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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』 

 
 
 
 
 
 
 
通常のエイズ患者のコンサルテーション活動

に加え、昨年、⼀昨年と事務所改築に精を出して
きた。しかし、昔昔その昔の 1990 年、⽶国ニュ
ージャージー州に購⼊した住宅の増築⼯事をし
た頃とは少し違っていた。当時は勤務を終え、自
宅に戻ると、⼣⾷が出来るまですぐに増築⼯事
にとりかかった。今日はここまでと近い将来の
部屋の姿を想像しながら張り切って⼯事をし
た。 

ケニアでも昨年、⼀昨年とスタッフと共に 2 年
以上かけたにもかかわらず、なかなか⼯事が終
わらない。疲れてがっくりする毎日が続いた。確
かに、⼀日の改築⼯事にかけた時間はニュージ
ャージーのときよりもはるかに少ない。遅い帰
宅が危険なため、早めに切り上げなくてはなら
ないからだ。それでも、明らかに疲れが溜まって
きている感じがしていた。 

日本からは，もうそう若くないのだから、健康
には注意してくださいと言うメールが頻繁に来
るようになった。皆が⼼配をしてくれる年齢に
なったのだろう。以前は無理をしてもへこたれ
ない訓練のため、不摂⽣も出来るだけしてきた
が、翌日はケロッとして仕事が出来た。今はどう
も違う…。 

2 週間ほど前、久しぶりに厳しい頭痛があっ
た。寝不⾜かなと思った。その日はエイズ孤児施
設への往診の日であった。痛み止めを飲んでし
ばらくして頭痛は治まった。 

 

体の健康、心の健康 
イルファー理事⻑ 稲田 頼太郎  しかし、4，5 時間後また同じ痛みに⾒舞われ

た。同僚のスタッフに、⾎圧が⾼いのでは︖と測
ってみるよう勧められ、測定してみた。やばい…
175/105/100 を⽰していた。再度測定するも、
値はあまり変わらない。 

なんとなく元気が出なかったのはこのせい
か。以前は少量の降圧剤を飲んでいた。この降圧
剤、尿量を増やし、⾎液中の⽔分量を減らし、降
圧するという仕組みである。言い換えれば減量
にも繋がる。実は、昨年の無料診療時、極度の下
痢に⾒舞われ、6kg ほど体重が落ちた。体重回復
のため、降圧剤をしばらく止めていた。体重は
徐々に戻りつつあったが、その⼀方、⾎圧が上が
ってしまっていた。痛しかゆしの⽣命現象であ
る。人の体には⽣理的恒常性がある。その恒常性
も年齢と共にバランスが保ちにくくなっている
ようだ。 
 病は気からということわざがある。気持ちを
明るく持ち、無益な⼼配はしないほうが良い、病
気にかかりにくかったり、病気が治りやすかっ
たりするということである。気が少なくなって
きたのであろうか…この 2 年間、改築⼯事には
頭を悩ませられてきた。体も酷使してきた。 

患者感染者のため、これからも健康で、出来る
だけ⻑くこの活動を続けるには、体の⽣理的恒
常性維持と共に気の向上も⼤切のようだ。 

１）気の毒になる考えをしない 
２）人を喜ばす言葉や自分を勇気付ける言葉で

気を良くしよう 
３）強気という強い気を取り⼊れてみよう 

というところだろうか…。 
気を取り戻し、気持ちに余裕を持ち、良いスタ

ッフと共に勉学に励むことが、更なる活動の発
展に繋がることであろう。体と⼼の健康は表裏
⼀体とつくづく感じた新年であった。こんなこ
と感じるって弱気︖ 

ジャンボ 
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70 歳を過ぎて、少し気になり始
めたのが健康という言葉。現在の活
動、続けたければ続けられる定年の
ない環境にあるとはいえ、⽼骨に鞭
をあてたのでは息が切れてしまう
だろう。 



                                               

 プムワニ便り （2017 年 8 月から 12 月編）
にも掲載しましたように、⾷材⽀援に更なる異
変,  コトレンゴホーム往診、第 26 回無料診
療、スタッフのアパートの⽕事、新装事務所兼
診療所, キャンプ参加者の結婚など満載の会
報 9 号です。内容はプムワニ便りとすこし異な
っていますが、テーマを共有しました。 
 

① 食材支援 
2008 年 7 月、国際ソロプチミスト安城からの

⾷材⽀援を始めてから約 10 年（9 年 6 ヵ月）が
経過した。月平均 1100 ⾷、１年で 13200 ⾷、
9 年半で 124500 ⾷が配られたことになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
子供達は 12 歳を過ぎるとこの⾷材サポート給

⾷には参加できない。 
しかし、村を歩けば、“Hi, Dr.Inada︕”と声が

聞こえてくる。⾒覚えのない子供達もたくさんい
るが、ハイタッチを求めてくる子供もいる。あ〜、
給⾷サービスに来ていた子供だったかな︖声を
かけてくれるのがうれしい。この子供たちの中か
ら、医療分野に進む子どもが出たらうれしさ倍増
である。 

この⾷事を毎日作っている Mama Majiwa お
ばさんも 10 年歳を取ったとは思えないほど元気
で毎日⾷事を作っている。昨年途中から、⾷事つ
くりに孫娘とその子ども（ひ孫）が参加し始めた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫娘は大学は出たものの、職にありつけない。
そのうち妊娠、おばあちゃんのところで世話にな
っている状況だ。旦那︖さぁ〜︖この村に限ら
ず、シングルマザーは極めて多い。それでも何と
か、そう“何とか”生きている。仕事に出れば、子
どもの世話が出来ない。そんな子供たちへの給⾷
サービスは今でも続いている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②コトレンゴエイズ孤児施設往診 
コトレンゴエイズ孤児施設には生まれたばか

りの赤ん坊から中学生までの子供達が寝⾷を共
にしている。 

現時点で隔週土曜日にこの施設に往診に出か
けている。事務所でも継続観察診療は可能だが、
診ている子供以外は順番が来るまで椅子に座っ
て待つことになる。1 歳の子供が⻑時間待つのは
きつい。診療所は楽しくない所という印象を持つ
だろう。そんな訳で孤児施設への往診となる。た
だ、⾎液検査のときは診療所に昼⾷持参で⾜を運
んでもらわなければならない。 
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10 人以上の患者の診察から採血、検査をするの
は丸 1 日かかる。そのため、順番が来るまで時間
をもてあまさないよう、漫画映画を⾒せている。日
本からの小さなおもちゃも手渡し、ほんの少しの
時間でも楽しい思いをしてほしいと願っている。
どうやら、男の⼦も、⼥の⼦もミニカーに興味があ
るようだ。 
 
③第 26 回無料診療 

 
無料診療の詳細はキャンプレポートで読んでい

ただければ幸いです。先生方のキャンプ参加感想
文をメインテーマにしました。（勝手に抜粋させて
いただきました） 
 

 
 
 
 
 
 
う気持ちの反⾯、異国の地での活動にとても緊張
しておりました。その中、宮城島先生をはじめ皆さ
んの発信してくださった「逢う前からお友達作戦」 
メールで事前に感じ取れた雰囲気の良さや、 活動
中の皆さんの作り出すアットホー厶な空気感に和
ませていただき、とても良い緊張感の中で活動に
参加することができました。 

今回の活動を通して経験したことは決して日本
では経験できないものであり、活躍されている皆
さんの姿を拝⾒できたことは⾃分の専門性を広げ
ていくための大きなモチベーションや、 視野を広
げるとても良いきっかけとなりました。チームの
1 人１人 が⾃分の役割だけではなく、 職種に関
わらず積極的にフォローし合う姿に、全員一丸と
なり目指すべき方向に進んでいくチームワークの
良さを感じました。可能であればぜひまた活動に
参加させていただければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
したが、会ってしまえば皆さん変わらず、そして初
めてお会いした方々も皆いい人達ばかりで安心し
て入り込むことができました。 

チームワークはこの診療キャンプの 2 回目とい
うことで、昨年に⽐べて少し冷静に全体をみるこ
とが出来たとは思いますが、逆に 2 回目なのにと
反省する点も多々ありました。プムワニの診療所
で診たエイズ患者さん達のコントロールは良く、
理解も良好な人が多かったのが印象的でした。 

また、患者さんと話をしている時、稲田先生の患
者さんに寄り添う姿勢には、勝手に信念のような
ものを感じていました。稲田先生、宮城島先生をは
じめ皆さん準備段階から後片付けまで、本当に大
変だったと思います。 

また参加させて頂く機会があれば、少しでも⼒
になりたいと考えております。魅⼒の一つでもあ
ると思います。 
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渡邉 那奈（薬剤師） 
今回、初めてイルファーの

活動に参加させていただき、 
活動はもちろんケニアとい
う環境の全てが未知であり、
少しでも役に⽴ちたいとい 

海⽼沢 馨 （医師） 
今回 2 年連続 2 回目の参加

になります。なかなか日本で
お会いすることもなかったの
で、１年ぶりに皆さんにお会
いするのは少し緊張していま 



 
 
 
 
 
な期待とともにケニアに向け関⻄国際空港を⾶
び⽴ったのがついこの間のようです。帰国し報
告会にむけ資料をつくりながら、医学的なこと
だけでなく国や文化、ケニアの人々の生活につ
いて学んでから⾏くべきだったと反省していま
す。 

初めてのケニアは⾒るもの全てが新鮮で、医
療キャンプ⾃体が未経験の私にとっては驚きの
連続でした。血液検査や画像検査なしに病歴や
⾝体所⾒のみで診断し、限られた薬剤で最善の
治療を選択していくことは非常に難しく⾃分の
未熟さを痛感しました。 

コトレンゴ孤児院では HIV 陽性児たちの⾝体
測定や⻭科受診、⼩児科受診をお⼿伝いした時、
⼩学生くらいの子が赤ちゃんをだっこして連れ
てきてくれました。各種検査が終わると、私が抱
いているところまで先ほどの年上の子が戻って
きて、赤ちゃんを返してくれと言って、また戻っ
ていきました。HIV 感染という生まれながらに
大きな試練を背負いながらも、子供たち同士で
支え合いながら生きている姿が印象的でした。 

キャンプに参加するまではアフリカのスラム
街に生きる人々は、どこか特別な、⾃分とは遠く
離れた存在のように思っていた気がします。 

わずかな期間でしたが今回のキャンプで、環
境は違っても強く生きて⾏こうとしている姿に
ふれた事は医師としてだけでなく人として大き
な勉強をさせていただいたと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
大変なことといったら︕この準備を稲⽥先生と
アリさん、ワンボコでいままでしていたという
こと、そしてそんな苦労はおくびもださず、「い
らっしゃいませ」と笑顔で迎えてくださってい
たことにただただ感謝でいっぱいになりまし
た。 

今回準備から参加させていただいたのです
が、キャンプの許可から対役人との攻防など難
航 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                

航し、本当に稲⽥先生や、アリさん、ワンボコの
苦労を目のあたりにし、来てすぐに⽴ち尽くして
しまいました。しかし、さかもっちゃんとのお笑
いコンビはめげません。 

プムワ二のどこにいっても「Dr.Inada︕」とい
ろんな人たちに声をかけられ、笑顔で返す稲⽥先
生のすごく信頼されていること、その信頼を支え
る宮城島先生はじめとする誠実な医療活動をや
はり今年も強く感じ、端っこでもチームの⼀員に
入れていただいていることに感謝でいっぱいで
した。 

合計 25 日間のケニアでの活動、皆様のおかげ
で終了することが出来ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
スカーを飲んでいると全てが夢の様にも感じま
す。 

準備段階から感じたことは、薬品のチェックが
大変だったことと、日本では容易に⼿に入るハン
ドジェルなどの物が⼿に入りにくいことを感じ
ました。 

薬品については、私も勉強不⾜だったことを⼗
分に反省しました。もし、来年もロジとして来る
のであれば事前の学習と薬剤師さんに少しノウ
ハウを教えて頂いて出向いた方が、キャンプ中の
不⾜な物もなく購入の時点でのチェック漏れも
無かったかと思います。 

来年も旦那とお⾦と稲⽥先生はじめイルファ
ーの方のお許しが得られる様でしたら、本当に本
当に微⼒ですが医療キャンプの活動が安全に無
事に出来るように協⼒したいと思います。あと、
ふらふら家を空けても何の文句も言わず送り出
してくれている家族に感謝します。 
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白杉 郁（医師） 
研修医時代の指導医から

ケニア診療キャンプでのお
話を聞いていて「私もぜひ⾏
ってみたい」と憧れていまし
た。緊張と不安、そして大き 

宮本 直美（看護師） 
2 回目のキャンプ参加で

す。前後 1 週間準備と後片付
けも含めた参加をさせてい
ただきました。本当に準備の 

坂本貴子（看護師） 
25 日間のケニアでの活動

が終わり、今から帰路に着き
ます。色々と大変でやさぐれ
たりもしましたが、ただい
ま、出国時間を待ちながらタ 



                                                

 
 
 
 
 
 
の経験がない小児科医には良い経験になったか
と思います。ケニアで非常に良い経験を積む機会
を与えて頂き、ありがたく思っています。 

研修医の教育の場として、小児医療を現地に提
供するだけでなく、医師の育成としてとても得る
ところが大きいと考えています。また全国や海外
からも集まった仲間とは思えない、チームワーク
の良さもこのキャンプの魅⼒だと思います。 

当院で、写真家の中野さんのケニア写真展を開
催できればと考えています。多くの日本人に実感
のわかない世界を少しでも知ってもらう良い機
会だと思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
などでは、現地の活動を動画で紹介したところ、
「活動の実際が理解できる。臨場感がある。」な
どの感想を多くいただき、非常に好評であった。 
 このような活動を、患者数などの実績やその分
析、写真などで残して講演会や学会発表を⾏なっ
ていくことは非常に重要であるが、今回自分はあ
えて「動画」で全体の活動を記録することを計画
し、実⾏した。 

本年も多職種の⽅々と知り合い、共に仕事がで
きたことは、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。 

このような機会を与えていただいた稲田先生
と宮城島副院⻑、キャンプ参加の全スタッフ、自
分の留守をまもってくれた嶋崎先生、角先生、小
川先生、サポートして下さった全ての⽅々、家族、
⽀援してくれた釧路労災病院に感謝する。 

来年は、部下が参加する予定となってはいた
が、これからゆっくり相談しようと思う。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
薬の術前投与です。①のオートクレーブは、今年
から厳しくなった監査に対応して導入されたも
のでしたが、それにより高水準での感染対策が講
じられたこと、また、薬液消毒の際に必要だった
器具の⼀時洗浄、⼆次洗浄等で何度も洗い場と往
復する⼿間が省け、⻭科ブース内での業務に専念
できたという点でメリットが大きく、診療の質の
向上につながりました。 

これまで日本での医療とケニアでの医療ギャ
ップに⻭がゆさを感じ、何かできないかと私なり
に考えてきました。予防教育の資料を作成してみ
たり、住⺠向けに⻭磨き指導をしてみたり…。今
回は医療キャンプ後にスラムの小学校へ⾏き、3
クラス約 140 名の子供を指導することができま
した。稲田先生の活動ほど現地へのインパクトの
大きなことはできませんが、微⼒ながら私なりに
できることを続けていきたいと思います。 

改めて、貴重な経験の場とモチベーションを与
えてくださっている稲田先生、そして共に活動し
てくださった皆様に感謝申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
ん、ワンボゴさん、ムワジュマさん、国内でのチ
ームワークを高め、自分の荷物の殆どを医薬品や
寄贈品に割いてくれている宮城島先生、ILFAR 釧
路のみなさま、忙しくないわけがない堀越先生、
都⽴小児のみなさま、常に組織と戦っている⻘⼭
さん、オーストラリアから笑顔で駆けつけた渡邉
さん、人生の大きな転機を迎えた濱村さん、癖が
ないけど個性派な神⼾のみなさま、準備と⽚づけ
など私達の 3 倍働かれたであろう、宮本さんと坂
本さん。そして、ILFAR 事務局のみなさまに、ま
ずは多大なる感謝とお礼を申し上げます。 

今年も素晴らしいメンバーと素晴らしい時間
を過ごすことができました。年々、キャンプの内
容が濃く、充実してきているなと思います。そう
思えるのは、自分でやりたいことがわかって、そ 

堀越裕歩（小児科医師） 
今年で 4 回目のケニア診療

キャンプの参加となり、回を
追うごとに準備やロジスティ
ックの充 実が感 じられ まし
た。コトレンゴでは、小児 HIV 
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藤盛真樹（⻭科医師） 
今回のキャンプも非常に充

実した日々であったが、昨年
と同じ仲間が多く、自分とし
ては少し余裕があった。前回
2016 年のキャンプの報告会  

濱村千晶（⻭科衛⽣⼠） 
今年で ILFAR ケニア医療キ

ャンプへの参加は 4 度目とな
りました。⻭科における新た
な取り組みとしては２点、①
オートクレーブの導入②抗菌

柳瀬洋子（看護師） 
今回 4 回目の参加になりま

す。毎年のこのキャンプのた
めに忙しい合間をぬって受け
入れ準備をしてくださる稲田
先生、現地スタッフのアリさ  



のための準備をしてキャンプに臨めているから
だと思っています。今回初めて参加した人もきっ
と「次に来たら、もっとうまくやれる︕」と思っ
たと思います。だから最低２回は来ることをおす
すめします。ケニアのスラムで活動するというち
ょっと特殊な経験と思い出を共有した仲間がい
ることがとても嬉しいし、誇りになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ていると感じています。今年は数々の問題があっ
たにもかかわらず 無事にスムーズにキャンプが
終了出来たのは、稲⽥先⽣たちのご尽⼒とチーム
ワークのよさのおかげと感じています。 
 ⾏政とのやりとりについては、稲⽥先⽣、スタ
ッフのご苦労を思うと、感謝の気持ちでいっぱい
です。日本で何のお手伝いも出来なかったこと
が、もどかしくて仕方ありませんでした。そのよ
うな中、事前にケニア入りして下さった宮本さ
ん、坂本さんには深く感謝し ています。 

さて、医療キャンプ⾃体の感想になりますが、
とても雰囲気のよいチームであったと感じてい
ます。⾃分の本来の仕事以外にも、積極的に⾃分
の出来ることを探してやってくれる方ばかりで、
お互い助け合い、補い合い、素晴らしいチームワ
ークでした。チームの一員として、作られた枠の
中で受け身で参加するのではなく、能動的に活動
出来る方が今後も望まれる気がします。 

毎年、この医療キャンプを待っていてくれてい
る患者さんたちがいて、必要とされている喜びが
あります。アフリカもどんどん進化しています。
医療キャンプもさらに誇れるような活動になる
と確信しています。及ばずながら、また来年も参
加させていただけると嬉しいです。 

 
 
 
 
 
 
 
していましたが、無事入国出来てほっとしまし
た。 

入国してからは時の進むスピードが速まり、気
づいたらキャンプが始まっていました。何ができ
るのか、何をしなければならないのかわからず、
1 つ 1 つしつこく聞いてしまい、多大な迷惑をか
けてしまったと思います。 

それでも日を重ねていくうちになんとなくで
はありますが、役割を⾒つけていくことができ少
しだけでも皆様の役に⽴つことが出来たのでは
ないかと勝手に思っております。採血・マラリア
検査など貴重な経験もさせていただき、本当に良
い刺激となりました。採血後の患者のデータの打
ち込みが大変で、そのような 1 人 1 人のデータ
管理も⾏っていることにも驚愕しました。 

⾃分が一番苦労したところでは、やはり言語的
な部分です。⾃分の伝えたいこともうまく伝えら
れず、相手の伝えたいこともなかなか理解でき
ず、中には不安を覚えた表情をしたケニア人もい
ました。患者に安心感を与えるかかわり方は日本
もケニアも変わらずに大事なんだと改めて実感
しました。 

⾊々と⾃分の⼒不⾜を思い知らされた⼗数日
間でしたが、今年の素晴らしいメンバーと一緒に
過ごすことが出来て本当に幸せでした。日本では
できない経験ばかりで一⽣の財産になりました。
今後もこの経験を活かして精進していきたいと
思います。 
 
 
 
 
 
 
 
います。今年は⼩児診療以外でも動けるようにと
思い、キャンプ全体の流れをつかみ少しでも協⼒
できればと思い臨みました。 

郊外帰りのマラリア患児もいて、病歴聴取の重
要性を再認識しました。診療の基本姿勢は環境が
変わっても同じだと実感しました。コトレンゴで
の診療も 2 年目になりますが、経過や身体所⾒や
検査値の改善で昨年との変化を直に感じること
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⻘⼭寿美香（薬剤師） 
今 年 も 参 加 さ せ て い た だ

き、あり がとう ござい まし
た︕イルファー医療キャンプ
の参加は 5 回目になります
が、毎回めざましく進化して

川島 慧（薬剤師） 
期待と不安を胸に抱いての

初ケニアでしたが、思い返す
と本当に あっと いう間 でし
た。最初の入国審査では、裏に
連れていかれて取り調べをさ
れるんじゃないかとドキドキ

荒木孝太郎（小児科医師） 
昨年に続き、今年も参加さ

せていただきありがとうござ
いました。昨年は目の前の診
療に追われ、日々あっという
間に過ぎていたことを覚えて
います。 



                                               

 ができ、HIV 教育の重要性を感じるとともに、他
の孤児施設でも同じように教育介入が必要では
ないかという、今後の課題にも少しだけですが気
づくことができました。 

１年ぶりのケニアでしたが、昨年同様に素晴ら
しい仲間たちと楽しい時間を過ごせ、貴重な経験
を積ませていただき、心から感謝しております。
今後も、可能な限り続けていければと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
イルファーの活動も、ケニアの HIV や他医療事
情もほとんど知らず、自分がどんなことができる
かもわからないのに迷いなく「⾏きたいです︕」
と返答しました。 

きっと多くのことを学ぶことできる貴重な機
会に違いない、という単純な気持ちでしたが、稲
田先生をはじめ皆様のこれまでの活動を知って
いきながら、準備のメールを拝⾒し、出発の⽇が
近づくにつれて、自分が本当に活動に貢献できる
のだろうか、と不安も募っていったのが正直な所
でした。 

アフリカ⼤陸に⾜を踏み入れることも、海外で
の診療も、HIV 陽性の方をみるのも初めて、それ
に対しての十分な準備もできず、物品調整などの
活動準備のお手伝いもできないまま、羽田空港に
向かいました。そんな私を温かくチームに受け入
れていただき、参加者の皆様、スタッフの皆様に
本当に感謝しています。 

初めて出会うメンバーもいる中で、穏やかに、
お互いを尊重しながら指示出し指示受けをして、
あっという間に団結して診療所を作った皆さん
のプロ意識を、本当に尊敬しています。異なる業
種で、１つの目標に向かって⼯夫や努⼒を出し合
い、チームとして医療キャンプを作り上げたとい
うことからこそ、本当に想像以上に多くのことを
学ぶことが出来ました。参加して本当に良かった
と思っています。 

小児科医として、ひとりの人間として新たな価
値観を得ることができた貴重な機会をくださっ
た、稲田先生、宮城島先生をはじめ準備、片付け、
現地での調達、手配に尽⼒してくださった参加者
の皆様、スタッフの方々に感謝申し上げます。ど
こでも響く「Dr.Inada︕」の声と稲田先生の笑顔
とサインは脳裏に焼き付いていて、そのチームの 

一員に入れていただいたことをありがたく思い
ます。来年以降も、どんな形であってもお役に⽴
てることを探したいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ある意味楽しみでもありました。 

ケニアとはどのような所なのか、実際に⾏って
みると想像と合致していることもあれば違うこ
ともありました（文化や環境、食事など…）。そ
れはやはり⾏かなければ体感出来ないので、とて
も貴重な体験をさせていただきました。 

鍼灸師としてより多くの人を治療するために
はどうすればよいか⾏く前に先輩方のアドバイ
スや助⾔を頂きましたが、やはり実際に診療に臨
むと至らない点が多々ありました。 

１つ目は通訳とのコミュニケーション。患者に
聞き出したいことが私の数少ない英語の中で通
訳アリに伝えきれなかったこと、やってもらえそ
うなこと（ツボの位置を教え、お灸をしてもらう
など）は任せるなどして、より効率よく治療でき
る状況を作ることが必要でした。次の機会があれ
ば通常会話を含めて勉強をして臨みたいと思い
ます。 

２つ目は症状を防ぐためにケアの指導があま
り出来なかったこと。１年に１回の診療なので、
診療ができない期間でもセルフケアや生活指導
を伝えることで症状を楽にし、治療の中⾝も充実
し、質を高めることができると感じました。 

あっという間のキャンプでしたが、稲田先生は
じめ今回のメンバーと活動出来たことが私にと
ってかけがえのないものとなりました。サバイバ
ルスクールの稲田ダンスや、村で「ドクター稲
田︕」というたくさんの声。それは稲田先生がケ
ニアの地で⻑い年⽉かけて築き上げてきたもの
なのだなと感じました。今回のキャンプで感じた
ことなど自分の⾝近から発信し、少しでもこの活
動に興味を持っていただけるよう自分なりに働
きかけていきたいと思います。 
 
 
 
 

‐７‐ 

⾈越葉那子（小児科医師） 
昨冬「ケニアに⾏く︖」と堀

越先生から声をかけていただ
き、先輩や同僚がケニアに⾏
っていた ことは 知って いて
も、失礼ながら実際の詳細な 

 

大道寺 梓（鍼灸師） 
ケニアキャンプは初参加に

なります。初めての海外で初
ケニアだったので⾊々な不安
はありましたが、それを自分
がどう乗り越えていくのか、



                                               

  
 
 
 
 
 
る地で、日本では到底得ることのできない貴重な
経験ができるとのことで、まだ初期研修医の頃か
らキャンプへの参加を心待ちにする者も多い。 

今年も当初は参加を希望する研修医がいたが、
予期せぬ異動で参加できなくなってしまった。宮
城島副院⻑から「⾏くか︖」と声をかけていただ
いたのは 4 ⽉、以降全く想像のできないアフリカ
の地に対し不安を感じることもあったが、あっと
いう間に出発の日がやって来た。 

ケニアに入国して市街に向かうと、大きな施設
の門扉の上には有刺鉄線が巻かれ、ホテルの入⼝
には警備員が配置されていた。やはり危険な土地
なのだと緊張が高まったが、稲田先生はじめケニ
ア歴の⻑いスタッフの皆さんの⽀えもあり、不安
はすぐに消失した。到着後はすぐに手際よくキャ
ンプの準備がなされ、ついて⾏くのに必死だっ
た。 

参加して一番に感じたのは、稲田先生と現地ス
タッフをはじめ、これまでキャンプを継続してき
たメンバーのパワフルさであった。今年は事前に
看護師 2 名がケニア入りし、準備を進めてくれて
いた。こうした医療職の⽅々と知り合い、共にキ
ャンプに参加できたことは、私にとって大きな財
産になったと感じている。 

街を歩くと、現地の⽅々が稲田先生を⾒かけ、
「ドクターイナダ︕」と声を掛けてくることが多
かった。これはひとえに稲田先生の活動の偉大さ
を示すものではあるが、きっとその信頼をさらに
強固なものにしているのが、この年 1 回のメディ
カルキャンプなのだろうと感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
キャンプを考えていかなくてはいけない。当初の
キャンプの大きな目的は、無料で HIV 検査をし
て陽性者を拾い上げることであった。当初は HIV
陽性率が 25％を超えるようなところであり、医
療に接する機会のなかった貧困層の住⺠を一般
診療で招き入れ HIV スクリーニングをしていっ
た。 

しかし、最近ではケニア国⺠のほとんどが HIV
検査を経験するようになり、リピーターも増え
た。今回のキャンプでの HIV 陽性率は公式発表
ではないがおよそ 5％程度。このキャンプの HIV
拾い上げの任務は第一義的ではなくなったと⾔
える。 

加えて稲田先生が 7 年前より現地入りして、現
地スタッフとともに 300 人以上の陽性者の継続
的フォローアップが可能となった。昨年から始め
たコトレンゴの子供たち 80 人のフォローも軌道
に乗り、ますます現地での継続した陽性者の医学
的フォローアップと医療機関へのコンサルテー
ションが活動の主体になっている。 

では、これからのわずか一週間程度の医療キャ
ンプがどのような意味を成すのか。 

１つは、継続することによる現地の住⺠と信頼
とそれにリンクして稲田先生の医療活動の担保
である。我々日本の医療専門集団が年に一回であ
れ、定期的に訪れることで稲田先生の医療活動に
広がりと信頼が付与されるのであれば、意義は大
きい。 

２つは、若手医療者たちの国際貢献の場の提供
と教育。今、考えられる医療キャンプの現実的意
義はこの２つだと思う。しかし、キャンプ形態は
ニーズに合わせて変わってもいいと思う。 

もちろん NPO イルファーの資⾦事情にもよる
が、キャンプの規模を少し縮小して、陽性者のエ
コー検査外来や⻭科外来、鍼灸外来、そしてコト
レンゴのメディカルチェックを中心に据えるの
も１つだ。 

現在の形態をしばらくは継続しながら、⾏政の
⾏動をうかがいながら、そして NPO の予算を確
認しながら、先を⾒据えたキャンプを考えてかな
くてはいけない。継続することは素晴らしいが、
進化があってこそ認められる。惰性ではだめなの
だ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐８‐ 

更科耕⼀郎（医師） 
釧 路 労 災 病 院 で は こ れ ま

で、主に当院で初期研修を終
えた若手内科医がメディカル
キャンプに参加してきた。日
本とは環境も⽂化も全く異な

宮城島拓⼈（医師） 
医療集団はある程度確⽴し

たとはいえ、どんどん拡大し
ていくには限界があるし、現
地のニーズ、そして⾏政のニ
ーズとも連携しながら今後の



                                               

 ④最後に、Inada から 
 

現 地 ス タ ッ フ の Mwajuma 、 Ali 、 そ し て
Joseph、⽇本からの先⽣⽅、みんな良く頑張っ
てくれました。本当にありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャンプ終了⽇、感謝の気持ちをこめてケニ
アドレスを皆さんにお渡しました。さしずめ、美
⼥に囲まれたイナダハーレム… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ジョセフ・ワンボゴのアパート全焼 
 

2017 年 11 月 17 ⽇未明、現地スタッフのジ
ョセフのアパートの近くから出火、ジョセフは
⾶び起き、消火活動を⼿伝いに外に出た。無料診
療の際に話に出てくるスラム内の学校の近くで
ある。スラムのど真ん中、当然消防⾞などすぐに
は来ない。たとえ来ても燃えた後…。更に消火栓
など⾒たことがない、給⽔⾞も来なくては消火
活動が出来ない。バケツリレーでの消火、火の勢
いは止まらず、ジョセフのアパートに向かって
火の勢いは増すばかり…。まずいと思ったジョ
セフは家に引き返し、学校が冬休みで帰宅して
いた娘たちを起こし、取るものも取りあえず、外 

に出たという。火の⼿はもうそこまで、⾃宅に火
が移るのを⾒る以外何も出来なかった。 

仕事のときでも、トイレに⾏くときでもどこに
⾏くときでも肌⾝離さず持っていた携帯電話も
焼けてしまった。このアパートは市営だそうだ
が、市が修理するなどの話はまったく出てこな
い。空いたままになれば、誰かが勝⼿に来て住め
るようにし、住みついてしまうそうだ。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

無⼀⽂、すべてを失った。友⼈宅に娘⼆⼈と⾝
を寄せたが、やはり居心地は悪い。こんなメール
が⽇本訪問中の私に⾶び込んできた。さすがのジ
ョセフもがっくりしていると聞き、ジョセフを知
るキャンプ参加の先⽣⽅に連絡、義捐⾦を集める
こととなった。“お⾦を借りてでも良いから、と
にかく修理を始めろ” のメールを同僚のアリに
送った。 

数⽇後、修理が始まり、まずは屋根から…あれ
よあれよという間にトタン屋根が出来上がる。ベ
ッド、マットレスも購入、テレビ、ガスコンロ、
ソファーの購入で、アパートらしくなった。12 月
中旬、ようやく前と同様な⽣活に戻れた。さあ、
これからは仕事に精を出してもらえる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐９‐ 



                                               

 
 

ご支援を頂いた先生方には、この場をお借りし
て深く御礼申し上げます。有難うございました。 

スラムでは⽴ち退かせるための⽕付けによる
⽕事はよくあること、高価な検査機械のある事務
所兼診療所も何が起こるかわからない、少し心配
になってきた…。 
 
 
 

 
17 年間もキャンプを続けていると、出会いか

ら愛が生まれる時にめぐりあえるのですね。前出
の濱ちゃんこと、⻭科衛生⼠の濱村千晶さんがつ
いにケニア⼈男性とゴールイン︕︕ご主⼈の名
前はエイドリアン。なかなかハンサムな男性だ。
若いっていいよな〜〜。いずれ日本で一緒に暮ら
すそうです。いや、もう大阪で一緒に暮らしてい
るようですよ、末永くお幸せに︕︕       
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2017 年、楽しいこと、嬉しい

こと、悲しいこと、悔しいこと、
⾟いこと、不愉快なことが起き
た 1 年でしたが、すべてここナ
イロビで患者を診る中で起きた
こと。ある時は自身を高揚させ、
ある時は自身を落ち込ませ、あ
る時は涙を流し、そしてその繰
り返しの経験が自身の心を大き
く成⻑させるのだろう。 
 

 ナイロビにて Y.Inada 

 
⑥キャンプ参加者の結婚   

 



                           

                     

 

 

 

事業費 

  

 4409921 

無料診療キャンプ 2192899 

給食支援・学校支援 171685 

  71127 

小計 6845632 

管理費 42500 

次期繰越⾦ 4757167 

合計 11645299 

前期繰越⾦ 5078400 

⼊会⾦・会費 218000 

寄付⾦ 3955722 

助成⾦ 2207854 

その他 185323 

合計 11645299 

活動報告（日本）2017 年 3 ⽉〜2018 年 2 ⽉ 
 
2017 年 

3 ⽉ 24 日 日本国際協⼒財団 20 周年記念式典に出席（理事 2 名） 
6 ⽉ 11 日 NPO 法人イルファー第７回総会 
10 ⽉ 17 日 日本中近東アフリカ婦人会バザーに出席（理事２名） 

 10 ⽉ 25 日〜11 ⽉ 27 日 稲⽥理事⻑帰日、北海道・関⻄等で講演 
 10 ⽉ 28 日 第 12 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 
            稲⽥理事⻑のお話（写真１） 
       ピアノ演奏 山⽥磨衣さん（写真 2） 

11 ⽉ 20 日〜24 日 ケニアでの活動について写真展 
          （東京都⽴小児総合医療センター） 
11 ⽉ 25 日 ⺟校向陽中学校で講演（稲⽥理事⻑） 

 
2018 年 

2 ⽉ 6 日 日本中近東アフリカ婦人会創設者故重光綾⼦様 
     追悼会に出席（理事 2 名） 
2 ⽉   会報「Jambo 第 8 号」発⾏ 

 
 

2016 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 



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９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。 

  


