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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』 

間以上動いていた。ニューヨークにいたころよ
りどちらかと言えば楽。つまり事務所周辺は危
険地域、遅く帰れない事情もあった。 

事務所の格好がつけば、スタッフにコンピュ
ーターの使い方、オフィスソフトの使い方。次は
プロジェクトの⽴案、患者のリクルート、ようや
く診療所らしき活動に⼊る。患者数も増え、エイ
ズ医療のあり方を患者に説く。皆納得する。この
合間をぬって、日本（11 月から 12 月にかけて）、
アメリカ（４月から 5 月にかけて）にそれぞれ
1 ヶ月ほど滞在する。資⾦集めだったり、⽀援企
業、団体、個人訪問を兼ねての活動報告だった
り、ナイロビで必要な物の購⼊だったり、土日も
ない。5 月に帰ケニアすれば、しばらくして毎年
9 月恒例の無料診療の準備が始まる。無料診療が
終われば、後⽚付け、データの整理、在庫チェッ
ク。そしてしばらくして帰日である。12 月に帰
ケニアすれば年間のまとめの会報作り、翌年度
の活動計画、助成⾦依頼申請書書き…首尾よく
申請が通れば一息つける。 

ナイロビでの活動が認知され、広がりを⾒せ
れば、さらに患者が増える。さらに医療スタッフ
が必要となる。医療スタッフのリクルートはこ
こナイロビでは容易でなかった経験がある、い
やきっとケニア中どこでも容易ではないと想像
できる。いわゆる裸⾜の医療者ばかりなのであ
る。いくら時間をかけて指導しても医療を科学
できない。時間を取られるばかりだった。エイズ 

貧乏暇なし 
イルファー理事⻑ 稲田 頼太郎 

医療はウイルスのアミノ酸との戦いなのだ。薬
剤の構造やその性質を⼗分に理解していなけれ
ば効果は期待できないのだ。そこがまったく理
解できない。ずいぶん時間を使ったが、ものにな
らなかった。スタッフが必要なだけではない。事
務所も拡張しなければならない。診療の合間を
ぬってまた大工仕事が始まる。 
 以上は事務所での活動に関連した忙しさであ
る。一方、1 人住まいの私は、⾃宅では家事すべ
てを一人でしなければならない。炊事、洗濯、買
い物と忙しい主夫をこなしている。単身乗り込
んだのだからここは愚痴を言えない。そうこう
しているうちに 9 年が経ってしまった。少しは
ゆとりのある生活になっているかと思えば、以
前よりもさらに忙しくなっていた。 

つい最近のことであるが、昨年日本への出発
前 日 の 11 月 3 日 の 土 曜 日 も 孤 児 施 設 で
HIV/AIDS に関するスライドを使ったセミナー
を⾏ってきた。翌日の 4 日には日本へ出発とい
う日であった。その前の数日間、演者スタッフへ
の指導を含め事務所で予演会が夜遅くまであっ
た。何回も繰り返し、講演内容を印象付ける工夫
を覚えさせる。忙しいのひと言である。貧乏と感
じることはないが、暇なしといえば貧乏という
言葉がつい出てしまう。 

ここケニアには貧乏神と福の神が同居してい
るのだろうか︖いくら働いても、暮らし向きが
一向に良くならないスラム地区。貧乏暇なしと
言うのは、作業効率や要領が悪いことをしてい
るからいつまで経っても成果が上がらないとい
うことなのだろうか︖効率を良くしようといろ
いろな方策を練ってみる。出来た方策を実践に
移そうとする。しかしケニア人に取り付いてい
る貧乏神が邪魔をする。もともと暮らし向きを
良くする気持ちが無い人間（労働集約型と言う
らしい）に貧乏神は取りついて離れないのであ
ろう…だからきっと良くしようという方策も練 

ジャンボ 

‐1‐ 

ケニアのナイロビに移り住んで
丸 9 年が経つ。始めのころは、まず
は事務所作り。もちろん土日を含む
毎日少しずつ手をつける。木材の購
⼊から、運搬、さらに事務所で木材
のカット、厚めのベニヤ板で床作
り。今度はペンキ塗り。１日 10 時 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さあ、調理の開始、ジャガイモ、トマト、⾖で

炊き込みご飯。⽉に１度だけヤギのお⾁が⼊りま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②コトレンゴエイズ孤児施設コンサルテー

ション診療 
HIV 感染症は大人だけに限らず、生まれてくる

幼い子供たちにもその爪あとを残している。陽性
と思しき⺟親から生まれると、すぐに検査。陽性
が疑われれば、即日投薬が開始される。 

現在の薬では一生涯薬を飲まなければならな
い。ウイルスを体内から除くことの出来る薬では
ないからだ。一生涯薬を飲まなければならないこ
の子供達に少しでも楽しい時間を、そして生きて
いて良かったと思える時が来るようにと、ここで
のプロジェクトを始めた。 

                                               

 らないのかもしれない。一方、福の神が取り付い
ていそうなケニア人もいる。おそらく資産構築型
という人であろう。 

頭の使い方、時間の使い方しだいでは福の神を
呼びこめるはずだとの信念の下、作業効率を上げ
ようと方策を練り、実⾏に移す。実⾏しても成功
するとは限らない。そこで別の方策を考える。こ
の繰り返しが福の神を取り込むことになるので
あろう。 

ここケニアの我々の事務所兼診療所にも、貧乏
神と福の神が同居しているのかもしれない。活動
の成果は着実に上がっている。忙しさは貧乏神、
成果の進展は福の神のせいなのであろうと、思い
ながら 2019 年 1 ⽉で 9 回目の元旦をナイロビ
で迎えた。9 年経っても貧乏暇無しで仕事を続け
る私がそこにいる。 
 
①食材支援 
 この給食サービスを始めて 10 年が経過した。
開始当時の子供たちも 20 歳以上の成人になった
のであろう。支援を継続して下さる国際ソロプチ
ミスト安城のメンバーの皆様に心から感謝の意
を表したい。 

開始当初はスーパーマーケットで購⼊してい
た食材も、値段の高騰により、安価な食材を求め
ることとなり、通常プムワニの住⺠もあまり⾜を
踏み⼊れたくないイースレー村に買い出しに⾏
くことにした。 

イースレーの住⺠はほとんどがソマリア系ケ
ニア人で占められ、ビジネスをしているインド系
ケニア人もいる。最近では、キャッシュビジネス
の中国人も進出してきている。ここイースレーは
麻薬の地下組織もあると聞く。5、6 階建てのビ
ルがメインストリートには⽴ち並んでいる。ビジ
ネスとしてはプムワニよりもはるかににぎやか
で活気もある。 

しかし、1 本道路をはずれると人通りも少な
く、1 人では歩きにくい。ここの、とある穀物の
ホールセール商店で毎⽉買い物をするのが⽉課
になった。商店主とも気軽な話をできるようにな
った。店主は、我々がここで食材を買う理由も知
っている。時にはおまけもしてくれるようになっ
た。 
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この施設から近隣の⼩学校、中学校に通う⼦供
達、施設をいったん離れ、寄宿舎⽣活をしている⾼
校⽣、大学⽣もいる。帰る場所はこの施設、ここが
彼らの実家なのだ。更に学校を卒業し、職を得、こ
の施設を出て社会⼈として独り⽴ちし⽣活をして
いる成⼈もいる。 

継続観察は経過の良い⼦供達は、2、3 ヶ月ごと
に⾏い、定期⾎液検査は 6 ヶ月に 1 度の割合であ
る。ただ、寄宿舎⽣活をしている⼦供達は学校が休
みになるときにしかこの施設に戻ってこない。1 年
の 3/4 を学校で過ごすことになる。学校での服薬
に難が⽣じる⼦供も少なくない。 
 

60 名近く（他は寄宿舎で⽣活のため経過観察が
不定期になる）の⼦供達の経過観察はほぼ毎週⼟
曜日に出かけ（1 日 10 名前後）、施設で実際に投
薬をしている看護師と、くどいほど服薬指導の話
をする。その甲斐あって、コトレンゴ施設にいる孤
児たちは、全員経過が良くなった。 

しかし、⾼校進学、大学進学、就職等でこの施設
を離れ、寮やアパートに住む⻘少年たちもたくさ
んいる。が、経過が思わしくない…これらの⻘少年
たちは我々がこの施設に介⼊する以前に施設を離
れた⼦供たちであった。 

もちろん学校が休みになれば⼦どもたちはこの
施設に戻ってくる。つまり帰るところはこの施設
しかないのだ。この時期を狙って、経過観察そして
⾎液検査をする。話を聞けば、きちんと薬を飲んで
いるという。飲んでいるのになぜ経過が思わしく
ないのだろう︖ 

何度かカウンセリングをするうちに、だんだん
謎が解けはじめた。飲んではいるが、その時間がま
ちまちだったり、飲み忘れたり、錠剤の数を自分で
勝手に減らしてしまったり、錠剤が飲みにくいの
でまったく飲まなかったり。 
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飲みにくかったと言うことで、飲まなかった
薬剤を机の下から発⾒ 
 



また、授業時間、学校内、寮内での規則等によ
り、薬剤を携帯できない等、種々の問題が浮き彫
りになってきた。つまり、予想通り服薬が不規則
であったのだ。残念ながら、我々の介在する以前
の施設での患者管理が適切でなかった時代に施
設を出た⼦供たち、当時のこの施設の不適切な
投薬状況を物語っていた。⼦供たちだけの責任
ではない。 

そこで、錠剤の数を減らす薬剤の組み合わせ
を含め、1 日 2 回服薬を 1 回にする等、極⼒寮
生活、アパート 1 人住まいの生活環境にあった
薬剤の組み合わせを示唆したところ、経過が好
転して来た。エイズ医療は“薬を与えれば”だけ
ではない。⼦供たち個人の日常生活にも⽴ち⼊
った投薬を考えなければならないことを改めて
身をもって体験したしだいである。 

一方、嬉しいニュースもある。感染者の⼦供た
ちの中で、将来医療職につきたいという⼦供が
いることがわかった。看護師になりたい⼦、クリ
ニカルオフィサーになりたい⼦、検査技師にな
りたい⼦、そして HIV/AIDS のためいろいろな
困難に直面している自分たちと同じような境遇
にある人達のために仕事がしたい…泣かせる話
ではありませんか︖ 

我々は彼らの健康を取り戻すことに⼒を注い
でいる。上述の話は、次のプロジェクトになりか
ねない。健康と言うだけではその日暮らしはで
きても、残された⻑い残りの生涯を生きていく
ことは出来ない。健康プラス手に職がなければ
ならない。彼らの希望をかなえることが出来る
ようにと何とか我々もがんばると言えれば、将
来に向けた彼らの就学意欲、自身による健康管
理、生きることへの意欲に拍⾞がかかるだろう。 

そして誰からも奪われることのない手に職を
身につければ１人だって生きていける。うん、次
はこれだ︕︕皆様のご⽀援、ご協⼒を宜しくお
願いいたします。 
 
③診療所でのコンサルテーション医療 

スラム内にある事務所では毎日経過観察診療
が⾏われている。さらに週 2 回血液検査日があ
る。現在コトレンゴ施設の⼦供たち以外に 151
名の患者のコンサルテーション医療を⾏ってい
る。昨年度 12 月の時点で患者共有施設は 58 施
設、今年度はこれらの施設から手に負えない
（︖）38 名の紹介患者があった。もちろん、⻘
少年もいるが、ほとんどが成人の患者である。患
者の免疫状態により、毎月、隔月と来診頻度が違
う。 

昨年度紹介された患者も若い世代の患者と同 

 様服薬指導をほとんど受けていなかった。服薬中
にウイルス量が測定限界以下になったことをウ
イルスが除去されたと思い込み、服薬を辞めてし
まった例、飲んでもさほど具合が変わらないた
め、服薬がいい加減になっている例、⾷物と同時
に服薬をしなければならない薬剤を空腹時に服
薬する例等、多くの患者が服薬の意味を履き違え
ている。 

99%の患者はエイズ治療がどんなものは知ら
ない。抗生物質や痛み止めを飲むくらいにしか考
えていないのだろう。エイズ医療のあり方を知ら
ない患者に薬剤をただ“飲め”では効果がなかな
か期待できない。更に、不定期な服薬では耐性株
の出現も危惧される。我々の施設に来た患者には
検査結果を基に徹底的に服薬指導をする。しか
し、患者がきちんとした服薬をしないのは現場の
医療従事者の服薬指導が不⼗分、いやほとんど⾏
っていないのが現状であろう。エイズ医療従事者
の責任である。つまり勉強不⾜なのであろう。 

ケニアの医療従事者は薬剤を処方できる⽴場
にあるというだけ︖処方した後は患者の責任︖
言い換えれば、治療を科学していない。科学的根
拠に基づいた投薬や服薬指導はエイズ医療の根
本である、いや医療の原点である。 

患者の医療施設には、治療失敗の⾒極め方、服
薬指導の仕方、薬剤変更の決め手、新薬を処方す
る場合の諸注意情報の提供等、検査結果を基に指
導を⾏っている。一人の患者での治療のノウハウ
を知ることにより、他の患者に応用できるように
なればしめたものである。つまり我々は抗 HIV 薬
の投薬は⾏わず、現地医療従事者を指導し、抗
HIV 薬剤の恩恵をケニア人医療従事者の手でケ
ニアの患者にもたらせることができるよう、これ
が我々のコンサルテーション診療である。まだま
だ“暇無し”は続きそうである。 
 
④第 27 回住⺠対象の無料診療 （2018
年 9 月 15 ⽇〜9 月 24 ⽇） 

2000 年 7 月に始まった地域住⺠対象の無料診
療も、昨年の 2018 年で 27 回目、18 年間継続
して来た。良くまあここまで来たものだ。これも
ひとえにご⽀援をいただいている企業、団体、そ
して多くの個人の方々、更にはるか日本から参加
する先生方、日本で事務局を預かるイルファース
タッフの一丸となった思いが凝縮した結果であ
ることはいうまでもない。 

北は北海道釧路市から宮城島拓人先生（内科
医、釧路労災病院内科、9 月時キャンプ連続 18
回参加）、吉河歩先生（内科医、釧路労災病院内
科、初参加）、嶋崎康相先生（⻭科医、釧路労災 
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                                               内科、初参加）、嶋崎康相先⽣（⻭科医、釧路労
災病院⼝腔外科、初参加）、村⽥亜耶佳先⽣（⻭
科衛⽣⼠、釧路労災病院⼝腔外科、初参加）、関
東からは堀越裕歩先⽣（⼩児科医、東京都⽴⼩児
総合医療センター感染症科、連続 6 回参加）、米
⽥ ⽴先⽣（⼩児科医、東京都⽴⼩児総合医療セ
ンター感染症科、初参加）、荒⽊孝太郎先⽣（⼩
児科医、東京都⽴⼩児総合医療センター感染症
科、連続 3 回参加）、⻘⼭寿美⾹先⽣（薬剤師、
大森赤十字病院勤務、連続 6 回参加）、渡邉那奈
先⽣（薬剤師、開晴薬局(東京都)勤務、連続 2 回
参加）、石島裕太先⽣（鍼灸師、東京都内で開業、
2 回目参加）、柳瀬洋⼦さん（看護師、石井クリ 
ニック勤務、5 回目参加）、坂本貴⼦さん（看護
師、非常勤、連続 3 回参加）、関⻄からは神⼾大
学医学部付属病院岩⽥健太郎先⽣の推薦による 
 

津村明⼦先⽣（神⼾大学医学部付属病院 感染症 
内科、初参加）、森⽥幸⼦先⽣（神⼾大学医学部付
属病院 感染症内科、初参加）、海⽼沢馨先⽣（神
⼾大学医学部附属病院感染症内科、連続 3 回参
加）、柏⾕茉由⼦さん（看護師、大阪北野病院勤務、
2 回目参加）、更に⻄の⼭⼝県から宮本直美さん
（看護師、徳⼭中央病院救急外来、連続 3 回参
加）、合計 17 名の経験豊かな医療従事者が参加し
た。  

そして、成人科医師 5 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 2 名、⻭科衛⽣⼠ 1 名、看護師 4
名、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）20 名のもと、地
域住⺠を対象とした 5 日半（月曜〜土曜半日）の
無料診療が⾏われた。 
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今年も 4 名の看護師、1 名の薬剤師が先乗
り、後残り部隊としてキャンプ前の準備、キャ
ンプ後の棚卸し作業に汗を流してくれた。 

現地 ILFAR-Kenya のスタッフ、左から Ali 
Wembe, Mwajuma Ramadhan, Joseph 
Wambogo  達もよく頑張ってくれた。 
 

キャンプ初日の日曜日、通常は我々のところに
来診している HIV 患者の鍼灸医療と⻭科の抜⻭
診料であるが、最近は希望者も少なくなった。そ
こで、今年は初日からコトレンゴへ⼦供たちの健
康診断に出かけることにした。感染者の 50 名の
⼦供たち加え、⾶び⼊りで外部（︖）からの⼦供
も招き、さらに施設の職員も含め、合計 77 名に

に対して⻭科医による⾍⻭等の⼝腔チェック、⼩
児科医、成人科医による⼀般健康診断を⾏った。
目の前に座った患児のカルテを開きやすくする
ため、受付では名前タッグを作成し、患児の首に
かける。これで誰が前に座ったのか判る。このア
イデア、コトレンゴでの経験者でなければ発想が
わいてこない。キャンプ先発隊の 5 人のなせる
大きな意義のある業、頭が下がる。 

⾍⻭チェックもスムーズに進んだ。19 名の⼦
供たちに⾍⻭が⾒つかった。その⼦供たちはみな
10 歳以下であった。多い⼦で 4 本。それぞれの
カルテに記載し、施設のスタッフに⻭磨きの指
導、治療を薦める。健康状態は良好と判断した。 

⼀⽅、石島鍼灸師による施設職員への針治療も
あわせて⾏った。何で職員まで⾯倒⾒なければな
らないんですか︖ここでも参加者の人柄がうか
がえる。 
 
 
 



名前タッグを作り、 
 

 
 
 

順番を待つ子供たち 
 

名前タッグを手渡しする柏谷
看護師 
 

⼝腔内をチェックする嶋崎⻭科
医と村⽥⻭科衛⽣⼠  
 
 

米⽥小児科医 
 

堀越小児科医 
 

翌⽇からはプムワニ公⺠館で、怒涛のよう
に押し寄せる地域住⺠の無料診療だ。  
 

                       

‐６‐ 



                                              

以上 17 名の先生方が日本から参加した。 
 

5 日半の診療で、受付登録者数 2445 名 (成
人男性 521 名、成人⼥性 1154 名、小児男子 388
名、小児⼥子 382 名、コトレンゴ孤児施設の 50
名は含まず)、診察患者数、成人科 1542 名、小
児科 840 名、⻭科 91 名、鍼灸科 228 名、合計
2701 名を診た。4049 の診断名に基づき、薬剤
の処方、加療が⾏われた。ポータブルエコー機器
も導入し、的確な診断ができるよう向上を図って
いる。海⽼沢先生による浸出液塗末標本のグラム
染色も始めての試みとして導入された。 
        
 
 
 
 

さらに、小児科では 2 歳以下の小児を対象に、
体重測定を⾏い、発育状況などを両親に伝える健
康チェックも合わせて⾏った。年齢に応じた体重
増加が認められなかった小児は全体の 6%、体重
過多は 3%であった。栄養指導はラマダン小児科
医によりスワヒリ語で説明が⾏われ、⾷事栄養指
導用のパンフレットが手渡された。全般的に小児
の発育状況は良好と⾔えた。 
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嶋崎⻭科医、村⽥⻭科衛生⼠ 
 

左から吉川、海⽼沢、宮城島、津村、森⽥成人科医 
 

左から荒木、ラマダン、堀越、米⽥小児科医 
 

石島鍼灸師 
 

⻘⼭、渡邊薬剤師 
 

坂本看護師 
 

宮本看護師 
 

柏谷看護師 
 

柳瀬看護師 
 



                                               

 一方、HIV 感染有無の検査（VCT）には 155 名
(男性 73 名、⼥性 82 名)の受検者があり、9 名
（全体で 6％、男性１名《1％、30 歳代》、⼥性 8
名《20 歳代と 30 歳代 10％》)の HIV 感染者が
⾒つかった。他の年齢層では陽性者はなかった。
抗体陽性患者はすべての例において、⾎液細胞
数、免疫担当 CD4 陽性細胞数、⽣化学検査を⾏
い、患者の病勢を把握した。内 3 名はいつ発症し
てもおかしくないほど免疫担当細胞数が低下し
ていた（それぞれ 3 個、152 個および 260 個）。
すべてのデータのコピーとコメントを加え、患者
共有施設に逆紹介するとともに、我々のところで
経過観察を⾏うこととした。⾃⾝の感染に気づか
ない 20 歳代、30 歳代の人々がまだまだ居ると
いうことである。 

以上のごとく 27 回目の無料診療も無事終わっ
た。本当にご苦労様でした、そして有難うござい
ました。参加の諸先⽣に感想文として書いていた
だいたものから、次回に向けた提案、反省などを
独断と偏⾒によりまとめさせていただきました。
何せ 17 名の先⽣方からの感想文を、ある程度抜
粋するにせよ、すべて掲載、発⾏するには、紙⾯
や予算の都合上と難しいと判断した次第です。こ
こにも貧乏神がいるようだ。  
 
 
④無料診療の変遷、稲⽥の反省と参加者の
提案、疑問点などの総括 
 

私のキャンプの準備不⾜、過去の経験から来る
⾝勝手な思慮に欠ける思いにより、参加の皆様の
中にはいろいろな形で困惑の思いを抱かれた先
⽣もいらしたかもしれません。プライバシースペ
ース、薬剤リストの効能順表記、通訳、診療情報
交換の機会等、十分満⾜いける状況を作り出せな
かったことへ多くの反省が残りました。前期⾼齢
者と言うことに免じて、お許しを願うばかりで
す。以下に私なりの無料診療のあってほしい姿と
現状、そして限界を述べてみます。ご理解頂けれ
ば幸いです。 

 
無料診療の外⾯はひと言で言えば医師による

診断、それにもとづく処方薬の提供である。しか
し、その何十倍もの⾒えない細かな内⾯作業があ
ることを忘れてはならない。薬剤にも限りがあ
る。特別な場合を除いて処方は５日分を原則とし
ている。その理由は、提供された薬剤を⾃⾝では
飲まず、他に転売する患者がいたからである。当
時は、スラム住⺠が貧困のため（交通費がない、
初診料が払えない等）医療施設にアクセスできな

い状況があった。無料診療をすることで、短期間
で徒歩圏内に無料の医療提供の場を設け、文化的
なレベルで住⺠の健康を保つことに少しでも役
に⽴てばとの思いからであった。 
 

この無料診療活動のもととなっていたのは地
域住⺠をいかにして集め、HIV/AIDS の啓発活動
を⾏うかということであった。2000 年当時のこ
の村の HIV 感染率は男⼥平均でも 30%を超え、
30 歳代 40 歳代の⼥性ではなんと 50%以上の感
染率を⽰していた。このような疫学的なデータを
持つ NGO は他には無く、以後 18 年間の⻑きに
渡り、同じ地域住⺠を対象とした無料診療を継続
した個人的な団体もいまだ皆無である。 

 
当時欧米では、HIV 感染症はすでに慢性病の仲

間入りを果たしていたにもかかわらず、ケニアで
は抗 HIV 薬は認可されておらず、感染がさらに
拡大し、このままでは、この村は無くなってしま
うと思ったほどである。ケニアでは 2006 年に抗
HIV 薬が認可され、投薬ができるようになり、エ
イズ医療に転機が訪れて、無料診療の意義が少し
変わってきた。抗体検査後の適切なフォローと治
療の価値判断が加わることになり、無料診療を通
じての啓発活動から感染者、患者の拾い上げ、さ
らに治療へと移⾏してきた。 

 
しかし、喜んでもいられなかった。ニューヨー

ク時代の経験から、投薬に関連したマイナス⾯の
危惧が浮上した。その 4 年後、案の定、その危惧
は的中した。不規則な服薬による耐性株の出現で
ある。ケニア医療従事者による服薬指導の知識不
⾜、患者の服薬を含めたエイズ医療に対する情報
の欠如の結果である。この問題を解決すべく稲田
のナイロビ常駐が 2010 年に始まった。もう待て
なかったのである。 

日々の診療体制の中、患者の定期的継続病勢観
察、ケニア人医療従事者への情報提供、投薬に関
するコンサルテーション診療へと変わって、現在
では曲がりなりにも確⽴されてきた。 

 
他方、年 1 回のペースで無料診療は継続してき

ている。もちろん主人公は地域住⺠である。毎年
2500 人前後の地域住⺠がこの無料診療を待って
いる。これを適当に、そしていい加減にすれば、
私のこの村で HIV/AIDS 活動にも影響が出かね
ない。他にはない良さを持たなければと、できる
限りの充実を図ることになる。 
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 参加者の人選は、昔は各先生と連絡を取り、参
加をお願いしてきた。今や連続参加の核になる
先生⽅を中⼼に、若い研修医の新参加という形
が徐々に固定化されてきている。連続参加の先
生⽅は、他の国でも国際医療⽀援の豊富な経験
を持つ先生ばかりである。若い研修医への国際
医療⽀援の経験の場を提供する無料診療に少し
ずつ変わってきた。 

確定診断検査を⾏えない状況の中で、頭の中
の情報をフルに回転させ、最適と思われる診断
を下す。まさに難⺠キャンプさながらの無料診
療である。ただ現場で患者を診察し、薬剤を処⽅
することが終りではない。また、この無料診療で
出来ることもおのずと限られている。参加者の
人数が増えれば診察患者も増えることになる。
そして過去になかった症例も増えることにな
る。前年の薬剤配布状況から、その年の必要な薬
剤量を推測し、購⼊する。もちろん⼿術が必要と
思われる患者はお⼿上げだ。推察診断に基づき、
検査、治療の依頼状を書き、医療施設に紹介する
ことも多々あった。 

多くの先生が参加することで治療の対象者
域、診断、治療の幅が広がる。無料診療はあくま
でも、”徒歩圏内に無料の医療提供の場を設け、
⽂化的なレベルで住⺠の健康に寄与すること”
であり、それをさらに上回ることは短期間の無
料診療では困難である。したがって、無料診療の
中で対応できること、出来ないことが出てくる、
少数例でも対応しようと思えば、細かな対応が
要求されることなる。新しいことを導⼊しよう
と思えば、人的な供給、スペースの確保、予算を
確保しなければならない。毎年の予算は限界を
超え始めている。今までの限られた診療体制の
中でそれを導⼊しようとすれば、専門職の先生
⽅が専門以外の作業（まったく場違いとはいえ
ないが）をすることが生じているのが現状であ
る。 

 
しかし、この自ら進んで他のブースに出かけ

る⼼意気は随所に⾒られた。これは連続参加の
先生⽅の⼼の目的が１つに集中している証であ
る。スムーズに、スムーズにと…。ただし、この
状況に不公平さがあってはならない。すべての
痛みはすべての参加者たちに公平でなけれなら
ない。キャンプ中の作業に重さの差があっては
ならない。作業の価値は同じでなければならな
い。この無料診療中の作業の中で、雑用などな
い。たとえ目が⾏き届きにくい細かな仕事でも、
すべてが必要な作業である。それに目が届いて
しまう（これも１つの目的をスムーズに進⾏さ

せたいという気持ちがあるからである）がゆえに
専従となってしまうことも多々あったような気
がする。これは 1 つの目的を目指す集団の中で
男⼥の分け隔てなく⼗分に理解されていなく 
てはならない。もちろん今回の無料診療でもそう
であった。相⼿の⽴場に⽴った⾏動は、患者を 
診る際にも通じる基本的なことであると私は考
えている。参加者全員がそれをわきまえていた。
頭がさがる。私の至らなさをカバーしてくれたの
である。 

今回の体重測定ブースでは、連続参加の宮本看
護師のきめ細かな感性のもと、視覚情報を取り⼊
れた食事栄養指導用のパンフレットが作成され、
親たちには大好評であった。目的をスムーズに終
点に近づけようとの⼼意気を伺い知ることがで
きた。なぜ思いつかなかったのだろう︖自分の患
者には同様のコンセプトで診療しているのに…
反省しきりである。 

 
無料診療を⾏う公⺠館、診療の規模、内容、人

数が大きくなれば、それなりのスペースが要る。
特に⼥性患者のプライバシーの保てるブース確
保の問題がここ数年指摘されている。提案を受け
るたびにどうしようかといつも考えていた。まず
はブースになるスペースの確保、ブースを区切る
柱の作成、覆い、横になれるベッド式テーブル等
の作成が頭をよぎる。残念ながら、今年も完成さ
せることはできなかった。大きな原因はどこにス
ペースを確保するか、ここから先が進まなかっ
た。ぜひ来年は何とか完成させるようにしたいと
思う。諸先生⽅、今しばらくお待ちを…。種々の
書類も、⾒直す時期に来ていると思われる。さら
に⾒やすくしなければならないと考えている。 

 
通訳等のボランティアの問題も、出来る限り同

じ現地人ボランティアにお願いしている。しかし
多くの訪れる患者はボランティアと顔⾒知りの
ことが多い。そのアドバンテージを利用している
患者も多数いる。なかなか目が届かない。しかし、
そこまでしなければならない。受付ブースでのの
しりあいを聞くことがたびたびあった。  

患者登録のブース以前に（外で並んでいる状態
で）、ブース予約表を渡すなど事前の患者の振り
分け作業の必要性を感じたのは私だけではない
はずだ。今回は住⺠の不満となったボランティア
人物を特定できた。来年はお願いしないと決めて
いる。ただし、他のボランティアにしても同じこ
とをしないとは限らない。ここはケニアである。
虚しさが込み上げる。 
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 事と化してしまった。それもこれも、以前は使用
したスクラブが山積みになっており、⾃宅へもっ
て帰り、数日かけて洗濯、サイズ分け等をして保
存していたが、これに目ざとく気がついた私の部
屋の先生方の余分な仕事となってしまった。 

 
また、キャンプの準備にも私としての大きな反

省点があった。通常 7 月に準備が始まり 8 月末
までに購⼊も含めほぼすべてを終わらせる。今年
は 7 月いっぱいスタッフの準備に口を出さなか  
った。私がケニアに住むことになって 9 回目の 
無料診療になる。どこまでスタッフだけで出来る
か、どこまで進んでいるのか︖、出来たか︖とも
聞かなかった。毎年同じことを繰り返しているの
だから出来て当たり前かな︖との考えも⼼の底
にあったことも確かだった。 

8 月始めにようやく口を開き、スタッフに出来
具合を尋ねた。やはりだめだった。前年の反省が
まったく生かされていない。そのときの指示の時
が過ぎれば何もかも白紙になっている。もう彼ら
だけに任すことが出来ないこともわかった。四六
時中目を光らせ、寸分をいとわず指示を出し、間
違いを指摘し、指示を出し直していなければ、先
に進まない。気が疲れる。ハンドルを任すことが
出来ないこともわかった。通常、我々は⾞の運転
でさえ 100 メートル先を⾒ながら運転する。ス
タッフの運転は数メートル先しか⾒ていない。 

すでに手遅れだが、やはり⾃分がやるしかない
と、9 月はじめに１人で始めるしかなかった。何
度⾔っても私が意図した結果になっていないか
らだ。なぜそうならなかったのかについて疑問を
持たなければ、おのずと結果は前と同じであるこ
とは目に⾒えている。何度も同じ指示で時間を無
駄に出来ない。私にとって今回のキャンプ準備活
動の大きな失敗であり、予想が出来たにもかかわ
らずという反省点であった。 
 

その他、今年は構築しなければと思っていた薬
棚、それも収納場所を考え折りたたみ式でなけれ
ばならない。通常使っていた棚は借り物である。
毎年使えるとは限らない。日本からの先生方を出
迎えるために事務所を出る 5 分前まで棚つくり
をしていた。作業効率や要領が悪いことをしてい
たのだろう、だから期日までに成果が得られなか
ったのだろう。やはり貧乏神がこの事務所に居る
のかもしれない。しかし、無料診療は大きな成果
と共に終わった。そう、福の神も同居しているら
しい。きっとこの神様たちは仲が良い夫婦のよう
な存在なのかもしれない。神様だって一人住まい
はやはり嫌なのだろう、ははは…。 

他方、無料診療の現場を離れても、キャンプの
準備、後⽚付け、目に⾒えにくい多くの事柄が存
在する。先生方の疲労度も考え、できるだけ快適
な宿舎での生活の確保、時間的な制約も考え、１
日 3 食の食事を何にするか、どこで取るか…。外 
食（徒歩圏内）が中⼼であった毎年の朝食、今回
は宿舎の施設の各部屋にはキッチンがついてい
る。これを利用しない手はない。毎朝出かけなく
て済むように専従の調理人を確保し、朝 6 時か
ら準備をしてもらうことを試みたところ、定時に
そろって外での朝食に出かけ、そろって戻る煩雑
さがなくなり、朝はのんびりと（︖）出来たよう
な気がする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昼食は診療現場で現地ボランティアと共に取

る。これにも問題はなかったような気がする。夕
食は通常、日本ではなかなか食べられないヤギ肉
BBQ, エチオピア料理、および徒歩圏内にある
ホテルへの外食を必ず取り⼊れている。外食は⾞
で出かけなければならない場所である。現場での
診療後、定時までに全員がシャワーを浴び、集合
し、出かける。 

レストランに出かけた後は⾃分１人で部屋に
戻りたくても帰れない。ここ数年、良かれと思い、
出かけなくても済む⾃炊を出来るだけ多くして
きた。⾃炊は各部屋グループごとの当番制。しか
し考えてみれば、難⺠キャンプさながらの壮絶な
診療の後、この⾃炊もきつい作業であったことに
違いない。私など何も手伝わず、ただ⾒ているだ
け、出てきたものを食べるだけ…夕食の準備をし
てくれた各部屋の参加者たち、使用した食器の後
⽚付け等、あたかもはずれクジを引かされたかの
ごとく黙々と作業をしてくれていた参加者がい
たことは知りつつも、相手の⽴場に⽴てなかった
⾃分が情けない。後⽚付けも当番制にすべきだっ
た。 

 
毎日の診療作業着（スクラブ）については、常

宿が数年前に改築され、洗濯機が設置されるよう
になって以来、毎日のスクラブの洗濯は着替え用
のスクラブの置いてある部屋の先生の専従の仕
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事業費 

  

 4,084,981 

無料診療キャンプ 2,373,365 

給食支援・学校支援 164,635 

  63,290 

小計 6,686,271 

管理費 130,736 

次期繰越⾦ 3,293,991 

合計 10,110,998 

前期繰越⾦ 4,757,167 

⼊会⾦・会費 181,000 

寄付⾦ 4,001,038 

助成⾦ 1,000,000 

その他 171,793 

合計 10,110,998 

活動報告（日本）2018 年 3 ⽉〜2019 年 2 ⽉ 
 
 
2018 年 

6 ⽉ 11 日 NPO 法人イルファー第 8 回総会 
7 ⽉ 8 日 第 13 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 
第 1 部 ケニアにおけるイルファーの活動について 
第 2 部 ピアノとフルートのデュオコンサート 

 11 ⽉ 5 日〜12 ⽉ 11 日 稲⽥理事⻑帰日、各地で講演 
12 ⽉ 9 日 第 14 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 
            第 1 部 稲⽥理事⻑の話 
       第 2 部 弦楽五重奏 
           「ウェストサイド・ストーリー」メドレー 
           「サウンド・オブ・ミュージック」メドレー 

12 ⽉ 17 日〜26 日 第 27 回無料診療キャンプの写真展開催（東京都⽴小児綜合 
医療センターにて） 

 
2019 年 

2 ⽉   会報「Jambo 第 10 号」発⾏ 
 

2017 年度会計報告 

〈収⼊〉 〈支出〉 
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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） 



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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ジャンボ 10 号をお届けします。多くの企業や団体、そして個人のご

厚意に⽀えられてこの活動が続けられていることに深く感謝してお

ります。引き続きご⽀援頂けますようお願いいたします。 

  


