 「自助・互助・共助・公助」  

学生時代、レイテ島での研修中、街中

で、毎日見かける一人の男性に会った。埃

だらけの薄着を身に纏いながら、麻痺した

半身をなんとか引きずり、お米の詰まった麻

袋を積んだ荷車を引いて生活をしていた。

どうやら元々精神的な病気もあり、家族に先立たれ、身寄りもいないらしい。近年高齢者あるいは疾患を慢性的に抱える人がよりその

地域の中でその人らしく生活を営み、人生を全うできるように支える 「地域包括ケアシステム」 が日本において脚光を浴びている 1)。そ

の中で対象者を支える地域包括ケアシステムの担い手を 「自助・互助・共助・公助」 に沿ってまとめる考えが存在する（表参照）。

日本においては公的な保健福祉に関する法律、施設もあって彼の様な難しい社会的背景を持ち 「自助」 が困難な方も生活を営め

る 「公助」 システムが大方機能している。しかし、フィリピンレイテ島ではどうだろう？その男性に出会った瞬間にレイテ島という自分が普

段いる社会とは大きく異なる場にいるからこそ気づく疑問があることを実感した。宗教、インフラ、言語、そういった社会的要因がいかに

健康、医療保健福祉に影響しうるのか、つまり健康の社会的決定要因を異国で如実に感じた瞬間だった。その様な経緯があり、上

記のテーマに至ったわけだが、正直なところこのテーマにフォーカスを絞り、テーマを深める形で研修を行うことは困難であった。今国際保

健研修はあくまでもレイテ分校の学生あるいは卒業生の働く現場を体験することに主眼が置かれており、テーマを深掘りする時間の不

自助 疾患を抱える本人あるいはその家族によるサポート 

共助 ボランティア、近隣の助け合いなどのインフォーマルなサポート 

公助 社会保険のように制度化された相互扶助 

扶助 
自助、共助、公助では対応できない困窮などの状況に対して 

一定の条件を定めた上で必要な生活保障を行う社会福祉 
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足およびグループで行動する以上安全性が担保できないリスクが高かったためである。しかしながら、その様な研修の現実とのギャップに

直面した中にあっても確信するものがあった。それはいかに資源に恵まれていない環境（ 「公助」、「扶助」 が働かない環境）であって

も、「互助」 の機能がより働き、その様な 「自助」 が働きえない社会的弱者の方も生活を営めるということだ（もちろん紛争地など、寝

食などに「互助」の担い手が困窮している場合には難しいだろうが）。こう思うに至ったのは小林明子氏が著作した 「アジアに学ぶ福

祉」2）および精神保健分野における大家の一人である Vikram Patel 氏の演説 3）に国際保健研修前に触れ、想いを巡らせてい

たことに因る。初期研修医という目線で再度レイテ島での障害者の方々の生活を覗いてみると多くの方は困難を感じずに、うまく 「互

助」 が働いていた。また３次病院である Eastern Visayas Regional Medical Center においては理学療法士、作業療法士が

脳梗塞発症後の方々リハビリを行なっており、制度化された福祉、つまり 「共助」 が段々と拡充されていた。しかしながら、そのような医

療専門職によって行うリハビリを利用できる利用者は依然として少数であることは間違いない。 
 

レイテ島で想う Task Shiftingの重要性 

レイテ島における研修で地域保健の最前線を見学させてもらい想ったことの一つが圧倒的な医師不足である。学生時代に実習を

したレイテ島の郊外ビリラン島においては、同面積、同人口の日本の状況と比較して医師は 40 分の 1 ほどだ（フィリピンビリラン島と

石川県羽咋市の比較 4）による）。ビリラン島においては 2 万人を超える住民の 1 次医療を 1 人の医師が担うことになる。もちろんそ

のような状況下においては医療需要に対して供給が圧倒的に上回ってしまう。ではそのような状況において住民の健康を守る、況や

社会的な弱者の暮らしを守るにはどうすれば良いのか？その答えの一つが前述の 「自助」「互助」 の充実であり、医師から他の医療

専門職（看護師、保健師、助産師等）あるいは非医療専門職（住民も含む）への仕事の委譲だろう。つまり Task Shifting で

ある。その最たる例が Primary Health Care における聖典と呼ぼれ、聖書の次に世界で発行部数の多い書籍とされる David 

Werner 氏の著書である“Where there is no doctor”であると思われる。Task Shifting は実際にその有効性が実証されてお

り、例えばインド・ゴア州で行われた研究ではうつ病、不安障害患者に精神科医や精神保健専門家の指導を受けたボランティアのヘ

ルスワーカーによる介入が行われることで研究以前のように支持的な対応がされる場合に比べて６ヶ月後精神疾患から優位に回復す

ることが証明されている 5)。これは近年日本における地域包括ケアシステムにおいて重要視されている多職種連携の一つの形である。

全ての役者が揃っているという前提がある日本と、揃っていない中低所得国における保健システムの大きな差異であると考えられる。 
 

最後に 

学生時代は一つの村に滞在していた。住民、レイテ分校の学生と寝食をともにしながら、夜な夜な様々なことを語り合い、地域医

療の最前線に身を置くことができた。マイナーサージェリーも卒なくこなし、同時に人類学、社会学までにも及ぶ様々な視点で地域を見

つめ、学ぶ彼らの姿に感動した。医療というファインダーだけでなく、文化、宗教、歴史、政治様々なファインダーから地域をみることの面

白さを学ぶことができた。今回の初期研修医という立場では一歩引いた目線で、様々な医療施設を回りながら、各地で活躍するレイ

テ分校の卒業生の情熱あふれる話を聞いた。学生時代がメゾならば、今回はマクロな視点から医療というものを俯瞰し、違った視点で

レイテ島の医療の理解を深めることができた。学生時代の経験で着火された私の心を warm heart とするならば、少しは冷たい頭

cool head でレイテ島、レイテ分校という唯一無二、地域医療においては効率性なんて度外視した、ユートピアをみることができたと思

う。この経験が今後の人生にどう活きて来るのか。自分自身でもわからないが、その偶然性、不確実性を大いに楽しみたいと思う。 
 

〜参考文献〜 

1) 厚生労働省（2009）「地域包括ケア研究会報告書〜今後の検討のた

めの論点整理〜」（平成 20 年度老人保健健康増進等事業報告書） 
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レイテ島での研修を通して 

藤井 裕菜   

 

① 研修に参加した理由 

私がレイテ島での研修に参加した理由は、私自身が地域枠推薦で大学に入学し、出身地域での医療に従事する義務

があるため、レイテ分校の学生たちがどのように地域貢献をするためのモチベーションを保っているのか、またどうしたらそのような

モチベーションを持つ人材の育成をできるのかということを学びたかったからである。 

 

② 考察 

滞在した時期にはコミュニティに学生が実習に出ている時期ではなかったため、レイテ分校の卒業生（医師・看護師・助

産師）が働いている施設を見学させて頂いた。日本と同じような国民皆保険制度がほぼ徹底されており医療の状況として

は似ているものの、貧富の差や医師の地域偏在の格差は日本よりも大きいと感じた。 

実際の施設見学ではバランガイヘルスワーカー（以下 BHW）と呼ばれる、ボランティアへのレクチャーを見学したことが印

象的であった。バランガイヘルスワーカーとは、政府や NGO が施行している規定のトレーニングを受けたヘルスボランティアで、

各々の地域で自発的にプライマリ・ヘルス・ケア・サービスを提供する。 

同様に佐久にもかつて衛生指導員というボランティアが存在していた。その方々と BHW の比較を通して考察する。 

まず、衛生指導員と BHW はそれぞれ地域住民から選任され、自主的に地域の課題を発見して改善策を探し、地域住

民への知識の普及を行うことや、医療ニーズのある住民を医療機関に繋ぐという活動に関して非常に親和性が高い。各々

の活動の根底にあるのは、医療へのアクセスが良いとは言えない地域で、『自分たちの地域を自分たちで守る』という住民た

ちの想いであることも共通している。 

BHW と衛生指導員の間の違いは構成員の性別である。BHW はほとんどが女性であったが、衛生指導員はほとんどが

男性であった。これには国ごとの価値観の違いが影響していると思われる。日本では、昔から社会や家庭における意思決

定・活動の中心は男性であるべきという価値観がある傾向が強く、衛生指導員が組織された当時は特にまだその価値観が

一般的であったため、健康活動を行う上で、女性が外に出ていくことが困難であった。また女性が健康活動を呼びかけても

地域の男性が参加する可能性が非常に低かったため、意識的に男性から指導員を選出し、健康活動の場にまず夫が出

向き、それに妻がついて行くことで夫婦共に参加できるようにして参加人数を増やすようにしていた。一方、フィリピンでは女性

の社会進出が元から進んでおりコミュニティの中で女性の地位が比較的高い。実際、組織や病院のトップとして現地で会った

方々は、日本と比較して圧倒的に女性が多かった。そこで BHW も女性から多く選出されていると思われる。 

また、このボランティア活動では金銭的な謝礼があるわけではないが、ボランティアを行うことで、“地域の中で一目おかれ

る”存在となったり自らが奉仕することで身近な人たちの役に立っていると感じたりすることが BHW の方々のモチベーションに

なっているのではないかと感じた。そして、その精神的な満足感がボランティア活動の継続を可能にするのだと感じた。 
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③ 学生との会話より 

最終日には学生に直接インタビューする機会を頂き、 「どうして地域に貢献しようというモチベーションを保つことができてい

るのか？」 と聞いてみたところ、複数の学生から回答をいただいた。 

ある学生に、「地域の人たちは自分たちが海外に出て働くことを望んでいない。彼らは私たちが地域に残ることを望んでい

るから」 とまっすぐな眼で言われたときに、同じように出身地域で働く義務を持ちながら出身地に帰ることができていない自分

を比較し複雑な気持ちになった。また、そこまでの責任感の背景には、地域へ出て行われる実習の中で、地域の中でも最も

貧しい人と関わり、厳しい状況を見てどれだけの困難の中で日常生活を送っているのかということを知ったことも影響している

様であった。その様な地域の現状を知り、学生それぞれが地域に住み込み地域の一員として生活を送ることで、自分がやら

なければいけないという想いが強くなるのだと感じた。 

学生からの言葉を聞き、将来私が出身地域に戻り、地域に貢献するマインドのある人材を育成するには、 

・ 自分が地域の一員になること 

・ 地域住民から期待されている、応援されていると実感すること 

が大切なのではないかと考えた。 

 

④ まとめ 

2 週間の国際保健研修に参加して、初めてプライマリ・ヘルス・ケアの意味や意義を深く考えたように思う。佐久総合病院

や佐久地域の住民活動ではプライマリ・ヘルス・ケアの理念が当たり前に根底にある上で活動として完成しており、その活動

を多く見てきたため、恥ずかしながらあまりプライマリ・ヘルス・ケアの意味や意義を理解できていなかったと振り返って感じた。今

回、フィリピンでの取り組みを見学し、地域住民が自分たちでなんとかしなければと動くことの素晴らしさや継続していくことの

大変さを感じた。同時に、活動を支えていく医療職の人材の育成やリーダーの育成にもさらに興味が湧いた。 

今回の活動を通して、将来自分が故郷に帰り地域に愛着を持った人材の育成をするためにたくさんのヒントをもらったよう

に思う。現地でサポートしてくださった、アデ先生をはじめとするレイテ分校の皆さん、地域の医療施設を案内してくださった職

員の皆さん、そしてスマナ・バルア先生、いつも私たちのサポートをしてくださった天満先生に心から感謝を申し上げたい。そし

て、素晴らしい行動力と知識でいつも引っ張ってくれた同期の 2 人、本当にありがとう。 
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引率医師より：初期研修医ネパール研修 序文 

佐久医療センター小児科 坂本昌彦   

 

今回、ネパールでの初期研修医海外研修に帯同するにあたり、4 名の初期研修医たちとは事前に何度もディスカッション

を行った。何と言っても初回の海外研修である。何か事故や事件など起こってしまうと今後の研修の行方にも関わってしまう。 

ネパールの道路をはじめとするインフラの状況、研修病院の診療環境は、これまで研修実績のあるフィリピンとは全く異な

る。とにかく予期しないことが起こる国である。私自身も住んでいたので骨身に沁みているが、停電、断水、ストライキなど日

常茶飯事であったこの国で、そもそも時間通りに研修を進められるのか。食中毒など体調を崩して脱落する研修医が出てこ

ないか。 

「とにかく無事に研修を終えること」。研修が決まってからも、帯同者としての責任を思うと、誰にも言えない不安が胸に去

来したことが何度かあった。 

しかし研修医 4 名の準備は完璧であった。初回の事前会合のディスカッションは鮮烈だった。初回なのでネパールの人口/

民族などの概要を紹介しようと考えていたのだが、研修医から出されたテーマは 「ブータンから入国したネパール人難民」 「ヒ

ンズー文化における女性差別的な風習」 であった。ネパールの概要など、彼らはとうの昔に頭に入れていて、より深い社会背

景を学ぼうと準備していた。患者を知るためには社会背景を知らなくてはいけない。これは後に現地での研修中にもネパー

ル・チョウジャリ病院のカレブ院長や楢戸健次郎医師も強調されていたのだが、振り返ってみると、研修医たちは出国前からそ

うしたマインドを既に身につけていた。そうした高い熱量はその後も維持され、むしろ加速度を増し、研修当日を迎えた。 

研修期間のほとんどを過ごしたチョウジャリ病院では、カレブ院長によって、一方的な知識の伝達ではなく、自身の頭で考

え、情報収集する研修計画が準備されていた。目を輝かせながら外来の待合で通訳を介して病歴聴取をし、カルテを読み

取っていく研修医たちの姿に安堵した。後から聞いた話だが、カレブ医師自身、総合病院の研修医の受け入れは初めてで、

相当緊張していたらしい。帰国にあたり、彼から届いたメールに鳥肌が立った。 

‘We also had very good time with you all. Your residents were working hard, and 

they were flexible, compassionate, and always ready to learn new thing with very 

big heart for patients.’ 

皆が全力で完遂した研修であった。彼から研修医たちへ向けた最大限の賛辞は、彼らへの何よりのねぎらいになったことだ

ろうと思う。 

今回の研修を始めるにあたり、現地の楢戸健次郎先生のコーディネートを忘れてはならない。彼はいつもネパールにおける

日本人医療者の活動の中心にいて、長年多くの保健医療者の支えとなってきた。彼なくしてこの研修が実現することはなか

った。カレブ院長と並び、現地の公衆衛生担当のプルナ氏もまた、充実したアウトリーチ活動を支えてくださった。現地では山

本貞子さん、清水篤実医務官にも大変お世話になった。そして昨年夏の MOU 締結に同行くださった伊澤敏統括院長

（当時）をはじめ、佐久病院グループの皆様の支え合ってのネパール研修であった。改めて感謝の気持ちと共に、今後の海

外研修の発展を願ってやまない。 
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1. ネパール／チョウジャリの概要 

ネパールは、インド、中国という大国に挟まれた、ヒマラヤ山

脈麓の国である。人口 2,930 万人（2017 年、世界銀

行）、面積 14.7 万 km2。公用語はネパール語で、現地

スタッフは英語も話せるが一般人はあまり話せない。明確な

雨季と乾季があり、私たちが訪れた 11 月は乾季だった。気

温は、首都のカトマンズではおよそ東京と同じ程度。宗教

は、8 割がヒンドゥー教で、9％を占める仏教がこれに続く。 

長年ネパールはヒンドゥー教を国教とする絶対王政であっ

た。国民と国王との格差への怒りに端を発した民主化運動

は、2000 年代初めにマオイストの台頭で最高潮に達し内戦に発展、結果 2008 年より共和制に移行し終結した。現在

は 7 の州からなる連邦制国家となっている。それでも未だ、生活や医療のカトマンズと他地域との格差は大きい。また、カー

スト制度は 1962 年に廃止されて久しいが、人々の意識にはまだ残っている。チャウパディと呼ばれる、生理中や周産期の

女性への差別に基づいた慣習も、一部地域で残っている。2015 年のネパール大地震により、カトマンズを中心に大打撃を

受けたが、日本を含め世界各国からの支援を受け、復興・発展しつつある。 

チョウジャリ（Chaurjahari）は、首都カトマンズか

ら西に 300km、7 州の中で最も貧しい Karnali 州、

Rukum 群にある、バリー川沿いの都市である。電気

は通るが、ガスや上下水道はなし。水は山から引いて

きたパイプが水汲み場まで繋がっており、住民は毎朝そ

こから水を運んでいる。バスやトゥクトゥクが普及しつつあ

るが、道はほぼ未舗装で、数時間の距離でも徒歩で

移動することが多い。住民は自給自足に近い生活を

送っているが、それでも周辺都市と道が繋がるようにな

り、近年は様々な物資が入るようになっている。 

チョウジャリ病院の概要 

チョウジャリ病院（CHR ; Chaurjahari Hospital Rukum）は、1994 年に開院した 50 床ほどの病院である。チョウ

ジャリの人口は 5,000 人程度だが、周辺の地域からも患者が訪れ、平均通院時間は約 3 時間、中には 3〜7 日間かけ

て訪れる人もいる。したがって患者数も多く、年間延べ 6 万人を超える外来患者が訪れる（2019 年）。しかしネパールは

医師の偏在が甚だしく、チョウジャリ病院の常勤医師は 5 人のみ、うち 3 人は研修医である。彼らが内科、産婦人科、小

児科、整形外科、一般外科に至るまですべてを担当、手術までこなす。なお、必要とあればより高次の医療機関に紹介と

なることもあるが、一番近いところで車で 5 時間山道を走った先のネパールガンジ（Nepalgunj）である。一方、院外活動

にも精力的で、公衆衛生活動は海外からも注目されている。 
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日本にない医療制度がいくつかある。CMA

（Community Medicine Auxilliary）や HA（Health 

Assistant）と呼ばれる准医師は、1〜3 年の医学部を卒

業し、医師に近い資格を得た人たちである。医師不足が顕

著なネパールでは貴重な存在である。また、祈禱師や薬局の

存在も大きい（後述）。2017 年に始まった健康保険は画

期的な制度であるが、残念ながら加入率は 7 割ほどに留まっ

ている。2019 年よりチョウジャリ病院独自の制度として、5

歳未満の医療費を無料にした。低栄養による 5 歳未満の

死亡率を減らすのが目的。 

 

2. ネパール研修が始まった経緯 

佐久総合病院では、2016 年より希望する初期研

修医の国際保健海外研修を開始した。主な目的は、

日本の医療を見つめ直し、また医療者は患者とどう向

き合い、予防医療に取り組んでいくべきか――医療へ

の固定観念が完成する前の初期研修医の段階で、こ

うした視点を涵養することにある。当初はフィリピン大学

レイテ分校の 1 箇所であったが、希望者が増加しレイ

テ分校の受け入れに限度があることと、研修をより多

様なものにするために、第 2 の研修先を設けるべきではとの議論が行われた。そんな中、当院の坂本医師が 1 年間臨床経

験のあるネパールが候補に挙がった。アジア最貧国とも言われるネパールのさらに僻地にあるチョウジャリ病院は、乏しい医療

資源の中で院内・院外双方の活動を精力的に行っており、上記目標を達成する上で適当であると考えられた。2019 年 8

月、チョウジャリ病院経営母体の HDCS（Human Development & Community Services）と佐久総合病院とで

MOU を締結。2019 年 11 月に私たち研修医 4 人が、佐久総合病院より初めてチョウジャリ病院で研修を行った。 

 

3. 事前学習 

私たちは 2019 年 4 月から事前学習を行い、ネパールの文化や歴史など、ネパール人の価値観形成の根底にある事柄

について可能な限り理解を深めようと努めた。その内容は、 「1. ネパール／チョウジャリの概要」 の項に含めた内容のほか、

これらが背景にある直近の出来事の報道、岩村昇先生について、などであった。その上で、日本にない医療体制についても

調べ、現地でしたいこと学びたいことを明確にした。その際、ネパールで海外医療協力の架け橋となっている楢戸健次郎先

生に、多大な助言を頂いた。8 月に坂本医師が伊澤統括院長とともに MOU 締結のためにチョウジャリ病院を訪問したこと

もあり、Kaleb 院長とも私たちが学びたいことを直接共有することができた。 
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事前に学習目標として設定したものは、大まかには以下の通り。 

 

〜チョウジャリにて〜 

・一般市民の生活を知る 

・小学校で保健教育活動を行う 

・住民主体の健康増進活動を知る 

・CMA や HA が如何に活躍しているか知る 

 

〜カトマンズにて〜 

・Amandaban 病院の見学（Hansen 病研究機関） 

 

〜チョウジャリ or カトマンズにて〜 

・祈禱師および薬局を訪問し、その役割を学ぶ 

・結核の診断や治療について学ぶ

 

このうち、住民主体の健康増進活動は ”Mothers’ group” が該当するが、現地で都合がつかず実際の活動をうかが

い知ることは困難だった。一方、他の目標については一定以上達成できたと考えている。 

 

 

4. スケジュール 

雨季には、所々道が川と化して通れなくなる可能性

があるため、乾季で気温も安定した 11 月に研修を行

った。初期研修医が週単位でローテーション科を組む都

合上、2019 年 11 月 5〜15 日の 11 日間で全日

程を終えることが必要であり、以下のようなスケジュール

となった。なお、カトマンズ・チョウジャリ間は週に 1 往復

の空路があるが、欠航のリスクがあること、またチョウジャ

リ病院からネパールガンジの病院に紹介する際の距離

を実感することから、ネパールガンジ経由での移動を選択した。 

 

11.5  日本 → Bangkok 経由で Kathmandu へ 

11.6  飛行機、Jeep で Chaurjahari へ 

11.7、8  Chaurjahari 病院内外研修 

11.9 (土) 休日 

11.10、11 Chaurjahari 病院内外研修 

11.12  Kathmandu へ 

11.13  Anandaban 病院、ヘルスポスト見学 

11.14〜15 帰国 

11.15  佐久医療センターにて報告会（glocal cafe） 

（1〜4. 文責：猫本）   



 

 

27 

 

5. 研修内容 

 チョウジャリ病院での研修スケジュールは、以下の通り。 

 院内（2 人） 院外（2 人） 

11.7  a.m. 創処置、OPD（外来） 妊産婦健診 

     p.m. 課題 1.、手術見学 薬局訪問 

11.8  a.m. 創処置、OPD 学校検診 

     p.m. 課題 2. 歯磨き実践 

11.10 a.m. Traditional Healer（祈禱師）にインタビュー 

     p.m. 課題 3. (院内) OPD 

11.11 a.m. 創処置、OPD 

学校検診 

     p.m. 手術見学、OPD 

 

 以下、チョウジャリでの研修の概要を述べる。 

 

院内活動 

① 外 来 見 学 ： Kaleb 院 長 （ 小 児 科 医 ） と 妻 の

Sadichhya さん（家庭医）の 2 人で、６畳ほどの診察

室を共有し、1 日 300 人程度の外来患者を診察する。

疾患は内科、小児科、婦人科、整形外科と多岐に渡

る。病院へのアクセス、教育レベル、地域ネットワークといっ

た社会的背景は様々で、治療方針や対応も異なる。 

 

 

② 手術：院長や研修医が執刀。内容は橈骨尺骨骨折、

虫垂炎、帝王切開、痔核嵌頓などであった。麻酔は研修医や

准医師が行い、小手術に関しては研修医と准医師のみで行う

こともある。 
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③ 回診：入院患者は50-60名で、朝夕の回

診では、患者背景の共有、検査体制が限られる

中で重要となる身体所見の取り方、レントゲンの

読影方法についてベッドサイドで丹念に教えてい

ただいた。 

 

 

 

 

院外活動 

① 妊産婦健診：TukTuk で約 2 時間移動し、村の一角にあ

る助産所で当日の受診者 53 人を対象に健診を行った。問診を

通じて台帳に管理する形で妊産婦の妊娠週数、血圧、危険なサ

インの有無などを記載する。また助産師立会いの出産機会の向上

を目的に出産場所の提案も行う。小児は母子手帳に管理し、計

測した体重、ワクチン接種時期などの情報を管理していた。耳鏡検

査も行い抗菌薬治療も行なった。公衆衛生部長の Purna さんは

手洗い用のネットを母親に配り、自宅で石鹸を節約しながら、持続

可能な形で手指衛生を定着させるための取り組みを行っていた。 

 

 

② 学校健診：約 30 分移動し、校舎内で 6〜15 歳の 95

人を対象に体重測定、内科診察、耳鏡検査を行った。妊

産婦健診と同様、その場で治療可能な疾患（中耳炎や

外傷後の処置など）は治療も行った。健診終了後に、校

庭で歯磨き教室を行った。チョウジャリ に関わって 13 年目

の日本人看護師さんが日本での経験を生かして、各地で

歯科衛生向上を目指して活動している。歯の模型や齲歯

予防の啓発ポスターをお借りし、歯ブラシを手にしてもらい

実践を通じて、わかりやすい説明を試みた。 

 

③  祈祷師：長年地域で活動し、住民の諸問題と向き合ってきた。病院スタッフから祈祷師を紹介していただき、インタビ

ューをする機会を得た。意識障害から子どもの夜泣きまで様々な主訴に向き合い、月 40-50 件の相談に乗る。年 1

回祈祷師の仲間での集会に参加する他、病院主催の研修会に毎年参加していた。儀式的な診察の流れの中で、危

険なサインや、経過観察しても改善しない場合には病院に送るなどの対応をとっている。 
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④ 薬局：経験豊富な准医師が駐在し、抗菌

薬、高圧薬、糖尿病薬、喘息発作時の吸入

設備、血液検査器具、レントゲン、入院ベッドを

備え地域における救急外来の役割も担ってい

た。求めに応じて 2 ヶ月に 1 度、中核都市から

医師が派遣されている。（文責：藤田） 

 

 

5-1. Kaleb院長からの課題 

私たちはチョウジャリ病院滞在中、Kaleb 院長か

ら 3 つの課題を与えられた。院内での調査を主とし

たこの課題を通じて、ネパールの疾病構造とその変

化、受診に至るまでの社会的背景についてなど多くの考察を得たので、別項にその概要を述べる。 

 

課題 1. 入院患者の構成 

方法：乾季と雨季のそれぞれ 1 日を抽出、その日の全入院患者の構成を調査した。診療科、および伝染性疾患か否

かで分類し、集計した。 

結果：下図の通り。伝染性疾患は雨季で多かった（雨季 41％ vs 乾季 33％）。内科の非伝染性疾患で最多は

COPD であった。 

 

考察：衛生環境の改善、ワクチンの普及などに伴い、伝染性疾患は 5 年間で 3 分の 2 から 3 分の 1 に減ったという。

一方、COPD などの非伝染性疾患（NCDs）への対策が必要になってきていた。 

 

上写真：薬局の入院ベッド 
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課題 2. 来院患者へのインタビュー 

方法：計 11 人の患者をランダムに抽出し、インタビューを行った。 

結果：外来 7 人（救急外来 1 人を含む）、入院患者 4 人にインタビューを行った。来院にかかった時間は平均 2.5

時間（0.3〜9）。半数以上がバスもしくは Tuktuk を利用していたが、4 時間歩いてきた患者もいた。職業（小児では

親の職業）は農業が大半で、成人では大半が一切教育を受けていなかった。来院前に 5 人が薬局、3 人が祈禱師に行

っており（重複あり）、入院患者は全員がいずれかに行っていた。 

考察：来院にかかった時間は 5 年間で半分に減ったそうだが、未だに丸 1 日かけて受診する人もいて、交通整備の重

要性を感じた。また、今回インタビューした入院患者は、祈禱師や薬局に行くことで入院を要するまで病状が悪化した可能

性が考えられた。 

 

課題 3. ある入院患者への問診 

対象：骨髄炎で入院 4 ヶ月の 9 歳女児とその家族 

方法：来院までの経緯、および社会的背景について

問診を行った。 

結果：X-15 日に右下腿に炎症症状出現。X-11

日に祈禱師を訪れた。その後近医を訪れるも改善せず。

母から出稼ぎ中の父に相談し、X 日、バスと徒歩で 1 日

かけてチョウジャリ病院受診。 

考察：受診が遅れたのは、物理的な距離だけではな

かった。祈禱師に対する根強い信頼、母だけで病院受診

を決められない風習、健康保険への加入もできない貧困など、多岐に渡っていた。 （文責：猫本） 

 

5-2. アナンダバン病院での研修について 

11 月 13 日は、カトマンズにあるアナンダバン病院での研修を行った。 

【施設の概要】 

アナンダバン病院はカトマンズの郊外にある一般整形外科病棟、救急外来、手術室、ハンセン病の病棟、リハビリ施設を

備えた 3 次医療機関である。1953 年創立でハンセン病の研究、治療、リハビリのために設置された。ネパール全土の関連

施設等から、ハンセン病患者が紹介され治療を受けている。世界に６つあるハンセン病研究機関の１つでもあり、施設内に

研究所がある。 ネパール国土全体、インドを中心に、3200 人/年の 新規のハンセン病患者を受け入れている。ハンセン病

の治療やリハビリは無料で行われている。 

【ハンセン病について】 

感染経路は飛沫感染とされるが、感染力が非常に弱く、密接した空間で長期間濃厚な接触がないと感染しない。そのた

め衛生環境の悪い貧困層で罹患者が多く、地域での差別が今でも根強い問題となっている。代表的な症状としては、ハン
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セン病による神経障害の合併症として皮膚潰瘍、麻

痺、感覚障害、失明などがあり、早期発見/早期治

療が大切である。ハンセン病自体の薬物治療に加え、

潰瘍のケア（足のケア、靴の作成）、リハビリ（手先

の作業や義足での歩行）、就労支援など社会復帰

にむけた包括的なサポートが必要である。 

【研修について】 

カトマンズ市内のホテルから朝 7 時 30 分に出発、

片道 1 時間ほどのジープでカトマンズ郊外のアナンダ

バン病院に到着した。研究者を含めた病院職員から

ハンセン病の現状や研究について 1 時間ほど説明を

受けた後、実際に患者の靴を作っているところや、救急外来、病棟などを見学した。その後研究施設でマウスを使った研究

の様子を見学し説明をうけた。午後は実際にハンセン病患者が目や足のセルフケアの行い方やリハビリのために指導を受けて

いるところを見学し、患者とも話をする機会を設けていただいた。 

研修を通して、ネパール国内での取り組みや、課題について学んだ。このほかにも多くの取り組みがあるが代表的なものを

以下で紹介する。 

【ハンセン病に対するネパールでの取り組み】 

⑴ 早期発見にむけた取り組み 

ネパール全土での患者数全体は減少しているが流行地域での罹患率は増加している。地域の医療従事者が新規の患

者を特定すると、 その家族、周囲の地域で皮膚組織生検によるスクリーニングを行っているとのことだった。 

⑵ 社会復帰にむけた取り組み 

ネパール全土に 140 の Social Health Group（SHG）が存在しており、6 名のハンセン病患者、14 名（健常人と

ハンセン病 以外の障害者）の 20 名が協働し

て地域で暮らしている。 それぞれのグループをボ

ランティアがサポートし、農作業など行っている。 

【抱えている問題・課題】 

ネパール国内でもハンセン病患者に対する差

別は根深く、高度教育を受けた学校教員の中

でもそれはあることがわかった。 

さらにネパール政府もハンセン病の治療・研究

への資金援助には積極的ではなく Leprosy 

mission（NGO）の資金不足も深刻となって

いる。特にアナンダバン病院はミッションホスピタルであるがゆえに、JICA など各国からの支援が得られにくいとのことだった。 

医療だけではなく、差別をなくすための教育や継続的な資金援助が必要であることがよくわかった。（文責：武知）  
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ネパールからみえた景色 

武知 寛樹   

 

ネパール研修は今年から始まった新たなプログラムである。 

この研修で僕らは、チョウジャリというネパールの中でも辺境の地で５日間、現地のスタッフと寝食をともにして、夜遅くまで

語り合いながら病院を中心としたコミュニティに文字通りほうり投げ出された。目にするすべてのことが新鮮で、学びの多い

日々だった。ネパールで僕はいろんなことに気づかされたし、ネパールで研修する意味はきっとそうした日々の気づきにあるのだ

と思う。ここでは僕が現地で強く感じた７つのことを簡単にまとめようと思う。 

 

① 身体診察は最強の武器であること 

チョウジャリ病院では採血、レントゲン、超音波の

限られた設備しかない。限られた医療設備のなかで

正確な診断をするうえでの打診や聴診など身体診

察の持つ力を実感した。カレブ先生の丁寧な指導

の下、耳を研ぎ澄まして集中して打診の音を聞い

た。日本に帰ってきてから診察の時にあのときの気持

ちを忘れないようにしようと思うようになった。 

 

 

② 地域の抱える問題にアプローチする方法は現場にあること 

マイクロファイナンスとしてのマザーズグループの役割。健診の役割。地域の祈祷師への啓発活動。途上国の農村医療の

抱える問題に対して、今の時代だからこその対応の仕方があることを知った。そしてそれは困っている現場で、現場のひとが模

索しながら構築するからこそ有機的な仕組みになるのだと思った。 

 

③ 「農村」 の原型を知ることができたこと 

ヤギやにわとり、牛が往来を通り、山から引いた水道管からタンクをもった人々がみずをくみとる。土の壁でつくられた家の中

には窯があり、煮炊きをしている。それは白黒写真でしか知らなった戦後の日本の農村の姿に重なった。今までよりもくっきりと

した農村のイメージをもつことができた。 

 

④ ハンセン病に対する日本の医療の在り方を客観的に見つめなおす機会になること 

ネパール、インドでは現在も新規のハンセン病患者が診断されている。 

診断されたハンセン病患者がコミュニティにもどるために、ハンセン病、ほかの障害を抱えて生きる人、健常者が一緒になっ

て農業や労働をするグループが作られている。村で生活するためのリハビリの現場をみて問題の根深さ、難しさを感じるととも
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に、日本で 「隔離」 された存在だったハンセン病の患者たちへの支援をおこなう現地のスタッフへの強い敬意がうまれた。あら

ためて日本の医療政策の過ち、現在も続く差別を見直すことができた。 

 

⑤ 途上国で今起きている問題の複雑さを理解する手立てとなること 

ネパールでも高血圧や糖尿病など非感染性疾患が増加して対応が求められている。また、インドへの出稼ぎが増え、家

族の在り方がかわっている。日本以上に都市と地方が分断され、医者が都市部に集中している。一方でインフラもまだまだ

整備中、感染性疾患への対応も深刻となっている。一つの地域をいろいろな視点で見つめることで、途上国の抱える様々な

問題を知ることができた。 

 

⑥ 感染症、耐性菌など地つながりで問題は日本と続いていること 

これまで耐性菌は適正な抗菌薬使用をしないことによるもの、という程度の認識しかなかった。しかし、発展途上国では、

培養や検査をすることができず、医療機関までのアクセスの悪さもあり、やむをえず出さざるを得ない必要があるのだということ

に初めて気づいた。世界全体がつながっている現在、日本国内だけで問題は解決しない。温暖化も含め、世界という大局

のなかで医療を考える視点をもつきっかけになった。 

 

⑦ 佐久病院に新しい風穴があけられるきっかけになりうるということ 

佐久病院という一つの医療機関が長期的に海外の医療機関と連携をもつ。そこで人の交流がうまれる。そうしたつながり

はすぐに目に見える 「効果」 を与えはしないかもしれない。しかしそうした病院間でのつながり、人の交流が、簡単に解決でき

ない問題に立ち向かうときに風穴をあける機会になるのではないかと思った。ネパールの現地のスタッフは熱心に僕らの佐久

病院の説明に耳を傾けてくれた。僕らも彼らの病院のことをたくさん勉強した。国際交流を軸に人々が集まるプラットホームに

佐久病院がなっていけばいいし、ネパールとのつながりは佐久病院の根を広げる貴重な活動になってくると思う。 

 

戻ってきたときの院内への発表で、楢戸

先生が種をまく人であったなら、帰ってきた

あなたたちは種をまかれた人たちですね、と

おっしゃった先生がいた。 

種はいつ、どんなところで咲いて花を咲か

せるかはわからない。ネパールに行って、い

つかつながるその日のために、せっかくこんな

に恵まれた環境にいるのだからもっと学ばな

ければならないという思いが強くなった。 

自分にまかれた 「種」 を大切にして将

来の仕事に生かしていけたらなと思う。 
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途上国を通じて先進国を学ぶ 

猫本 秀貴   

 

私は、国際保健自体にはそれほど強い関心を抱いていたわけではなかった。しかし、当研修を通じて、医療の役割・存在

は如何なるものであるか、また primary health care（以下、PHC）は如何に重要で如何に実行されるかを考えること

は、医師として、特に家庭医を目指す私にとって有意義であると考え、当研修を志望した。 

 

チョウジャリの地を訪れると、資料で見た戦後佐久の白

黒写真の時代に入り込んだような気持ちになった。腸チフ

スや結核など伝染病が蔓延しやすいことは想像に容易い。 

一方、病院の取り組みには感銘した。まず、医療レベル

が想像より遥かに高い。設備が乏しい分、知識と技術と知

恵で乗り切っている。院長の Kaleb 先生はそれを全て持

ち合わせていて、小児科の専門医が虫垂炎の ope をして

いる、それでいて職員・患者・家族には真摯に接する、私た

ちにも然りであった。 

院外の活動も欠かさない。健診での衛生指導は、決し

て講義ではなく紙芝居や実演を通じて。「農村に入るなら、

演説ではなく、演劇をやれ」 という宮沢賢治の教えに倣っ

た佐久病院の演劇活動と、概念は酷似していた。伝統的

な祈禱師とは良好な関係性を築き、もはやお互いを保管

しあっている。 

ネパールでは COPD（慢性閉塞性肺疾患）が多い。

原因はタバコだけでない。レンガを土で固めた住居からは、

薪からのススがこもりやすい。屋外で炊事をするように、とい

う指導も、病院が行っている。なお、住民が簡単に作れる、ススを外に出す煙突のようなものを広めている NGO ともお会い

できた。 

 

彼らの活動もあって、またこれでも道がだいぶ改善され物資が入るようになったこともあり、これでも 5 年前とは衛生状態は

大きく改善してきたという。入院患者の 3 分の 2 だった伝染病は 3 分の 1 に減った。 

PHC の概念は如何にして生まれたか？チョウジャリを訪れればその問いへの答えは容易だった。PHC が必要とされていること

は自明であった。 
 

それでも、新たに生じてきた課題もやはり日本と似ていた。 

上写真： 現在の Chaurjahari の様子 

下写真：    昭和中期の佐久の様子 
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原因は日本と違うが、インドへの出稼ぎで、街には若い働き手が少ない。それが、意外と少数家族のネパールを支えてい

たコミュニティの崩壊を招いているという。病人を担架に担ぎ数時間歩いてくれる人がいなければ病人はどうなる？Kaleb 院

長は認知症の増加も危惧していた。道ですれ違う人は皆、"Namaste" と挨拶をすると満面の笑みとともに返してくれる、そ

んな素敵な社会を失ってはいけない。日本にも取り戻したいと思った。 

伝染性疾患が減った一方、非伝染性疾患が増えている。毎日食べていたダルバート（豆スープ＋ご飯というネパールの

定番の食事）が 1 日 20g の塩分を含んでいるとは衝撃だった。栄養素は炭水化物がほとんど、だが乾季があるネパールで

野菜を摂るのは非常に困難。現に、カトマンズでは脂質異常症や高血圧が増えているという。 

耐性菌が懸念されている。ネパールでは抗菌薬を薬局が医師の処方なしに処方できる。そのため病院に着くまでに複数

種類の抗菌薬が投与されるケースが少なくない。それでも病院まで平均 3 時間かけてくるこの地域で現状、薬局の果たす

役割は大きい。 

 

今回の研修に行く前に感じていた一番の疑問は、医療は人々にどれほど如何にして求められている存在なのか、というこ

と。かねてより伝統医学が浸透し、西洋医学が入ってきてまだ数十年というこの地で、それを考えたかった。 

研修中病院に来た人 11 人を調査した結果、およそ半分が伝統医学あるいは薬局に先に行き、改善せず病院を受診

した経過があった（先述）。ただ、その経過の有無によらず、受診患者さんは不安でいっぱいであることは、ネパール語が分

からなくても声質と表情で分かった。ネパールの僻地にも、医療を求める人は溢れていた。でも、祈禱師や薬局は悪者ではな

い。彼らにも役割はある。 

どんな場所にも病気は発生する。外来患者には、心奇形もいれば抗リン脂質抗体症候群もいた。肺結核疑いのとある

若年女性は、入院後その浸潤影が子宮頚癌の多発肺転移と判明した。 「国の境が生死の境であってはいけない」...国境

なき医師団の有名な言葉だが、同じように、医療へのアクセスによって医療が変わってはいけない、そう感じた。 

それと同時に、医療を受けるか決めるのに必要な知識の提供も必要と感じた。入院していた骨髄炎の女の子は、発症

15 日経過して病院にやってきた。病が進行するまでに受診をできなかったか。要因は物理的距離、男女差、出稼ぎなど多

数だったが、情報の不足もなかったろうか。一方、単なるウイルス性上気道炎での受診も少なくない。病が治りにくい・増悪し

やすい衛生・栄養環境だが、それでも不要な受診は減らせないだろうか？ 

感じていた疑問には、一言で答えるのは困難であった。ただ、これを考察するに十分な材料が、途上国のさらに僻地のチョ

ウジャリにはあった。  
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ネパールを再訪して  

藤田 耕己   

 

大学１年生の時に、母校の東海大学で毎年開催している「２１世紀保険指導者養成コース」にお手伝いとして参加

し、母国の現状を変えたいという各国の熱いリーダー達との出会いがきっかけで、私は国際保健の世界を知った。それ以降、

時間を見つけてはアジア、アフリカを訪れ、地域文化が持つ魅力、人々の豊かな生き方に触れながら、この地で彼らとともに

学び合いたいという気持ちが自然と生まれていたように思う。 

 

今回の主な研修先であったチョウジャリ病院にも、大学 4 年生時に同級生とともに訪れ、今回の新たな出会いと再会を

心待ちにしていた。今回の研修では、学生時代から自分の中にあった疑問をテーマにしていた。それは外国人である私が彼

らと同じ目線でともに歩むことができるのかという問いである。 

 

今回訪れたネパールでも、フィリピンのレイテ島で出会った医学生もそうであったが、彼ら生まれ育った地域でともに歩いてい

ると、自分の地域を支えていくのだという信念の強さを感じる場面に頻繁に遭遇する。それは彼らの生き生きした姿、目線、

語りの中に垣間見える故郷への愛が私にその信念を感じさせるのだと思う。日本にきている外国人と話す中でも、ある人は

自分の家族を思い、ある人は国の保健行政を本気で変えたいと強く願っていた。そんな思いの詰まった彼らの国に“外国人と

して”自分が赴いて、彼らとともに歩むことができるのか。 

 

これまでの恩師の助言や現地での出会いの中で、何か行動を起こす前に、まずは地域で行われていることを目を見開いて

感じ取り、真のニーズを理解することの大切さを教えていただいた。今回の短期間の研修の中でも五感で感じ取ることを心の

中心に置いていた。 

 

そんな思いがありながらも、一度だけ地域でこち

らから活動をさせていただく機会をいただいた。チョウ

ジャリ病院に長年関わられ、口腔衛生向上のため

に地域で歯磨き教室を開いている山本貞子さんの

サポートをいただき、学校健診を手伝わせていただ

いた後に、歯磨き教室を行った。100 人程度の大

きな円の中で説明、デモンストレーションをした後、

みんなに実践してもらって、最後は年長の男の子

がお手本を皆に見せてくれた。歯磨きを手にした子

ども達のはにかみながら、嬉しそうな笑顔が忘れら

れない。彼らがここで学んだことを家に持ち帰ってくれることを想像しながら、この研修を通じて感じた地域の結びつきの強さに

思いを馳せた。患者には必ず付き添いがいて、重病人がでると、家族以外の人たちが時には十数人も病院に駆けつけること



 

 

37 

 

もあった。近くの子どもを家族が連れてこられないからといって、近所の大人が病院に連れてきて病院の同じベッドで過ごす姿

も見られた。そんな支え合うコミュニティの中に、健康のためのアイディアが子どもたちから地域に広がっていくことに大きな可能

性を感じた。地域のことを知らない私が、地域で活動をすることにためらいもあったが、“地域の真のニーズ”を長年の活動の

過程で見出した山本貞子さんのお力をいただいて実践させていただく中で、国内であっても、海外であっても、腰を据えて地

域活動を実践していく意義と自分の内的なモチベーションを確認できたことは本研修の個人的なテーマ、自問自答の一部に

は答える形になったのではないだろうか。 

 

ネパールでの活動の先駆者である岩村昇先生著 『ネパールの碧い空』 の一節。 

「人類の将来は、地球上の人間はすべて兄弟という考えにしかない。（中略）山の人たちの素朴さ、純粋さを

通して学ばなければいけない。」 

帰りの飛行機で読み返しながら実体験としてすっと心に入ってきた。研修で現地に赴き、同じ人間同士が対面し、膝を突

き合わせて語り合うこと。病院に留まるのみならず地域に出て、五感を使って感じとること。これはまさに佐久総合病院の歴

史が物語っているように住民と同じ目線に立って物事を捉え、“ともに歩むために”不可欠であることを実体験を通じて感じる

ことができた。 

 

しかし今回の経験で自分の自問自答に答えられたとは到底思えないし、これからも自問自答を続けていきたい。まだまだ

わからないことだらけである。学生時代からお世話になり、今回も同行していただいた楢戸健二郎先生は、「わかったと思わな

いこと。わからないと思うから、学び続けることができる。」と私たちを鼓舞する。謙虚な気持ちで生身の人間として、地球人と

して、地域と人と向き合っていきたい。私自身地元である北海道への愛を大切にしながらも、地球の裏側で起きていることに

思いを馳せ、彼らとともに歩んでいきたい。 

 



 

 

38 

 

なぜ 「わざわざ」 海外にいくのか 

前田 紗里   

 

今回のネパール研修に参加を決めたのは、恥ずかしながらあまり積極的なもの

とはいえませんでした。せっかく海外で研修する機会があるのなら、というちょっとした

怖いものみたさだったと思います。具体的に何を学びたいとか明確な目標があった

わけではなかったのですが、かつて抱いていた海外への憧れ・薄れてしまった気持ち

を取り戻せるのでは、という淡い期待もありました。 

 

海外への憧れを抱いたのは、中学生の時、沢木耕太郎の 「深夜特急」 を読

んだときでした。まだ見ぬ人々との出会いに思いを馳せ、胸がいっぱいになったのを

今でも鮮明に覚えています。高校生のときテレビで、アフリカで働く日本人の医者

のことを知りました。私もいつか海外でたくさんの人の役に立つ仕事をしたいと思

い、医学部を志望するようになりました。しかし、6 年間の学生生活の中で、その

想いがどんどん冷めて褪せていくのに気づいていました。フィリピンやベトナムの医療

機関で研修する機会には恵まれたものの、実際に自分が海外で働く姿がいまひと

つ想像できませんでした。また、幸運にも私が医学部をめざすきっかけになった日

本人医師に直接お会いすることができたのですが、彼には 「現地に医者は必要ではない」 と言われ驚きました。彼は団体を

立ち上げ、現地でその場しのぎの医療を提供することではなく、持続可能な医療体制づくり・地道な公衆衛生活動などをメ

インに行っていたので、医者ではない人材を重視していたのです。私は海外で働きたいと安直に考えていたことが恥ずかしくな

りました。国際保健に興味があるというと、「日本でも田舎ではまだまだ医療設備は不足している場所はたくさんある。なぜわ

ざわざ海外にいくのか」 ということをよく言われました。私はこの 「なぜ」 が苦手でした。他人を納得させるだけの明確な理由を

もっていないことにいつも後ろめたさを感じていました。次第に、他人にそうしたことを話さないようになりました。医師になった

今、海外研修に参加することで自分はどう感じるのか知りたいと思い、今回の参加を決めました。 

今年は海外研修の希望人数が多かったため、行先として新たにネパールが加わりました。フィリピンには学生時代に行った

ことがあったため、どうせなら新しいところに行ってみた

い、と思いネパールに決めました。しかしいざ出発が

近づくと、不安な気持ちが湧いてきました。送り出し

てくれた人たちに、充実した研修だったと言えるだけの

成果をあげられるだろうか。今年初めての研修で、来

年につなげられるような内容が得られるだろうか。何

も学べなかったらどうしよう…など。今思い出すとつま

らないことですが、そんな、人からどう思われるか、とい

う懸念ばかりでした。 
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実際に行ってみると、そんな心配は全くの杞憂に終わるほどの、非常に濃密な時間を過ごしました。ネパールのチョウジャリ

には、かつての日本の農村を思い起こす、古くて新しい風景が広がっていました。私たちが研修した病院は、患者がバスで半

日以上、または徒歩で 1 日以上かけてくるような場所にありました。外国からの金銭的・物的支援とボランティアで成り立って

いる部分もありました。十分とはいえない医療設備で、資源が限られた厳しい環境の中でも、患者を診断・治療するための

技術を磨き、日々奔走する姿は、まさに見習うべきものでした。特にカレブ院長は、患者さんの診療に真摯に向き合いなが

ら、同時に私たちの教育にも大変力を入れてくださっていました。診療前の早朝や夕食後の時間を使って、ネパールの医療

事情・経済状況、病態生理学、診断学と多岐にわたることを講義してくださったり、議論したりする場を提供してくださいまし

た。院長をはじめとするスタッフと寝食をともにし、温かい人柄に触れ、私ももっと頑張らねば、と良い刺激を受けました。本当

に充実した毎日でした。 

今回の研修を通じて、私が苦手だった質問、

「なぜ海外で働くのか」 という質問に対して、自分

なりの答えを出してみました。実際にネパールの僻

地で働く外国人医師・看護師に会い、現地に溶

け込んで生き生きと働いている姿をみて私は、圧

倒的に人的・物的資源が足りないところで働くこと

自体に意味があると思いました。確かに、日本でも

離島や過疎地など十分な医療を受けられない環

境はあります。しかし、どんなに過疎地とはいえ全く

医療へのアクセスがないわけではありません。少し時間をかければ検査機器が充実した医療機関を受診することはできます

し、セカンドオピニオンを求めることだって可能です。ドクターショッピングなんて言葉があるほどです。日本は医療へのアクセスは

劣悪とまではいえないでしょう。チョウジャリ病院のような医療機関は、最終的には周囲からの支援なしで自立することが理想

ではあるものの、まだまだ支援が必要であると感じました。また、今回の研修の中で普段意識せずに行ってきた診療を見直

し、反省する時間を持つことができました。発展途上国で働くことはやりがいを感じられるだけでなく、それ以上に大きな学びを

得られるということに気づきました。今回研修医としてさまざまな知識を教えてもらう立場でしたが、将来、今度は自分が何ら

かの形で貢献したい、と思うようになりました。これまで考えないようにしていたことを考えられるようになったことは、自分にとって

大きな一歩でした。 

今回の研修は、報告書にあるように医学的な面、公衆衛生的な面で大変勉強になりましたし、同時に多くの尊敬できる

人たちと出会い、視野を広げることができました。私だけでなく、一緒にいった仲間たちもそう確信していると思います。心底行

ってよかったと感じています。 

最後になりましたが、今回の海外研修を支えてくださった国際保健委員会の皆様、伊澤統括院長（当時）、引率してく

ださった坂本先生には深く御礼申し上げます。このような素晴らしい機会を与えてくださり本当にありがとうございました。来年

以降も、後輩たちがこの研修で素晴らしい経験をし、共有していってもらえることを楽しみにしています。 
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