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NPO 法人イルファー会報 

Jambo 
ジャンボはスワヒリ語で『こんにちは』 

2017 年 1 月 1 日、ケニアで 7 
回目の正月を迎えた。ケニアに第 
一歩を踏み出したのが 2000 年 1 
月、53 歳の歳であった。あれから 
ら 17 年が経った。⻑い年月︖いや、 
ニューヨークでは 34 年間も仕事をしてきた。た
った半分の年月、あと 20 年頑張らなくてはと、
昨年決意した。そのとたん、⾃分の健康がいかに
今後を左右するかを感じ始めた。健康でなけれ
ば仕事は続けられない。 

幸い持病はなし、血液検査結果も全て平均値
以内、他には血圧が少し⾼め程度、⽼眼、⽼人性
難聴、でも気持ちの上ではやる気は十分にある。
ただ、外⾒はいかにも前期（︖）⾼齢者、体中の
筋⾁がどこかに⾏ってしまった。垂れた臀部、垂
れた胸部、多少飛び出た下腹部、⾃身の姿を鏡に
写して⾒て、驚いた。これはまずい…。そう、精
神的な気持ちとは裏腹に外⾒は明らかに歳相応
の風体になっていた。 

これまでの活動に対する意識、情熱が精神的
な⾼揚をもたらしていたと思われる一⽅、外⾒
には手を入れていなかった。精神的にも⾁体的
にも両者がかみ合わなければ、結果を残せる良
い仕事を続けることは出来ないであろう。一念
発起、しばらく⾁体にも手を加えてみよう。但
し、タバコもお酒（たしなみ程度）も続けながら
…。一般的な定年年齢を過ぎても、現職時と同様
の仕事が続けられる幸せを噛み締めている。そ
ろそろ居⼼地の良い“⽯”になってきた。だが、欲
を言えば、１日が 36 時間あったら嬉しい…。今
年は⾣年、もっと⽻ばたかなくては…。 

石の上にもまだ 7 年 

イルファー理事⻑ 稲田 頼太郎 

さて、気合が入ったところで、2016 年度の
色々な出来事を振り返ってみた。継続経過観
察活動に加え、大きな出来事が３つあった。 

 
① 現地医療従事者へのコンサルテーション

を軸としたエイズ医療のあり⽅の浸透、
向上促進ならびにその強化 

 
4 月から 9 月までの６か月間で 193 名(新

紹介患者 31 名を含む)の患者の定期観察を⾏
った。808 回の予約が取られ、予約日に来診し
た患者 573 回、予約延期の連絡があった患者
84 回、内 58 回は１か月以内に再来診、予約
日に（連絡なし）来診しなかった患者 150 名、
こちらからの連絡により、１か月以内に来診
した患者は 105 名であった。すなわち予約当
日あるいは予約日から１か月以内の来診率は
91％であり、来診目標値である 90%を 5 年連
続で超え、患者に経過観察の重要性が浸透し
てきていることがうかがえた。携帯電話での
連絡⽅法が功を奏していることは確実であっ
た。 
 一⽅、共有化のできた施設を中⼼にエイズ
医療のあり⽅を浸透、強化させる事に努めた 1
年でもあった。これらの施設からの紹介新患
者は、この６か月間で 31 名、年間では昨年度
1 年間の紹介患者数(43 名)を超えるであろ
う。紹介新患者の増加は施設医療従事者の治
療ノウハウに対する意識の向上を物語るもの
であり、必要であることへの理解が浸透して
きていると思われる。現在 41 施設との患者共
有化が継続中である。継続は⼒なりの諺をし
みじみ味わった１年でもあった。これからは
その維持に努める活動が残っている。 
 

ジャンボ 
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 ②事務所改築工事 
2015 年度からの懸案事項の⼀つであった事

務所改築工事が、暑さの峠を超えた 2016 年 5
月より 9 月開催予定の無料診療キャンプ時まで
の完成を目指し再開された。患者数の増加によ
り、事務所が手狭になってきていた。 患者数も
増えつつあり、スタッフですら⼀同に会する場
所がない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
改築工事︖︖ナイロビ市内の⼤手、中⼩の工

務店はたいした儲けにならないスラムにある診
療所には関⼼がない。と、⾔ってもスラムに住
む職人（?）の質のレベルは、私より低い。結局
自分と事務所スタッフで仕上げるしかなかっ
た。木材の買出しに走り、値段交渉をし、事務
所に持ち帰る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（工事前の空きスペースと事務所のある 
建物外観） 

 

 事務所のある建物は、外はトタン板で囲われ
た粗末な外観、せめて中の事務所兼診療室だけ
でもきれいにしたいと思っていた。 
 だだっ広いスペースに柱を⽴てることから
始まり、廊下のタイル敷きのためのセメント打
ち、タイル張り、更には各部屋の間仕切り、ペ
ンキの下塗り、本塗り、ついに無料診療開始数
日前に格好がついた。やはり⼤工仕事はきつか
った…。でも、まだやる事が残っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
まともな工事をしようと思うと想像を超え

た時間がかかる。近くにあるモスク（上の写真）
ですら、専門の業者が入っているにもかかわら
ず、ここもまだ内装工事が終わっていない。“ま
とも”とは⻑時間という意味なのだろう。（改築
工事の詳細は、P10 の「プムワニ便り」をご覧
ください） 

 
③我々のスタッフ Mwajuma Abdulahi 
Ramadhan の挙式 
 

昨年 4 月、30 歳を迎えた Mwajuma にも転
機が来た。2015 年 2 月から我々のスタッフと
して診療に参加していた Mwajuma が昨年 12
月 10 日に結婚式を挙げた。イスラム教徒の⼥
性にも結婚の適齢期がある。いや、適齢期と⾔
うより、していなければならない年齢があるよ
うだ。そのため家族や親類縁者が相手を探し出
す。お⾒合いのような形と⾔えるのだろう。 

結婚は基本的には花婿と花嫁の側（花嫁とそ
の近しい男性親族である代理人、⺟あるいは⺟
⽅からは代理人は出せない）の間の契約となる
のが通常のようだ。どのように⾒合いさせるの
かはよくわからない。結婚前のイスラム教徒⼥
性には日本では当たり前の男⼥の付き合いと
⾔うものが出来ないらしい。つまりデートも出
来ないということになる。 
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                                                何かの折に知っていると言うだけで相手に選
ばれ、花婿側と花嫁側で結婚の条件が話し合わ
れ、マフル（結婚するときに花婿から花嫁に贈
られる結納⾦のようなもので、現⾦だけでなく、
物品や不動産などでも良いらしい。初婚で若い
⼥性ほど⾼額、再婚では相場の半額以下になる
のが通例だそうだ）や離婚の条件などが取り決
められ、結婚の承諾をする。 
 つまり婚約(結婚の契約)なのであろう。おそ
らく相手を好きだとか、嫌いだとかの感情は十
分に出来上がっていないのではないか。さらに、
最後に念を押す形でお互いの婚姻同意を改めて
確認する（ここで“ノー”とは言う花嫁は皆無だ
と思うが…）。確認されれば日を改めての婚姻の
届けとなる。地域によって形式は異なるが、公
証人（カーディー）、イスラム法に通じた学者や
⻑⽼とみなされる人々、証人、家族など複数の
証人がモスクに招待され、全員の⽴会いの下で
契約書の内容を口頭で確認し、誓いを述べ、花
婿がサインする。花嫁を含め他の⼥性はこの儀
式には通常参加せず、花嫁側の男性親族が花嫁
の婚姻を承認する証人として⾒守る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（左、⾚いハチマキに⾒える被り物をしている
人が花婿、その向かい側、書類を持っている人
が裁判官） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（婚姻届承認のサインをする公証人） 
まさに男尊⼥卑、花嫁は男性親族の手から花

婿に提供されるかのごとくの印象を持った。 

つまり結婚式とは、まず契約書にサイン、婚
姻届の承認、その後披露宴となるのが通常のよ
うです。単に２人が届けをすれば良いと言うも
のではないようだ。再婚の場合は単に届けるだ
けでも良しとされているようだ。 

さて、花嫁の Mwajuma、挙式の前々日に親
類のいる、そして彼⼥の⽣まれ故郷であるキス
ムに向かいました。私、アリそしてジョセフの
3 人も翌日、⾞で 6 時間半かけキスムに着きま
した。翌日参加した結婚式（証人⽴会いの式典）
にも Mwajuma の姿を⾒ることも出来ず、彼
⼥はある場所にかくまわれ（︖）、⼀切の連絡
は取れませんでした。契約書、結婚届け出書に
サインを済ませた花婿が花嫁を迎えに⾏き、そ
こから披露宴会場に彼⼥は連れられてきまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

花婿、花嫁の入場まで数時間待たされました
が、音楽にあわせたアフリカの踊りの饗宴が始
まりました。 
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披露宴の最中、突然私の名前が呼ばれ、前に

来るようにとのアナウンスメント。まったくの
想定外。二人からリボンに包まれたケーキ（引
き出物?）のお返しがありました。この式の中で
“ボス”の出番を考えてくれた Mwajuma の優し
い気持ちのこもった瞬間でした。     
 その後、花婿は花嫁を連れ、自分の住んでい
る都市カカメガ（キスムから北へ⾞で 1 時間弱）
という町に向かい、翌⽇再び披露宴が⾏われた
そうです。 
 イスラム式の結婚式に呼ばれたことも、参加
した事もない私にとっては初めての経験でした
が、これから手塩にかけ、人並み以上のクリニ
カルオフィサーに育ってほしいと思う自分の娘
が嫁いで⾏く⽗親のような気持ちを味わった⽇
でもあり、一抹の寂しさを感じた私でした。 
 
“解った、娘はくれてやる、その代わり一度でい
い、奪っていく君を殴らせろ︕” 

（さだまさし「親⽗の一番⻑い⽇」より） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

④毎年恒例の 9 ⽉の⼀般住⺠を対象とし
た定期的無料診療活動（第 25 回目） 
 

成人科医師 4 名、小児科医師 4 名（事務所
スタッフ 1 名を含む）、⻭科医師 1 名、鍼灸師
1 名、薬剤師 1 名、⻭科衛⽣⼠ 1 名、看護師 3
名、検査技師 1 名（事務所スタッフ）、HIV カ
ウンセラー2 名（事務所スタッフ）、現地ボラ
ンティア（非医療従事者）16 名のもと、地域
住⺠を対象とした 5 ⽇間（月〜⾦）の無料診療
を⾏った。ここ数年、最強のスタッフがサポー
トしてくれている。海外医療⽀援活動や保健衛
⽣活動に経験豊富なサムライ集団は延べ診察
患者 2431 名(成人科 1292 名、小児科 739 名、
⻭科 128 名、鍼灸科 272 名)を診察し、処方等
で対応した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、初めての試みとして、3 歳以下の小児
261 名を対象として、体重測定を⾏った。成⻑
曲線に照らしあわせ、発育状況を観察し、低体
重の小児の親に対して栄養指導を⾏った。 

驚いた事に、年齢的に体重の低いものが
6％、一方高いものが 7％であり、ここプムワ
ニ村スラムに住む 3 歳以下の小児の 87％は平
均的な成⻑をしている事がわかった。 
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 一方、１日(９月 24 日)のみの診療であった
が、身寄りのない小児の HIV 感染者、患者の世
話をしている施設である Cottolengo Home で
62 名の小児の⻭科チェックを含む一般メディ
カルチェックおよび体重測定を⾏った。この施
設には 77 名の小児の感染者がおり、（ここで成
⻑した小児で 12 歳から 24 歳の孤児たちは 28
名）、4 名の看護師が昼夜交代で子供たちの健康
管理を⾏っている、しかし、HIV/AIDS への知
識は医療従事者とはいえ１人（施設の責任者で
もあり看護師でもあるシスターMuthoni）を除
いてほとんど持っていない。一般的な症状に対
応する管理だけしか⾏っていないのが現状であ
った。 

このような施設の存在を知ったのは今回が初
めてであり、HIV/AIDS 医療のあり方の浸透先
と考えられ、今後定期的な継続観察を⾏い、感
染者患者管理のあり方を浸透させるべく、新し
い事業として計画中である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 6 日間にわたる無料診療は、新参加者へ
の海外医療⽀援活動の現場へ携わる機会の提
供という意味合いもあり、新参加者の感想等を
以下に記載する（抜粋）。 
 
藤盛真樹先⽣（⻭科医師）  
  出発に向け半年前から準
備を進めたが、出発の日は
すぐにやってきた。そして
キャンプはあっという間に
終わってしまったという印
象だ。非常に充実した日々 

であった。出会った仲間、⾒るもの、聞くもの、
診療内容、45 歳となって釧路に籠り気味であ
った自分にとっては、全てが新鮮であった。稲
田先生と現地スタッフをはじめ、志の高い多職
種の方々と知り合えたことは、自分にとって非
常に楽しく刺激的な出来事であり、このキャン
プはとても贅沢な時間であったと感じている。 
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大⽥倫美先生（小児科医） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私は、もともと、純粋に
途上国の⼦供達の⼒になり
たいという動機で、医師を
志しました。現在医師とし
て５年目、まだまだ修業が 

必要ですが、医師としての基本の“基”を身につ
けつつ、そろそろ自分の夢への一歩を踏み出し
たいと思っている時期に、今回のチャンスが巡
ってきました。事前の準備もままならず、当初は
正直不安でしたが、実際に現地に赴くと、⼦供や
親との communication が楽しく、不安を感じ
ることなく次から次へと診察している自分がい
ました。 
 今回、このキャンプのメンバーの半分以上が
初参加でした。多くが初顔合わせとなる、即席の
医療チームだったにもかかわらず、⽇を追うご
とに結束⼒が⾼まり、阿吽の呼吸が⽣まれてく
るのを実感しました。メンバーにも恵まれたこ
とに、心から感謝しています。 

今回の滞在中、診療以外にも、孤児院の訪問や
スラムの小学校訪問など、途上国で働くことを
夢⾒た自分の心をくすぐる体験が、たくさんあ
りました。現地でのことを思い出すとき、私の好
きな歌“風に⽴つライオン”の歌詞が、心の中で
リフレインします。 

 
“やはり僕たちの国は、残念だけれど、何か大切
な処で道を間違えたようですね”  
“僕は「現在（いま）」を生きることに思い上がり
たくないのです”       （さだまさし） 
 

単に楽しかった、勉強になったというだけで
は語れない、何か人⽣に大きなメッセージを投
げかけてくれた、そんな経験になりました。私は
来年から、ミャンマーで働きますが、今回の経験
を医師として、１人の人間としてどう⽣かして
いくか、自問自答しながら新天地で頑張ろうと
思っています。 

 
 
 
 
 
 

当時の私の仕事は、川辺での人々の活動と寄
⽣虫感染の関係を調査することでした。実際に
診療にかかわることはありませんでしたが現
地の病院を⾒る機会があり、⻑蛇の列をなして
受診を待っている患者の大半が⼦供だったこ
とに衝撃を受けました。将来小児科医となりこ
の地に戻ってきたいと決意したのはこの頃で
した。小児科医となり、いつかアフリカへ戻り
少しでも貢献できるように小児救急・周産期医
療・僻地医療と研修を重ね、この度貴重な機会
を頂き、ようやくアフリカへの新たな一歩を踏
むことができました。 

⽇本では実際に HIV 患児を⾒る機会はほと
んどなく、初めての経験でした。そこで出会っ
た人懐こい⼦供たちが、⽣涯治療を続けなけれ
ばいけないということを運命として受け入れ
るにはあまりにも過酷で、国の情勢や経済状態
にかかわらず、最新の治療ではないにしても少
なくともスタンダードな治療を受けるべきだ
と強く感じました。 

この度は本当に貴重な機会をいただき、素敵
な楽しい仲間たちに囲まれて過ごしたこの経
験は今後の自分の人⽣を大きく変える予感が
しています。 

稲田先⽣の情熱的な継続があったからこそ、
スラムの人たちに信頼され安全に診療を終え
ることができました。今後も少しでも⼦供たち
の暮らしに貢献できるように⽇々研鑽を重ね
ていこうと心に誓いました。ありがとうござい
ました。 

 
 
 
 
 
 
 
ら集まった初対面の方々ばかりということで
不安もあったが、素晴らしいスタッフの方々に
恵まれて楽しく活動することができた。 

スラム訪問や外出・買い物の際にも、ガイド
ブックで散々書かれていたような危険を感じ
ることなく過ごすことができた（運が良かった 
 
 

                                              

1998 年、私はケニアの
隣タンザニアのキリマンジ
ャロのふもとの町にいまし
た。そこが私にとっての初
めてのアフリカでした。 

荒木孝太郎先生（小児科医） 

この度縁あってケニアの
ナイロビで医療⽀援活動に
参加することができた。初
の海外での医療⽀援活動
で、スタッフも全国各地か 

⻑⽥学先生（感染症科医） 
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 だけかもしれないが…） また、幸いにも現地の
食事は口に合うものが多く、仕事以外の点でも
現地滞在を楽しむことができた。今回の医療活
動では稲田先生をはじめ素晴らしいスタッフの
方々に巡り合えたことが何より大きな財産にな
った。来年以降もこのような活動に参加する時
間を確保できるかどうかは不透明だが、機会が
あれば是非また参加したいと思った。 
 
 
 
 
 
 
 
ら熱帯医学、国際保健には興味はあったものの、
なかなか実際に参加する機会もなく、今回参加
することが出来て本当に良かったと思っていま
す。 

HIV 診療に関しては、2 人ほど、HIV を強く
疑う患者さんがいましたが、検査を受けること
なく帰られてしまったのが悔やまれます。時間
をかけて説得してみたものの結局理解を得るこ
とができませんでした。“自分が HIV と診断さ
れたら自殺する”“HIV と疑われていると分かっ
ただけで周りに殺されてしまう”と言われたり、
“まだ若いし遊びたいから検査はしたくない”と
いった言葉もあり、正しい知識を広めることの
重要性も痛感しました。 

今回初のアフリカということで、緊張もあり
ましたが、参加された皆さんとても良い方ばか
りで、楽しく充実した日々を過ごすことができ
ました。本当にありがとうございます。子供たち
や現地スタッフの方々の笑顔にも癒されまし
た。稲田先生が⻑年貢献されてきたことがあれ
ばこそだと思いました。一方で片づけの際のト
ラブルなど、少し悲しくなることもありました。
ケニアの良いところ、悪いところ、ちょっとずつ
ですが垣間⾒ることが出来たと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
『会いたい』という表現の方が正しいのかもし
れません。今回、初参加させていただき、出会う
方々は初対面の方々ばかり。それでも、すぐに馴 

染むことができ笑いの絶えない毎日で本当に 
楽しい時間でした。それが、当初抱えていた不
安を解消し、ケニアという地で自分らしく治療
ができたことに繋がったことと思います。 

今年の 5 月に英会話に通ったものの、実際に
は思うようには話すことができず、それでも治
療後にほころんだ笑顔や「アサンテ」という言
葉をかけてもらうと、嬉しさで疲れが一気に吹
き⾶びました。言葉が通じなくても、喜びを分
かち合う事はできる。これは、日本にいては感
じることのない感情でした。 

初めて訪れた、ケニア。想像していたよりも、
近代的で、フレンドリーでした。ただ、１歩道
を外れると、人々の生活の質が変わるのを⾒て
感じたことは貴重な体験でした。サバイバル・
スクールへの道を歩いていたとき、最初は臭い
や目にするものを素直に受け取ることができ
ませんでしたが、子供たちに会い、2 回目、ま
た同じ道を歩いていたとき、頭に籠を、⼿には
荷物を持った⼥性と目が合いました。その⼥性
が、にこっと笑ったまま歩く姿をみたとき「こ
こにも人々に生活の営みがある」と感じまし
た。当たり前のことなのですが、スラムの中の
1 人 1 人にも人生があってそれは誰にも否定で
きないことで、その姿を受け入れることが大事
なのだと。 

ケニアに⾏って帰ってきた私が今できるこ
と。自分が⾒て、感じたことを多くの方に知っ
てもらう。そして、ケニアに興味を持ってもら
う。それが、何かしらこの活動に繋がることも
あるのではないかと思います。 

人との出会いは財産だと誰かが言っていま
した。私は今回のキャンプで得た財産を大切に
したいです。 

 

今回初めて参加させてい
ただき、ありがとうござい
ました。大昔(18 才の頃よ
り)から⾏きたかったアフ
リカの地に⽴てて看護師と 

宮本直美先生（看護師） 

神⼾大学に入職するため
に⾒学に来た時からケニア
での診療の話は聞いてい
て、やっと念願かなって⾏
くことが出来ました。昔か
ら

海⽼沢馨先生（感染症科医） 

畠中美希先生（鍼灸師） 
活動が終わった今は、た

だただ「⾏ってよかった。
また来年も⾏きたいな」と
いう思いが強くあります。
「⾏きたい」というよりは 

して仕事をさせていただき感謝で一杯です。 
どこの国でも同じくケニアのきらきらの目の

子供たちも可愛くてたまりませんでした。とく
に怖がって体重計の上で固まってる子供たちが
愛しくて。コトレンゴでの子供たちも同じでし
た。 

ああ、この子供たちのためにできることはな
いだろうかと想いがつのった日々でもありまし 
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 た。小児の国際保健に関してとても興味が湧き
これを機に勉強しようと思いました。 
  camp のなかではスタッフの⽅たちの親切
さ、医療チームとのチームワークのよさは素晴
らしかったです。これもひとえに稲⽥先⽣の⻑
年のプムワニでの絶⼤なる信頼、また、毎年⾏か
れる宮城島先⽣をはじめとする⽇本⼈医療チー
ムの誠実な医療活動が相乗作⽤となってプムワ
ニの⼈たちの絶⼤なる信頼を得ているんだなあ
と身をもって感じました。 
 その医療チームに参加させていただき、そし
て素晴らしいスタッフの皆さんにお会いできて
私の⼈⽣すごく豊かになりちょっとした億万⻑
者の気分です。本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
マを含めて４名体制で診療でき、例年に⽐較し
て⼈員に余裕があった。おそらくほとんど内科
の先⽣⽅に小児を手伝っていただくことなく、
診療できたと思われる。 

受診した児のほとんどが急性疾患でキャンプ
の診療 キャパシティで対応可能であったが、ま
れに慢性疾患の受診もみられた。てんかんで抗
けいれん薬が買えない、内分泌疾患の検査費⽤
が払えない、数年前から目が⾒えない、１年前か
ら⾜を引きずるなど、現地での医療体制の限界
や貧困による影響が感じられた。可能な範囲で
できるアドバイスや現地の⾼次医療機関に紹介
した。 

また今年は例年になく、郊外からの受診者で
マラリア患者がおり、昨年から導⼊したマラリ
アの迅速検査がとても役に⽴った。現地の免疫
のある者は症状が軽く、典型症状に乏しいため
診断に有⽤であった。例年通り、ORS や亜鉛の
処⽅で経⼝補液療法、微量元素補充など、国際保
健で標準的な医療が⾏えるのも良かった。 

今年から⽇本から体重計を持ち込み、３才未
満の乳幼児の体重チェックを導⼊した。WHO の
標準体重曲線による３パーセンタイル未満をカ
ットオフにして、体重増加不良児のスクリーニ
ングを⾏った。皆の協⼒で⼤きな混乱もなく、施
⾏できたと考える。低体重と判定された対象者
は１割に満たなかったが、必要に応じて有効な
介⼊ができたので、今後も継続できると良いと 
 

思われた。コトレンゴの施設で は、健康チェッ
ク、体重確認などを⾏った。HIV 陽性者が多く、
発達遅延、成⻑障害、慢性⽪膚障害などの児が
散⾒された。原則、健康診断であったので、急
性の問題のある児は少なかったが、CD４が一
桁の児などが散⾒され、今後、HIV の管理状況
をみていく体制も考慮される。 
 当院から研修医が今まで３名、参加したが、
皆、非常に貴重な経験であったと感想を述べて
いた。今年は、中堅と若手の小児科研修医の２
名が参加したが、国際保健を志しており、将来
のキャリア形成に役に⽴ったと思われる。⼈材
育成の面でも本キャンプは貴重な機会である。 
 またムワジュマについても、複雑なケースは
いろいろアドバイスをすることができ、現地医
療スタッフの⼈材育成にも役に⽴っている。小
児の熱帯医学の本と聴診器を彼⼥に寄贈した。
ケニアにとっても彼⼥が成⻑することは、きっ
と役に⽴つことであろう。 

 
 
イルファーケニア医療キ

ャンプへの参加は今回で３
度目となりました。毎回整
った環境の中で HIV 患者の
診療をスタートしています 

濱村千晶先生（⻭科衛生⼠） 

本年で３度目となるキャ
ンプの参加であったが、小
児に関しては、⽇本からの
小児科医３名と現地クリニ
カルオフィサーのムワジュ 

が、これだけの規模の医療キャンプを⾏うには
準備がいかに⼤変かを改めて感じました。⽇常
の外来患者への対応をしながら⼤工仕事、物資
の調達、宿泊や食事の手配など、準備に奔走さ
れている稲⽥先⽣のテンションを感じながら、
ケニア到着に湧いた⼼も落ち着き、さぁこれか
らと気合いが⼊りました。 
 HIV 患者の⻭科診療では、患者数は少なかっ
たものの、初めて義⻭作成の工程を⾏いまし
た。昨年全⻭を抜⻭し終えた患者さんが義⻭を
作りたいとのことで、器材の揃わない環境の中
で印象、咬合採得、⽯膏模型の作成を⾏いまし
た。ケニアでは⻭を抜いたまま抜きっぱなしと
いうケースが多いですが、今回のように義⻭に
よって⼝腔機能が回復し、QOL 向上につながれ
ば嬉しいです。一般開放の無料診療では、藤盛
先⽣の新技「待合での浸潤⿇酔」によって治療
効率が上がり、例年以上の患者数を診ることが
できました。毎年⻭科受診の希望者数は多く⼈
数制限をしなければいけない中で、多くの患者
さんがその機会を得られたことは非常によか
ったと思います。 
 今回はコトレンゴを初めて訪れ、施設の子 
 
 

堀越裕歩先生（小児科感染症医） 
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 供たちの⻭科検診を実施しました。中には⼝腔
衛生状態が悪い子もいましたが、半数以上の子
が⾍⻭もなく⽐較的良い衛生状態を保ってお
り、⼝腔内においては施設スタッフの生活指導
が⾏き届いているように感じました。 

プムワニの子供たちは加療目的で来ている以
上、検診対象者との⽐較は一概にはできません
が、やはり保護者の知識、⼝腔衛生への関⼼の有
無が⼝腔内環境に影響しているのではないかと
思います。 

医療キャンプ全体としては、新たに⼩児の体
重測定も導⼊され、診療のクオリティが上がっ
ているように思います。⻭科器材の洗浄のため
に⻭科ブースを出た際に、待合や薬局に昨年以
上に⻑蛇の列ができているのを⾒て、この患者
数をさばく皆さんの⼒、⽇本⼈ドクターだけで
なく現地ボランティア⽅々の協⼒、そして稲⽥
先生に寄せる住⺠の信頼を強く感じました。忙
しくタフな医療キャンプですが、皆さんのパッ
ションとユーモアで乗り切った、そんな３度目
の医療キャンプでした。 
 
 
 
 
 
1）医療専門職集団 
 
 
 
 
医、⼩児科医、⻭科医、⻭科衛生⼠、鍼灸師、薬
剤師、看護師。ここ数年、これ以上ない程の最強
の布陣である。しかも全員がボランティア志願
で自主的に集まってくる。すごいことになった。
現地に到着したとたん、何をすべきかをとっさ
に把握し、その持ち場で動き出す。この集団のな
かでの自主性主体性の素晴らしさ。 

確かにプムワニは resource limiting（医療資
源の極めて乏しい）地域であり、⽇本でのやりか
たを根本的に変えなくてはならないが、海外医
療⽀援活動や保健衛生活動の経験豊富な⼈材た
ちは、頭の切り替えが極めて速い。そんななかで
始まったキャンプだ。スムーズにいかないはず
はないし、現地スタッフの統率のとれた⾝のこ
なし（受付、エスコート、診療助⼿、通訳）は 10
年前には考えられないほどの変わりようで、時
間の無駄がなくミッションは進⾏した。 
 

２）ロジスティック 
 

ロジスティシャン（物資調達、施設・機材・ 
⾞両管理など幅広い業務を担当）は⼤切であ
る。彼らの仕事により、医療キャンプなどのミ
ッションの成否が左右される。16 年間これを
ほとんど稲⽥先生ひとりで賄っている事実を
もう一度考え直さなくてはいけない。ワンボゴ
やアリは現地スタッフとしてかなり頑張って
くれている。毎年の成⻑を肌で感じてはいる。 

しかし、これだけ規模が拡⼤したキャンプ
だ。薬剤の管理は⻘⼭さんが積極的に関与して
くれているし、⽇本からの薬剤や物資の調達は
メールでの連携で⽇本側も対応しているわけ
だが、もう少し現地でのロジスティシャンが必
要だと思う。できれば⽇本⼈がいるといい。そ
ういう意味で五⼗嵐さんや富塚さんは有能な
ロジスティシャンだった。 
 
３）現地のニーズ 
 

15 年前のプムワニは、貧困のためほとんど
が医療の恩恵を受けられなかった。医療機関も
かなり限られていた。そのため、我々の目的は、
医療に接する機会のない⼈々に受診機会を提
供し、同時に無料 HIV テスト（VCT）を実施し、
HIV 陽性者を拾い上げ、ケアすることだった。 
 ところが、2005 年ころから HIV 検査が無料
となり、VCT としての役割は終わった。そのた
め、一般診療と HIV 陽性者ケアを二本柱として
今回まで継続してきた。その基本スタンスは 
変わりないし、むしろ稲⽥先生が現地でフォロ
ーアップ体制を確⽴してからは、陽性者のケ
ア、近隣病院へのコンサルテーションが主体と
なりどんどん実績を上げている。 

一般外来をしていて最近気が付くのは、彼ら
の医療に対するニーズも変わってきているの
ではないかということだ。⽇常のなかで、医療
に接するハードルがどんどん下がっているよ
うな気がする。なにかあれば気楽に近隣のクリ
ニックを受診し、処⽅箋を書いてもらえるライ
フスタイルが定着しつつあるようだ。 

しかし、最近はセカンドオピニオンを求める
ような受診も散⾒されるようになってきた。現
地で診断処⽅されたけど、よくならない。どう
したらいい︖というような内容だ。⽇本の医療
の質の高さに期待しているのかもしれないが、
少なくとも貧困ゆえ病院に⾏けずに我々のク
リニックを訪れる古典的な診療風景ではない。 
 

今年のケニアキャンプも
無事終了した。そして揃いも
揃った医療専門者集団。内科 

宮城島拓人先生（腫瘍内科医） 

＜総括＞ 
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 しかし我々の医療キャンプでの聴診器と触
診、わずかの超音波機器のみでは、そういう人た
ちに対して現地医療機関を超えるだけの⼗分な
診療をカバーできない。つまり彼らの期待に応
えることが出来ない。仕方のないことだが、⼗分
な説明しかやれることはない。このようなこと
はまだまだ例外的な事例だが、今後増えてくる
ことが予想され、我々の診療体制も現地のニー
ズの変化に対応できることが求められるが、そ
こが限界でもある。 
 
４）継続とチャレンジ 
 

同じところで同じことを、着実に継続するこ
とは⼒であり信頼である。そこに新しい⾏動を
組み込むことで進化となる。今年も２つ、新しい
ことに挑戦した。 

１つは小児の体重測定による栄養指導。2 歳児
までの体重測定をして、３パーセンタイルを下
回る小児に対して、現地スタッフのムワジュマ
によるスワヒリ語での栄養指導。さらに重症で
あれば、現地のヘルスケアコミュニティへの情
報提供をした。今年は初めての試みだったが、来
年からも継続することの意義を確信した。 

もう１つはコトレンゴセンターでの、HIV 陽
性小児の診察。そのセンターのあるカレンとい
う地域の HIV クリニックが患者コンサルトを通
して稲田先生と繋がり、そこからの情報でコト
レンゴセンターの子供たちの定期的 medical 
check up を要請された。小児中心とはいえ、成
人に達している利⽤者もいるし、⻭のケアは必
須だろうし、職員からは鍼灸への期待もあり、
我々の医療スタッフ全員での対応が可能と判断
し、今回の視察兼診療となった。 

どのような段取りで、本当に必要な子供たち
にどのような医療介⼊とコンサルテーションが
出来るかは、まだ１回のトライではわからない。
今後試⾏錯誤を繰り返しながらも、コトレンゴ
センターと関わっていくことになるだろう。と
にかく価値のある第１歩だったと思う。 
 
5）治療サポート 
 

ここケニアではお⾦がなければ、癌の療法は
受けられない。⼿術はもちろんだが、化学療法は
なおさらだ。ブログで何度か登場した乳癌再発
のベネット（仮名）。稲田プロジェクトの患者の
ひとり。HIV フォロー中に発⾒された乳癌で、治
療に関してはイルファーがサポートしてきた。 
 
 

それは⼤切なサポートだと思うし、彼⼥を特
別扱いしているわけではない。しかし、これか
らフォローしている HIV 陽性者にさまざまな
癌が発生する可能性がある。続々と発生してく
るかもしれない癌患者に対しすべからく治療
サポートが出来るのかは保障がない。そのよう
なサポートをどうするのか、今後は NPO イル
ファーとも⼗分話し合わなくてはならない課
題だろう。 
 2016 年、25 回目のケニア医療キャンプは無
事終了した。今年のナイロビは太陽が少なかっ
た。我々は、プムワニ村の年に 1 回の太陽にな
れたのだろうか…。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昨年（2015 年）の 6 月から開始した事務所
改築工事、9 月のキャンプ前にはほんの形だけ
は格好がついていた。キャンプ後、予期せぬ 10
月の帰⽇（⺟の他界）、その後ケニアに戻りキャ
ンプ報告書書き、11 月には⽇本での支援ファ
ンド⾏脚、報告会と再び帰⽇、改築工事は 12 月
まで⼿がつけられなかった。今年（2016 年）
に⼊り、現地での更なる活動の拡⼤、年間報告
書⽤のデータのまとめ、更に 3 月の⼤山健康財
団からの財団賞の受賞で再び帰⽇、その足で
NY へ…。 

再びケニアに戻ったのが 4 月半ば、支援団体
への報告書、新規支援の申請等書き物に追わ
れ、つまり 7 か月もの間改築工事には⼿がつけ
られなかった。 
 

ようやく本年（2016 年）5 月になり、必要
な木材等の買出しなどを始めた。東洋人の私が
買いに⾏けば足元を⾒られ、いわゆる“ムズン
グ（白人）プライス”を要求される。スタッフと
下⾒に⾏き、こんなものがほしいと品定め、後
にスタッフだけで別の場所で買い物をしても
らう。こんな 2 度⼿間、3 度⼿間を繰り返し、
ようやく機材が⼿に⼊る。もちろん事務所まで
運んではくれない。 

材木屋の周りには、運び屋が買い物客に寄っ
てくる。何処まで運ぶんだ︖それならいくらだ 
 
 

プムワニ便り 
事務所改築工事と食材配達 

2016 年 8 ⽉〜11 ⽉ 
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                                               と言う。ここスラムの中では値切り交渉が出来
なければ、⾺⿅⾼い買い物になってしまう。最初
に来た運び屋の値段を聞く、そこでとんでもな
い安い値段を返事する。相手はそれを上回る値
段を言う、もちろん最初の値段よりは下がった
値段である。値段交渉はピンポンゲームそのも
のである。ここで、⼤体の相場の⾒当がつく。そ
こで、それではだめと返事をすると、相手は更に
下げてくる。これ以上下がらないなと思ったと
ころで、２人目の運び屋と交渉が始まる。こんな
ことの繰り返しで、ようやく機材が事務所に運
び込まれる事になる。 

 
 改築現場では、仕事は雑になるが、いろいろな
電動機械を駆使して、時間の節約を図る。電動ド
リル、電動カンナ、電動ノコギリ（サークルソー、
ジグソー）、電動タイルカッター等、全て NY か
ら運び込んでいた。それでも、材木に溝を作って
もらうためにも、スラムまで再び材木を持ち込
み、そこで⼤きな機械で溝をほってもらう。ここ 
スラムでは何でもやろうと思えば何でも出来
る。廃品の蝶番まで売っている。 

いろいろな機械があればもっと迅速にできる
が、NY から運び込むのも⼤きさに限界がある。
購⼊も年 1 度 NY に戻る際でしか出来ない。あ
〜、くやしい〜〜。 
 

そんな中で⼤⼯仕事が始まる。昨年は、部屋の
区切りになる柱を⽴てることから始まった。⾬
季の間に⾬ざらしになった材木は,事務所に運び
込んだ時点から乾燥が始まり、⻑く放置すれば
曲がり始める。曲がった材木は柱に使えない。そ
こで曲がったもの同士を 2 枚重ね、両端を G ク
ランプで挟み、真っ直ぐになったところで、ねじ
で 2 枚を止めこむ。これでかなり真っ直ぐな柱
が出来る。柱を⽴てるのも⼀筋縄では⾏かない
…トホホ…。 

今度は仕切り壁作り。通常表と裏にベニヤ板
を 1 枚ずつ使うのだが（襖のようになるのが通
常）、経費節減のため 1 枚で何とか作り上げる。
手間はかかるが、数万円浮く。 

今度は出来た仕切り壁を柱の間に打ち込む。
これまた難儀。柱が多少曲がっている、仕切り壁
の材木も多少曲がっている。曲がっているもの
をあわせたって、必ず隙間が出来る。今度はその
隙間を隠すために、モールディングの細い板棒
を、隙間に打ちつける。イヤハヤ、何時になった
らペンキの下塗りが出来るのやら…。 
 

そうこうしているうちに、9 月のキャンプが
近づいてきた。いろいろな備品を新たにそろえ
なければならない。昨年 9 月時の在庫チェック
から始まる。カルテ等の書類も更新するものも
ある。しかし、キャンプまでには新事務所はど
うしても形をつけなければ初日の HIV 感染者
の診療が出来ない。 

とうとう 7 月、8 月、そして 9 月の土日はま
ったく休みが取れなかった。それでも何とか 9
月 16 日、先⽣⽅が無料診療キャンプのためは
るばる日本から到着する前日に部屋の形にな
った。なんとま〜、ハードスケジュールであっ
たことか…。 
 
 
 

改築前のスペース 

埃が⼊らないようにまずは窓から、ガラス
も直接日差しが差し込まないように模様ガラ
スに変え…。 
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さあ、今度は廊下の部分にタイルを敷くため、
セメントで床を平坦に、そしてタイル敷き 
 

材木の購入 

柱が⽴ち始める 

仕切り壁もだんだん恰好がついてきた 

トイレも念願の⽔洗式 

さてこれからペンキの下塗り…この疲
れた表情、誰だこの人は︖︖ 
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診療には間に合ったが、この後まだ天井が残
っている。これまた苦労が待ち受けている。何
時になったら出来るんだろう…︖頑張るしか
ないな…。 

 
と、言うわけで、事務所完成も間近、手狭に

なった診療室から、2017 年こそは新しい診療
室で診療が出来る。4 人のスタッフも頑張って
くれるだろう。 
 

背が高いってとても便利… 

下塗りも終わり、本塗り、その結果は︖︖
がついてきた 

ようやく診療に間に合った…ふ〜〜っ
と 

Ali Wembe Joseph Wambogo 

Denis Oduor  Mwajuma Ramadhan  

さてさて、診療所改築の話ばかりになってし
まったが、8 月以来途絶えていた、食材配達の
報告もしなければならない。もちろん毎月きち
んと食材は届けていたのは当然である。 
 8 月 30 日、ちょうど日本からケニアを訪れ
ていた元⼥神の 1 人、富塚夫妻がジョインして
くれた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 月 30 日、9 月の無料診療キャンプの後ケ
ニアに残っていた濱ちゃんこと⻭科衛⽣⼠の
濱村さんが食材配達を手伝ってくれた。 
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10 月末（11 月分）は残念ながら稲⽥が⽇本
へ出張のため、前もって食材を渡すだけとなっ
てしまった。  
 

11 月 27 ⽇、⽇曜⽇、買出しの後、食材を届
けた。⽇曜⽇は給食がお休みのため、子供たち
の姿がまばらだったのが残念であった。  
 

この４ヶ月間で、8 月 1420 人、9 月 1019
人、10 月 1254 人、11 月 1204 人と、合計
4897 人の子供たちのお腹を満たした事にな
る。 

いまさらながらすごい数である。2008 年以
来この食材サポートの資⾦を提供していただ
いている国際ソロプチミスト安城の会員の
方々はじめ、多くの支援者の方々に感謝しなけ
ればならない。 

子供たちよ、忘れないでくれ “⽇本人の心”
を…。  
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事業費 

  

 4381805 

無料診療キャンプ 2254075 

給食支援・学校支援 159876 

  183515 

小計 6979271 

管理費 183009 

次期繰越⾦ 5078400 

合計 12240680 

前期繰越⾦ 5069604 

⼊会⾦・会費 286000 

寄付⾦ 5060506 

助成⾦ 1470951 

その他 353619 

合計 12240680 

活動報告（日本）2016 年 1 ⽉〜2017 年 2 ⽉ 
 
2016 年 

3 ⽉ 27 日 稲田理事⻑、⼤⼭健康財団賞受賞（写真１） 
 

6 ⽉ 11 日 NPO 法人イルファー総会 
 

7 ⽉ 22 日 第 10 回イルファーを知ってもらう会＆チャリ 
ティーコンサート 

            演奏︓コナ・アイランズ（ハワイアン）（写真２） 
 

10 ⽉ 17 日〜11 ⽉ 23 日 稲田理事⻑帰日、北海道、関⻄等で 
講演会 

 
10 ⽉ 22 日 第 11 回イルファーを知ってもらう会〜 

       稲田理事⻑の講演＆チャリティーコンサート 
       ピアノ演奏とお話︓高橋 舞（写真３） 
 
2017 年 

2 ⽉    会報「Jambo 第 8 号」発⾏ 
 

2015 年度会計報告 

〈収⼊〉 〈支出〉 

 １ 
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ケニアにおける HIV/AIDS モデル 
医療体制構築 

HIV/AIDS に関する教育啓発活動
（会報発⾏・知ってもらう会など） 

２ 

３ 



会員募集 
 
入会申込書をお送りしますので、ご連絡ください。
入会申込書はホームページから印刷もできます。 
 
 
 

 正会員 賛助会員 

個人会員 １口 3000 円 1 口 1000 円 

団体会員 1 口 10000 円 1 口 5000 円 

 
 
 
 
郵便振替(振込⽤紙をお送りします。ご利⽤くださ
い。) 
 
銀⾏振込みの場合は 
銀⾏名  三菱東京 UFJ 銀⾏⼋王⼦⽀店 
口座番号 普通口座 0245769 
口座名  特定非営利活動法人イルファー 

 
 
 
 
 

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/  E-Mail: npoilfar.info@gmail.com 
 
 

 

                           

                     

 

寄付だけでもお受けいたします 

〈年会費〉 
 

NPO 法人イルファーとは 
 

米 国 の イ ナ ダ ・ ラ ン グ エ イ ズ 研 究 財 団
（ILFAR）の全活動を引き継ぎ、2011 年 10 月
7 ⽇に設⽴されました。 
 
目的︓ケニアの HIV/AIDS 患者のフォローア
ップを継続・拡⼤し、その資料をもとに現地医
療施設へ真のエイズ医療のあり方の浸透を図
り、HIV/AIDS のモデル医療体制を構築する。 
 
ケニアの HIV/AIDS 患者へエイズ医療の恩恵
を提供するとともに、広く国内外の⼀般市⺠及
び医療従事者の、HIV/AIDS への理解を深め
る。 
 
ケニアでの活動 
＊モデル医療体制の構築活動 
＊無料診療キャンプ 
＊⼦供の生活⽀援活動及び教育⽀援活動 
 
⽇本での活動 
＊会報の発⾏ 
＊知ってもらう会＆チャリティーコンサート 
＊⽀援の呼びかけ 
 
 
 

特定非営利活動法人イルファー  発⾏人 稲⽥頼太郎 
〒168-0073 東京都杉並区下⾼井⼾ 4 丁目 19 番地 3  
TEL/FAX  03-3303-6048 
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