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理事 宮城島拓人 

 

忘れもしない 2001 年の 6 月。診療中に突然一本の国際電話

がかかってきました。 

ニューヨークの稲田先生は、短い挨拶の後、私にこう言いま

した。ケニアの医療キャンプに参加してくれないか、と。 

わかりました。 

間髪を入れずそう返事をしてしまった自分がいました。 

 

稲田先生の主宰するＩＬＦＡＲ（イルファー）のエイズケア

プログラムに北海道からニューヨークへ単身参加したのが

1998 年。病院を見学実習しながら、ＨＩＶ／ＡＩＤＳの最先

端の診療治療そしてケアの手ほどきを受けました。 

その時確かに彼は、遠くを見るような目で私にこう言いまし

た。 

これからはアフリカだよ、宮城島くん。アフリカでエイズケ

アをやりたい。どうだい？ 

何気ない誘いに、私はこう答えたのを覚えています。 

今の私の責務は地域医療です。地域でもう少し頑張ってみた

い。 

 

それから三年。細々と地域のエイズケアを構築し始めていた

矢先の突然の電話。 

稲田先生の意図はすぐに伝わりました。と、同時に本当にケ

ニアで始めたんだという感慨と、それに自分が参加すること

の疑いのない確信を抱いたのです。 

それで、ただ一言。 

わかりました。 

 

初めて見たナイロビ郊外のスラム地区。臭いと埃と喧噪が私

を圧倒し、貧困の中に喘ぎながらも逞しく生きる人たちに取

り巻かれ、カルチャーショックなどという簡単な言葉では片

付けられないような衝撃を受けました。 

 

そんな中でも、内科医としての任務をこなすことを求められ、

淡々とそれに応じることに努めましたが、診療手段も薬の在

庫もほとんどなく路頭に迷いながらのケニアデビューでした。

そして得た結論が、日本の診療スタイルを持ち込んではだめ

だと言うこと。彼らの言葉を聞き、対症療法としての処方を

することに徹するしかないのでした。 

それからケニアに行き続けること 12 年。干支が一回りして

しまいました。 

ケニアキャンプの目的も、無料ＨＩＶ検査で陽性者を拾い上

げることから、陽性者の直接的間接的支援に移ってきました。

そして地元での地元の人たちによる継続的なケアが少しずつ

ですが、根付き始めています。 

そして今年。派遣主体が、ＮＰＯ法人イルファーとなり、新

しい出発の年となりました。 

医学生も研修医もそれぞれのカリキュラムとして参加してく

れたことは、公的に認知・評価され期待されている活動であ

る証拠でもあります。 

 

ところでなぜ、私のケニア行脚が続くのでしょう。自問して

みました。 

稲田先生の始めたプロジェクトに心から賛同している事が一

つ。 

私の職場（釧路労災病院）の理解が十分得られており、秋の

ケニア出張が職場の中で既成事実化している事が一つ。 

釧路の患者もケニアの患者も私にとって同じ地域医療の一つ

に過ぎないと考えている事が一つ。つまりケニアに往診に行

っているという感覚です。 

一つの村に限定して医療活動を継続してきたからこその感覚

だと理解しています。 

体力がいつまで続くかなんて言ってしまうと、それこそ私よ

りも一回り以上も歳上にもかかわらず、ケニアで居を構えて

まで邁進するスーパー老人に言い訳が出来ません。 

しばらくは、私の秋のケニア出張は続きそうです。 

現地の医療体制がうまくいき、私たちが行く必要がなくなる

まで、、、、。 

 

 

 

ジャンボはスワヒリ語で『こんにちは』です。 

Jambo 

ジャンボ 
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参加者 

・稲田頼太郎先生（団長） 

・宮城島拓人先生（副団長 釧路労災病院内科） 

・澤田憲太郎先生（釧路労災病院内科） 

・山本直彦先生（総合病院南生協病院内科） 

・松尾裕央先生（神戸大学医学部病院感染症科） 

・山本勇気先生（神戸大学医学部病院感染症科） 

・西村翔先生（神戸大学医学部病院感染症科） 

・占部正和先生（製薬会社社員薬剤師） 

・荒賀智永先生（京都府綾部市立病院臨床検査技師） 

・山田真紀子さん（釧路労災病院看護師） 

・河瀬里美さん（都立駒込病院看護師） 

・田中美輝子さん（ケニア在住看護師） 

・山根宏子さん（米国ニューヨーク市在住看護師） 

・松原麻実先生（釧路市杏園堂鍼灸院鍼灸師） 

・山本瀬衣良さん（名古屋市在住 学生）） 

・富塚比咲子さん(日本ケニア交友会) 

・岩手医科大学医学部4年生 

鈴木珠美子さん、久保さえ子さん、郷内貴弘さん 

坂本徹夫さん、秋山剛弘さん、松岡大介さん 

現地スタッフ 

・ILFAR-Kenyaのメンバー3名、 

・Ms Naｎcy Kariuki（クリニカルオフィサー） 

・Mr.Timothy Njuguwa（クリニカルオフィサー） 

・Pumwani Community Health Workersのメンバー10名 

・我々のプログラムに参加している患者2名（通訳およびカ

ウンセリング担当） 

・日本赤十字社から派遣の五十嵐真希さんの運転手 

Mr Henry Nzioka（通訳担当） 

以上40名 

 

 

 

 

本年の第21回目の無料診療は新生NPOイルファーの名の

下での初めての活動とも言える。 

私のケニア移住後、十分に出来得なかった管理運営の実務

を日本の多くのボランティアスタッフが担うことで、その活

動内容は以前にも増して充実し、更なる発展が期待できる第

一歩をふみだしたと言えるであろう。 

今回の無料診療活動は、それぞれ自国に於ける分担作業が

現地活動の2ヶ月前から始められた。 

日本国内ではＮＰＯイルファーによる参加者全員の航空

券の一括手配、宮城島理事による薬剤の確保、更には初面識

者同士の意思の疎通がE-メールを通じて事前に行われ、初め

ての出会いがすでに知り合いという環境を整えてくれたこと

は現地での活動を極めて円滑に進められたゆえんではなかろ

うか。 

一方、ナイロビ現地では、一時的医師免許の申請、公民館

の予約、公的機関への活動実施通達、宿舎の手配、交通手段

の予約確認、朝食、昼食、夕食の手配、カ-テン式診療ブース

鉄骨の注文、ブース作成、診療ブース用の机、イスの手配、

薬剤の事前チェック、購入、電子カルテ用コンピューターの

作動練習、数千枚に及ぶ各種診療用書類の印刷、配電盤確認

および停電に備え発電機の準備等々、日本サイド同様2ヶ月

あまり前からその準備を開始しての活動であった。 

 

一般無料診療時の自発的な検査（ＶＣＴ）ではＨＩＶ抗体、

梅毒抗体、Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原の検査が行われた。 

ＨＩＶ感染者には血液生化学検査、血球数測定、更に本年 7

月に導入した機器ＣＤ４-ＰＩＭＡによる迅速ＣＤ４陽性細

胞数の測定、ウイルス量の測定（外注）、また新規プログラ

ム参加感染者、患者にはＨＩＶ抗体の再確認をおこない、さ

らに梅毒抗体、Ｂ型肝炎ウイルス表面抗原の検査を行い、重

複感染の有無を確認した。これらの検査を行うことにより治

療効果の判定、副作用の早期発見、患者への服薬指導、他医

療施設への助言（コンサルテーション）が出来る中長期的活

動体制の第 3期目（2011 年 3月以降 2012 年 9月）へと前進

したと考えられる。 

6 名の日本からの医師に加え、現地のクリニカルオフィサ

ー2名がそれぞれ2名ずつペアーを組み、4つのブースを設営

した。小児用ブース１つ、成人用ブース2つ、小児用、成人

用混合ブース1つである。混合ブースは小児を連れてきた親

第 21 回プムワニ村無料診療報告 

    

ナイロビ市プムワニ村に於いて 

2012 年 9 月 16 日～23 日 

 

 

ありがとうございました！ 

副理事長 稲田頼太郎 
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も成人用ブースに異動することなく同時に診ることが出来る

ようにした結果である。他に鍼灸ブース1つ、ＶＣＴカウン

セリング2つ（プレ、ポスト用）、薬局ブース１つ、検査用ブ

ース１つ、最後に受付ブースである。今回は始めて私がオー

ガナイズに徹することの出来るスペースも確保でき、その役

割を果たすことが出来たように思う。 

    事務所から搬入してあったテー

ブル、イス、ブースの仕切りを全員

が手際よく並べる。現地ボランティ

アも最近は一旦出した指示を最後ま

でまっとう出来る少数精鋭になり、

“ただ飯”にありつこうとする者が

すくなくなった。お蔭で、無駄にだ

らだら時間を過ごしている現地ボラ

ンティアがいない。 

ブースが完成、現地ボランティアは自分の持ち場を理解し、

受付をする者、先生方の通訳をする者、受付で登録の後、空

いているブースを確認し患者をエスコートする者、薬剤ブー

スでスワヒリ語で服薬指導をする者、入口、出口で入室者、

退室者の出入りをチェックする者、皆年季が入ってきている。

皆それぞれの持ち場に散り、診療の開始である。 

一方、医療従事者向けにブーススケジュールを作成、どの日

にどこのブースに行くかが明瞭となっており、自身の役割を

事前に把握し、臨むことが出来るよう試みた。更に研修目的

で参加した6名の医学生にもブースめぐりスケジュールを作

成、キャンプを通じ、全てのブースでの作業を体験できるよ

う図った。 

 8 日間の無料診療を終わってみれば２０００名以上の地域

住民が訪れていた。住民が待ち望んでいた診療を通じて住民

との信頼関係が構築されている証であろう。ＶＣＴでは過去

最低のＨＩＶ感染率を示していた。 

 

現地での日々の活動ではメンバーでもまだまだ任せるこ

との出来ない細かい仕事がいっぱいある。一つものを購入す

るにしても、購入経験がないものを頼めば失敗する。どんな

小さなことでも無理と言わざるを得ない。ネジ一本買うので

もちがう。電気コード20ｍを買うのも違う。3本で20ｍが購

入されてくる。 

しかし、今回のキャンプでは、プロがプロと呼ばれる所以

をひしひしと感じた。自分に与えられた役割を自らの経験で

工夫しながら全うする。それがどこのブースでも欠けなかっ

た。このことで全体の活動がしっくりまとまった。日本から

のサムライたちやケニアのサムライ

たちが一丸となって一つの事に集中

した。 

いや、今までもそうだった。だが

何か今回は違う。全ての流れがこれ

ほどスムーズにいったキャンプは今

まで経験したことがないといって良

い。なんだろう？そう今回はもう一

人のまとめ役がいた。釧路の宮城島

先生である。 

キャンプ前から参加者の意識が1つになっていた。準備さ

れたところへ来るのではなく、参加者がすでに自分の役割の

準備が心の中に出来ていたのである。そう、到着すればその

事前準備にしたがって、行動する。もう私から特別な指示以

外何もだすことがなかった。まだまだ改善しなければならな

い点は多々ある。気持ちを引き締め、今後の活動の中で成し

遂げていこう。 

参加者の皆さん、本当に有難うございました。 

またケニアでお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

9月 16日(日) HIV陽性患者フォロー 10:00～14:00 

9月 17日(月)～21日(金) 一般診療 9:00～17:00 

9月 22日(土)  HIV陽性患者フォロー 

 

≪HIV陽性患者フォロー≫ 

稲田先生のクリニックでは、他の公的病院で薬をもらってい

る患者の内服状況、ウイルス量、CD4 数などをフォローして

いる。公的病院で診察を受けるのは6か月に1回程度であり、

その間の1ヶ月に1回のチェックが主な役目。 

⇒薬を毎日飲んでいるか？ウイルス量、CD4 数はいつ計って

いるか？AIDSを疑う症状はないか？などをみる。 

フォローに来るのは意識が高い／ある程度裕福な人が多いた

めか、多くの人が英語をしゃべることができ(感覚では80%以

上)、診察は比較的やりやすい。 

1日 60人程度のフォロー予約があるが、30～40人くらいしか

来ない。→スタッフが電話する。 

日本からの6人の医師が3つのブースに分かれ、それぞれ診

察係とデータ打ち込み係を担当した。 

 

 順番を待つ人達順番を待つ人達順番を待つ人達順番を待つ人達    

診療ブース診療ブース診療ブース診療ブース    

    

HIVHIVHIVHIV フォローフォローフォローフォロー、一般診療診療診療診療 inininin プムワニプムワニプムワニプムワニ    報告報告報告報告    

釧路労災病院内科   澤田 憲太郎 
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最近、PimaというCD4測定器がオフィスに導入され、検査が

容易になった。 

稲田先生自慢のコンピューターサーバー管理の電子カルテあ

り。しかし時々調子が悪くなる。 

【HIV 診療まとめ】自発的にフォローの診察に来る患者は意

識が高く、HIVもよくコントロールされている方が多い印象。

ここに来ないような患者がたくさんいるのでしょう。 

 

≪一般診療≫ 

日本からの 6 人の医師が 3 つのブースに分かれ、1 つのブー

スに2つの診察スペースを作り、それぞれ患者の診察にあた

る。現地の医師も含めて4つブースができた。小児・成人比

率はおよそ 1：2．5 日で 2000 人を診察。（医師一人平均で 1

日 50人程度を診察している計算） 

患者層はプムワニ村の住人がほとんどで、やはりHIVフォロ

ーの患者よりも生活レベルは落ちている印象。 

英語が通用するのも3割程度と少なめで、それ以外はスワヒ

リ語。1 つのブースには 1 人の通訳（スワヒリ語⇔英語）し

かいないため、完全な同時進行は難しい。 

聞いているうちになんとなくスワヒリ語を理解できるように

なり、ある程度は効率アップできた。 

ハバリヤッコ→ムズーリサナ（元気ですか→元気です）の挨

拶は必ずするが、スワヒリ語で挨拶すると、この医者はスワ

ヒリ語が話せると勘違いし、ものすごい勢いのスワヒリ語で

主訴を訴えてくる方もいた。 

多い主訴は 

①腰痛 ②咳 ③腹痛 ④眼痛 ⑤歯痛 ⑥下痢 ⑦筋骨格

系 まれに糖尿病・高血圧で、対症療法が主。 

NSAIDs、アスベリン(咳止め)、インタール点眼液、抗生物質、

湿布、鍼灸が非常に喜ばれる。 

緊急疾患・高度医療が必要な場合はreferenceを書いて公的

病院に紹介。 

学生指導も並行して行う。岩手医科大の4年生で、実習にも

まだ出ていない医学生。聴診器・血圧計の使い方から、問診

の取り方、どのような疾患を疑うかなどを説明し、実際に患

者さんへ接してもらう。固まってしまう者、処方これでいい

ですかね？と言ってくる者まで学生もさまざま。楽しそうに

やっていた。 

HIVの拾い上げについては、およそ10％の患者がHIV検査を

希望され、うち数%が陽性という状態。10％と聞いていたので、

陽性率は下がっているのだろうか。ケニアでは妊娠時の HIV

検査を義務付けているため、既に検査したことがあるという

人が非常に多く、その存在も日本より遥かに身近なものであ

るという印象。しかし根強い偏見はまだあるようである。 

【一般診療まとめ】これだけの規模であっても基本的には 3

～7 日分の対症療法が限界であり、その国の医療レベルの向

上を目指すには、所得の問題もあり国家レベルの干渉が必要

と考えます。しかし、単純に医療レベルを上げることを目的

とするのではなく、なにがケニアにとって幸せなのかを考慮

し援助を行うことが必要であると考えます。 

 

    

    

    

    

私は、ケニア紅茶を買い付け、日本に輸出している日本ケニ

ア交友会（ナイロビ）に勤めています。 

ケニア紅茶の味に「恋に落ち（？）」、小規模農家が作って

いるという事実を知り、ケニアの紅茶を扱いたいと思ったの

がきっかけです。 

いまの代表が日本に来ていたときに会い、仕事があったら呼

んでくださいと、何度かお願いしてケニア紅茶の「研修生」

として雇ってもらいました。 

稲田先生とは2007年、ハーリンガムのエチオピア料理店で偶

然お会いしました。先生のことばを借りますと私は「ナンパ」

されたのだそうです！？ 

そして2008年の秋ごろ、先生を通して、日本赤十字社から派

遣されている五十嵐真希さんを紹介されました。以来、おふ

たりには、たいへんお世話になっています。 

 

稲田先生の活動拠点であるプムワニというエリアは、本当に

活気の溢れているところです。普段、私たちのようなガイジ

ンが生活している地域では想像できないほど「こんなに人が

いるんだ」というくらい、たくさんの人が歩いていて、荷車

を引っ張ったり、道端でモノを売ったりしています（私はそ

ういうエリアに行くと、人々のエネルギーを感じてわくわく

すると同時に、警戒モードになります…）。プムワニが、なん

でそんなにエネルギッシュなのかというと、ひとつは「ギコ

ンバ･マーケット」があるからです。東アフリカ最大級の中古

服市場と、ナイロビ周辺の零細個人事業や小売業者などが、

新鮮な野菜や果物、魚を買いに来る市場があるからです。 

 

日本からの先生方が到着する土曜日、そのギコンバ・マーケ

ットの反対側にあるマラティブ（先生の事務所兼クリニック）

 

    

キャンプのお手伝いをさせていただいて 

富塚比咲子 
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で、今回のキャンプのために、何かお手伝いできることはあ

りませんか、ということで、友人のなびさん（獣医さん）と

よしこちゃん（旅行会社勤務）と一緒におじゃましました。

先生特製の診察ブースの仕切りとカーテンの設置、受付・次

回予約用テーブル等の簡単な準備を、近所の子供たちと先生

のスタッフたちとわいわい楽しくやりました。 

 

翌日・日曜の予約診療には、先生の活動に興味があるという

夫の従姉妹・ジャクリンちゃんと一緒に、ボランティアをさ

せてもらいました。 

彼女はケニア人で、この間大学を卒業したばかり。スワヒリ

語を英語に通訳できるので、スワヒリ語のみの患者さんと一

緒に診療ブースに行ってもらったりしました。これまでのキ

ャンプでは、真希さんが受付嬢だったのですが、今回はお仕

事のため来ることができませんでしたので、私が受付に入り

ました。不慣れで医療関係者でない私に、うまく務まるのか

少し心配でしたが、ここは「ジャリブ（＝Try）」です！患者

さんたち、ずいぶん待っていたようでしたので、雰囲気をや

わらげたいなと思い「ハバリ～？（＝Hello）」「カリブ～！（＝

Welcome）」とスワヒリ語でやってみました。こちらの人は、

ガイジンが簡単なスワヒリ語を話すだけでも喜んでくれます

ので、スワヒリ語と英語を混ぜて受付をしました。採血同意

書の確認項目の中に、患者さんの住んでいる地域の記入欄が

あり、プムワニからだけでなく、わざわざバスを乗り継いで

くるようなエリアから来ている人もけっこういる、というこ

とに気づきました。先生の地道な活動がエリアを越えて広が

っており、さらに患者さん自身が自分の健康に気を遣って、

「健康に生きたい」という気持ちが現れている気がしました。

薬がなかったころと比べて、ケニアの人の意識もずいぶん変

わったのだと思いました。そうやって少しずつでも、こちら

の人たちの生活がよくなっていけばいいな、と素直に思いま

した。また、私のような素人でも何かできるという喜びを感

じ、お手伝いしながら楽しくなってしまいました。ランチも

いただいたのですが、そのケニア料理もとってもおいしかっ

たです！このような貴重な機会を与えてくださいまして、あ

りがとうございました。 

 

プムワニは、ナイロビの中でもなぜかひときわ暑く、ホコリ

がすごく、人口過密で、決して治安がいいところではありま

せん。そんなプムワニで活動されている稲田先生は、「いつで

も患者さんが一番」「仕事も一番」で本当に尊敬です！そんな

稲田先生と出会ったケニア、やっぱり大好きです（「…僕のこ

とは好きじゃないのォ～？」と稲田先生の声が聞こえてきそ

う…）！ 

 

 

 

 

出発前は本当に自分がいけるのか、何ができるのか、治安は

大丈夫かなど不安も多くありました。しかし、実際に行って

みて、医師、看護師、検査技師、鍼灸師・薬のスペシャリス

ト、医大生・英語の堪能な山本先生のお嬢さん１８人がそれ

ぞれの役割を果たし、とても過酷で辛い・楽しいミッション

でした。 

ケニアでの私の役割は主に採血と創処置です。 

一般診療では、来た人数の1割が採血をしていきます。約200

人ほどを看護師4人で採血しました。検査内容は、HIV ・B

型肝炎・梅毒の3つを行いました。稲田先生によると始めた

当初は採血した30％くらいの人が、HIV 陽性だったそうです

ので今回4％と聞き、この活動の凄さを知りました。またHIV

の検査をしたことのある人が多くいたのには驚きました。日

本なら検査をしたことのない人が大半だろうと感じつつ、稲

田先生とはたくさんケニアの現状のお話させていただきまし

た。 

 さて、採血ですが、どんな感じなんだろうというと、肌が

黒く見た目では血管が見えない、浮き出ていれば良いのです

がそうではない人は、触った感覚だけで採血を行わなくては

なりません。太った年配の方は特に大変で脂肪に隠れて血管

が全くわかりません。手の甲でチャレンジと思い、いざやっ

てみましたが、皮膚が硬く刺さりにくい・・・。痛い思いを

した方もいたと思いますが笑顔で乗り切りました。言葉の方

はというと、全く英語もスワヒリ語もわからない私は、必要

 

ジャクリンちゃんと一緒に受付 

    

～～～～ケニアケニアケニアケニア報告報告報告報告～～～～    

釧路労災病院看護師 山田真紀子 
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なスワヒリ語と英語をメモに書いてもらい、後は日本語とジ

ェスチャーで意外と通じていました。 

創処置はというと、ないものだらけで清潔か不潔かわからな

いものばかり、いざお願いしますと言われてもどうしようか

な？と思いながらも、看護歴14年の知恵をふりしぼって、あ

るものでなんとなく、処置していました。つくづく形成外科

もかじっていて良かったと感じ、日本では何不自由なく出来

ていたことが出来ないと日本は恵まれているとつくづく感じ

ました。 

今回ケニアに行き、食事は合わないし、トイレも大変で、お

なかも壊しましたが、なかなか経験できない価値のある１０

日間を過ごすことができました。 

今回東京とニューヨークから看護師が全部で４人参加し採

血・創処置・調剤を行いましたが、やはり、専門職がそれぞ

れの専門分野で活躍することで、よい医療の提供が出来たと

思いました。今後も継続して看護師が同行できるように、来

年ケニアに行きたい看護師をつのっていこうと思います。 

 

 

 

 

私は以前からアフリカに行きボランティアをしてみたいと思

っていました。この漠然とした夢が叶えられたのはイルファ

ーのお陰だと思っております。本当にありがとうございます。 

色々な先生方、専門の方々や現地の人々との出会いはかけが

えのないものとなりました。また皆さんとても親切で右も左

も分からない私達に指導して下さいました。 

初めは免許の無い私達に出来るお仕事があるのだろうかと心

配しましたが、先生方の御配慮により薬局や診察の見学など

をさせて頂きとても充実したものになりました。 

スラムで診療ということで危険も伴うかと思われましたが皆

無事に帰って来ることが出来ました。 

今後はイルファーという活動を後輩達に伝えていきたいと思

います。 

 

 

 

 

このキャンプに参加させていただいて、一番に感じたことは、

日本とケニアのスラムの現状の違いだ。日本という国しか知

らなかった私にとって、ケニアの現状はどれも想像以上で、

見るものや感じることすべてが衝撃的だった。 

 ここで生活している人たちにとって、本当に必要なものはな

んだろう。 

日本で当たり前に行われている教育や、公衆衛生について考

えた。 

環境も、幸せや贅沢の感覚も、あまりに違いすぎた。 

鍼灸師として振り返ってみると、鍼を刺すとき、痛い思いを

させてしまった方も何名かおり、言葉がうまく通じなくて、

こちらの意図が伝えられずに、不服そうな表情で帰って行っ

た人もいた。 

この１週間で自分が何かをしてあげられたというよりは、と

にかく様々なことを学ばせていただいた気がする。 

鍼灸は、直接体に触れ、患者さんの温度を感じることができ

る。 

治療内容や、生活のアドバイスなどの細かな説明も、置鍼す

る時間のある鍼灸ブースだからこそ必要なことだと思った。

もう一度、行く機会があれば、その辺りを強化して臨みたい

と思う。 

そして、現地の方へ鍼をするだけでなく、自分も含め参加メ

ンバーの体のケアをすることも、鍼灸師の大切な役割ではな

いかと思った。 

日本へ戻り、ケニアでの出来事を思い出すと、本当に夢のよ

うで、かけがえのない経験をさせていただいたと思う。 

ケニアや現地の方々からいただいたものがあまりに大きすぎ

て、これからどう返していったらよいのか、今はまだ思いつ

かない。 

しかし、私が見たことや、感じたことを、せめて自分の周り

にいる人たちには、きちんと伝えていかなければならないと

思った。 

今回のキャンプを通して、確かに感じたことは、毎年続ける

ことがどれだけ意義深いものかということ。決して楽ではな

いスケジュールで、ハードな２週間である。それでも、現地

には、この日を待っている人がたくさんいる。 

遠い異国の地で、熱意をもって頑張っている稲田先生を、こ

れからも応援し続けなければならないと思った。 

ケニアへ行くことだけが、すべてではないと思う。この活動

を知って、応援し支えてくださる方がいるからこそ、続けて

いけるものだと思う。 この度、私は、皆様の温かいご支援の

おかげで人生の財産となるような大変貴重な経験をさせてい

ただきました。このような活動が、今後途絶えることなく継

 

岩手医大の 6 人(代表 鈴木珠美子) 

鈴

木 

 

松

本 

 

久

保 

 

松

岡 

 

郷

内 

秋

山 

    

ケニアメディカルキャンプをケニアメディカルキャンプをケニアメディカルキャンプをケニアメディカルキャンプを振振振振りりりり返返返返ってってってって    

釧路市杏園堂鍼灸院鍼灸師 松原麻実 

    

キャンプキャンプキャンプキャンプ感想感想感想感想    

岩手医科大学4年  鈴木珠美子 
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続していけますよう、変わらぬご支援をお願い申し上げます。

本当に、ありがとうございました。 

●鍼灸ブース 

・ベッド１台 治療用イス２脚 

（症状に合わせて、ベッドとイスを使い分けて治療） 

・治療に使用した鍼は、セイリン製 寸６・３番鍼 

            セイリン製 寸３・１番鍼 

・一人につき治療時間は、１５分程度。 

・痛みのある部分を中心に直接刺鍼する、局所治療を行った。 

・慢性症の方へは、なごみ灸も併用して治療した。 

・体型の違いに驚き、要求の強さに圧倒されながらの診療だ

ったが、日本では決して体験することのできない貴重な体

験だった。 

・患者数216人 

 

 

 

 

2012 年９月に行われた第 21 回無料診療キャンプに初めて参

加しました。 

今回私が参加したきっかけは、イルファーのHPでした。NPO

法人イルファーのホームページに掲載されていた過去のキャ

ンプ報告やイルファーの活動内容

を見て実際にアフリカの地で活動

したい、活動を通して自分自身も

さらに成長したいと思い参加希望

の旨を連絡しました。 

普段は、勤務する病院で臨床検査

業務に従事しており、海外での医

療経験もなく、海外旅行すら行っ

たことがない自分を快く了解して

下さった事務局の山下さん、稲田

先生に感謝致します。 

参加前に釧路労災病院の宮城島先

生から参加メンバー全員に対して、

E メールを通じて参加に際しての心構え、準備の内容、メン

バー全員の自己紹介が行われ、事前に交流を図れたことは落

ち着かない気持ちを落ち着かせてくれました。 

実際のケニアは、言葉が通じない、設備も十分でない、日本

と異なる環境、時間の流れも違うという事に、当たり前であ

るが改めてその違いの大きさを感じました。また、写真や映

像で見るのと違い、実際のスラムでは埃、路上に散乱したゴ

ミ、ハエ、臭いがすごかったです。 

一日いるだけで爪の中は黒く汚れ、宿舎に帰り服を洗うと服

に着いた埃が黒い水となって流れ落ちる。そんな日常が目の

前に現実となって現れていました。 

無料診療では５日間で約 2000 名の患者さんが訪れ、約 200

名に HIV検査を実施しました。 

陽性率は男性約1％、女性約3.5%で年々減少傾向にあります。

驚いたことにはHBV（B型肝炎）陽性率が8％(特に男性)と HIV

陽性率を上回っていました。HIV、HBV重複感染者も1名見ら

れました。 

実際の検査の現場では 

ラボ装置としては、CD４陽性細胞測定器Pimaは必要検体量が

EDTA 血 25μl と微量で、しかも測定時間は約 20 分足らずと

驚かされました。アフリカ向きであると稲田先生が言われて

いたのが分かりました。 

HIV 検査はあくまでも患者の意思として行い、検査をするか

どうかは診療時に医師から患者に確認してもらいます。検査

結果の説明についても、陽性者に対してはきちんと薬を服用

すること、CD4 陽性細胞値の意義を説明し耐性にならないこ

との重要性を説いておられました。 

HIV 陽性者フォローアップクリニックでは、クリニックでの

診療予約時間を守らない患者さんに対しては稲田先生が、患

者さん自身にもっと現状を分かってもらう為にわざと脅した

り、すかしたりして、一人ひとり患者さんと向き合って HIV

に対しての治療、教育を行っておられました。 

現在自分が勤務している病院は、近隣の病院を含め地域医療

を担っています。今回の活動を通して、稲田先生の姿を見て

いると、先生の姿が日本の過疎地

域で地域医療に従事されている医

師と相通じるものがあると感じま

した。 

スラム地域の人たちは、稲田先生

を心の底から信頼し先生もそれに

答えようと必死に頑張っている。

日本の地域医療の医師も、医師不

足の中、患者さんの為に必死に頑

張っている。 

遠いアフリカの地と日本の地域医

療とは距離的にはかけ離れていま

すが、医療への気持ちは共通なの

で、これからは自分たちの地域医療に対して頑張っている医

師の力となり、また患者さんの力になっていきたいと改めて

思いました。 

 

 

    

ケニアキャンプレポートケニアキャンプレポートケニアキャンプレポートケニアキャンプレポート    

綾部市立病院臨床検査技師  荒賀 智永    
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最後に、日本、ケニアから集まった異職種のチームの皆さん！

岩手大学医学部医学生(久保さん、鈴木さん、坂本君、秋山君、

郷内君、松岡君)、山本先生の娘さんで学生の瀬依良さん、鍼

灸師の松原さんたち若い方々の一生懸命な姿を見てパワーを

もらい、看護師(山田さん、河瀬さん、田中さん、山根さん)

の熟練の技術を目の当たりにし、また薬剤師(占部さん)が多

くの患者さんに対して薬剤を払いだす姿を見て、さらに医師

(神戸大学病院山本先生、西村先生、松尾先生、名古屋有松診

療所の山本先生、釧路労災病院宮城島先生、澤田先生)の多く

の熱心な診療風景を見て、目標が一つになったチームの中に

入り仕事ができたことに感謝します。今回経験した事は自分

自身の成長にとって大きなきっかけとなりました。キャンプ

参加の皆様、稲田先生、宮城島先生、事務局山下さん、細渕

さんそして参加に当たって快く送り出して下さった職場の

方々、本当に感謝しております。 

これからもいろいろな形で力になり支えていけたらと思いま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

今回初のILFAの無料医療診断に参加でした。私用のため参加

者の皆様とは１日遅れでの参加となりました。それに加えて

NY からの参加のため他の参加者の方々と事前に顔合わせを

せずに、一緒に働くことになりました。医療従事者としては

初心者の私に沢山の事を教えて頂き、どんな小さな質問に熱

心に答えて頂きました。稲田先生をはじめとする先生方、看

護士の皆様、技師の先生、岩手医大の学生の皆様にこの場を

借りて厚くお礼を申し上げます。さて、今回のボランティア

を通じて日本やアメリカの様な先進国からは想像がつかない

ような経験をしました。その中でも特に２つ印象に残ったこ

とがあります。 

まず１つ目にはお薬がケニア人にとって高くて貴重だという

ことです。アメリカ人や日本人にとってRxで処方されるお薬

又は、薬局で気軽に買えるOTCのお薬というものは必要であ

ればどんなに収入の格差があっても購入をすることが出来ま

す。それに対して月の平均収入が何千円、たくさんの失業者

がいる国では、私達先進国の金銭感覚でお薬を買うことは不

可能なのです。年に２回のこの無料診断を沢山の現地の人々

は楽しみにしており、遠くの町から更にはナイロビ郊外から

わざわざお薬を処方されるために家族連れでやってきます。 

もう１つ驚かされた点は、停電です。日本での停電が起こる

確率はよほどの災害に巻き込まれないかぎり、人生に数回あ

るかないかです。だけど、ここケニアでは日常茶飯事に停電

が起こります。停電に備えジェネレーターという機械が通常

バックアップするのですが、そのジェネレーターが追いつか

ないくらい頻繁に停電があるのです。１週間の無料医療診断

が終わった後、後日外来での患者さんのフォロ－アップのケ

アにも参加することが出来ました。初日からいきなりのクリ

ニカルでの停電の経験。日本では有り得ない経験でとても驚

きました。停電のため、PCを何度も起動させたり、電気が使

えないのでBlood testやCD4CellCountingのための機械が全

く使えません。そのことで作業の効率も落ちますし、血液の

冷蔵保存も出来ない状態になります。この国での医療活動の

際には、停電は常に予想内と想定し、ジェネレターのＵp－Ｄ

ateの必要性を痛感しました。 

まだまだ、驚かされることは書ききれないほど沢山あります。”

百聞は一見にしかず“ではありませんが一人でも多くの方々

が、イルファーを通じて私が経験したことを経験されれば幸

いです。来年度もまたケニア、ナイロビでの無料医療の診療

ボランティアがあればぜひ参加できればと思います。 

 

 

    

ケニアキャンプレポートケニアキャンプレポートケニアキャンプレポートケニアキャンプレポート    

米国ニューヨーク在住看護師 山根宏子    
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稲田先生に初めてお会いしたのは3月頃のNYでした。ケニア

で何か出来る活動等を探していてネットで偶然ILFARを見つ

けて、メールを差し上げたのがきっかけです。 

 

5 月にケニアに来てから、週に 1 回、クリニックのお手伝い

をさせて頂いていますが、看護学校を卒業したての素人同然

の私に、稲田先生は本当に辛抱強く１から教えて下さって大

変勉強になっております。 

元々予防医学には大変興味があったので、病気自体の予防、

病気になった後のComplicationの予防等、患者さんの教育レ

ベル、言葉の壁、文化、宗教の違い等を考慮しつつ、私はRN

として何が出来るのか、又先生と患者さんの会話を聞きなが

ら、患者さんといったいどうやってコミュニケーションを取

ったら良いのかとClinicに行く度に考えさせられます。 

 

今回のキャンプで他の日本人の方達と一緒に仕事をさせて頂

いて、日本人独特の気遣いの良さを改めて感じました。其々

のプロが責任を持って自分の仕事をし、尚且つ他の人を気遣

ってのチームワークが素晴らしい結果を生む事を長年海外で

過ごしていて少し忘れていました。 

怒涛の様に忙しかったキャンプも無事終わり、皆さんは其々

の場所に帰って行ってしまいました。私も又週に1回先生の

所にお邪魔させて頂きながら大学でBSN目指し勉強しており

ます。今後、又何時か何処かで皆さんに再会出来る時にはも

う少し成長した、使えるRNとなっている事を願います。 

 

その時まで、皆様もお体を大切になさって、其々の専門での

ご活躍を遠いケニアから願っております。 

 

 

 

 

今回のキャンプにて薬局業務に従事したので、薬局の報告と

今後必要な物品について記載させて頂きます。 

 

【次回持って行くと便利グッズ】赤字必須赤字必須赤字必須赤字必須 

①マジックペン①マジックペン①マジックペン①マジックペン        

薬剤棚への薬効別記載、薬剤の一般名と商品名を箱に記載、

シロップボトルに薬剤名記載するなど活躍は多岐に渡ります。

今回は一本しかなかったので、調剤係全員に渡るように持っ

て行くのが良いと思います。 

②はさみ②はさみ②はさみ②はさみ    

薬剤 PTPシートを切る場合に使用、今回は一本のみ。マジッ

クペンと同じく調剤係全員分あると便利です。 

③セロハンテープ  

ひとつあると薬剤棚に薬効別貼り紙張れます   

④紙（薬効別に示すため） 

薬剤棚に薬効別の張り紙用 

⑤空のプラスチックボトル⑤空のプラスチックボトル⑤空のプラスチックボトル⑤空のプラスチックボトル        

今回、シロップ剤投与の患者にボトルを持って来てもらいま

したが、全員は持ってきません。ボトル待ちの時間を少しで

も無くすために、緊急時にこのボトルを利用することにより

調剤待ち時間が少なくなり、薬局からボトルを持って来てと

患者に言う手間と時間が少なくなります。 

⑥軍手 

薬局組み立て、ブース組み立てのために一セットあると便利

かと思います 

 

【薬局報告】 

今回の薬局では薬剤をアルファベット順ではなく薬効別

に並べてみました。 

理由は薬局係に医療従事者が多かったので、多く処方されそ

うなNSAIDS、H2ブロッカー、抗生剤を取り易い棚に置き、Dr

が薬局を見る時にどの薬剤があるか、また不足して来たか分

かり易いなると思い薬効別に並べました。 

どの薬剤が不足して来たか、代替品はどれか、買ってきても

らう薬剤は？棚を見ると一目でわかるので、アルファベット

順より良かったのではないかと思います。 

また今回Ipadアプリ「今日の治療薬」が役立った。 

各 Drも全ての薬剤の用法容量を知っているわけではなく、小

児の投与量等確認する場合に重宝しました。 

しかし、最初から国内から持って行く薬剤、またケニアに残

っている薬剤は把握できるので、薬剤リストを作り国内の用薬剤リストを作り国内の用薬剤リストを作り国内の用薬剤リストを作り国内の用

法容量を記載法容量を記載法容量を記載法容量を記載しておけば各Dr、そして現地のクリニカルオフ

ィサーも理解し易いのではないかと思います。 

また稲田先生の薬剤リストも 

薬効別に並び変え、薬剤一般名、商品名を記載、且つ投与量薬効別に並び変え、薬剤一般名、商品名を記載、且つ投与量薬効別に並び変え、薬剤一般名、商品名を記載、且つ投与量薬効別に並び変え、薬剤一般名、商品名を記載、且つ投与量

も記載も記載も記載も記載しておけばベストかと思います。 

日本とまったく違う環境の中、このような活動に参加できた

ことに感謝申し上げます。今後も継続的にお役に立てるよう

に微力でございますが、鋭意尽力したいと思います。 

 

以上取り急ぎご報告致します。 
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無料診療キャンプに参加させて頂いて 

ケニア在住看護師 田中美輝子 

 

ケニアキャンプ報告（薬局中心） 

製薬会社社員 占部 正和 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会会会会    員員員員    募募募募    集集集集    

入会申込書をお送りします。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。) 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

3,000円 3,000円 1,000円 1,000円

正会員 賛助会員

個人会員

 
 

入会金 年会費／1口 入会金 年会費／1口

10,000円 10,000円 5,000円 5,000円

正会員 賛助会員

団体会員

 

 

寄付寄付寄付寄付だけでもおだけでもおだけでもおだけでもお受受受受けいたしますけいたしますけいたしますけいたします    

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人イルファーとは法人イルファーとは法人イルファーとは法人イルファーとは    

    

1993年、ニューヨークでM.・ラング、稲田頼太郎が中心

となりイルファーイルファーイルファーイルファーを設立しました。2011年、活動の拠点を日

本に移しＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人イルファー法人イルファー法人イルファー法人イルファーを設立、米国でのイルファー

の活動を継承・発展していくことになりました。 

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人イルファー法人イルファー法人イルファー法人イルファーは、イルファーが2000年より実施し

ているケニア・ナイロビでの無償医療キャンプ、ＨＩＶの調

査も引継ぎました。 

2010年3月からは稲田がケニアに在住して日々のＨＩＶ／Ａ

ＩＤＳ患者のサポートや現地医療施設へ真のエイズ医療の在

り方を浸透させるなどの活動のほか、子供たちの教育支援や

昼食支援もしています。日本ではケニアの活動のサポートや

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ啓蒙のためのコンサート、チャリティーバ

ザー、講演会などを行っています。 

 

⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈ 

⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈⋈⋇⋇⋇⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋆⋆⋆⋈⋈ 

特定非営利活動法人イルファー  発行人 山下 潔 

〒192-0023 東京都八王子市久保山町 1 丁目 9 番地 18 TEL： 042-691-9755  

Home Page : http://inadaetal.wordpress.com/  E-Mail: ilfar-jimukyoku@asahi.email.ne.jp 

 

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉⋊⋉⋊⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⋉⋊⋉⋊⋉

 

 

 

 

 

活 動 報 告 

9月 20日 プムワニサバイバルスクールへ文房具 

サッカーボールなどをプレゼント  

11月 5日帰国中の稲田理事も 

参加して理事会 

7月 21日チャリティーコンサート 

10月 20日 

シナリー秋祭り参加  

食材配達時の出迎えの子供たち 

昼食風景 

子供たちへの昼食支援子供たちへの昼食支援子供たちへの昼食支援子供たちへの昼食支援    

毎月、お米４０kg、油１０ℓ 

炭俵 2俵を配達しています  

教育支援教育支援教育支援教育支援        
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