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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』 

月時点）犠牲者は増加傾向にある。その攻撃の
速度は、なんとわずか 1 週間で 100 万人がタ
ーゲットとなっている。 
 

第二次世界大戦における連合国・枢軸国お
よび中⽴国の軍人・⺠間人の被害者数の総計
は 5000 万〜8000 万人とされ、29 万人が犠
牲になった。もうすでに第 2 次世界大戦の犠
牲者を上回っている。 

1965 年からアメリカの介⼊が始まり(北爆
開始)、1975 年に北ベトナムの勝利で終わっ
たベトナム戦争では 10 年間で 58000 人が犠
牲となった。 待てよ…米国でのコロナウイ
ルス感染者は 2020 年 6 月の時点で 200 万人
以上、その犠牲者はわずか数ヶ月で 12 万人が
報告されている。あの悲惨なベトナム戦争の
⽐ではない。世界的にみても医療の最先端技
術を持ち合わせていると自負する米国でさ
え、想像を絶する犠牲者が出ているのは何故
であろうか︖ 

 
日本で 2 月にクルーズ船、ダイアモンドプ

リンセス号から感染者が⾒つかり、その対応
の不⼿際（︖）から、米国も含む各国から非難 
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を浴びた、日本政府に任せられないとばかり、
米国は、船内での隔離後、陰性とされた数百人
の米国人を引き上げるため、特別チャーター
便を⽤意した。米国到着後 14 日間の隔離が⾏
われたが、その人達から陽性者が⾒つかった。
聞くところによると、米国の大統領は日本は
感染者を乗せて帰国させたと怒鳴り散らした
そうだ。 
 

今回のコロナウイルスの発祥地（︖）の中国
本土でさえ、感染者数は 8 万人、回復者数も 8
万人、死者数はわずか 4634 人と報告されてい
る(真偽は疑わしいが…)。ただ、数だけで⾒れ
ば明らかに中国の犠牲者は少ないように⾒え
るが、感染者数に対する死亡者率に関しては
両国とも 6%とほぼ同じ数字を示している。 

アメリカは、世界⼀の医療技術を持ってい
るという自負から、短期間で収束出来ると思
ったのであろう。初動対応の遅れが、世界⼀の
感染者数、犠牲者数を生むことになってしま
ったことは疑いの余地はない。さらに世界中
への感染拡大は中国のせい、賠償を請求する
と他人のせいにする始末。⾔葉巧みに強いア
メリカを⾒せようとする大統領のもと、これ
以上情けないアメリカを⾒たくないものだ。 

 
アメリカで感染者数最大のニューヨーク

州、それに次ぐニュージャージー州、次いでカ
ルフォルニア州。後者２州に住む私の家族全
員に⼀人の感染者も出なかったことは、不幸
中の幸いといわざるを得ない。 

ジャンボ 
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今はこの話しか出来ない時
であろう。たった 0.1 ミクロン
（1 メートルの 1/1000000 サ
イズ、電⼦顕微鏡でしか⾒えな
いサイズ）のコロナウイルス
が、全世界で 800 万の人々を
攻撃し、50 万人近くがその攻
撃の犠牲となり、尊い命を失っ
ており、現在でも（2020 年 6 



年間を通じて弊法⼈がフォローする HIV 感
染者、エイズ患者及び感染者、患者が通院して
いる医療施設に対して適切なエイズ治療のあ
り方を指導、浸透させ、ケニアにおける HIV 感
染症の経過観察医療が薬剤の最⼤限の恩恵を
もたらすことが出来ることを目標とした活動
の中で、平成 31 年度は既存の共有化のできた
施設を中⼼に、個々の医療従事者(既存共有化
施設での新規医療従事者を含む)に対する指導
の強化を⾏った。 

②診療所、往診でのコンサルテーション医療 

てしまう。毎日、毎日同じことの繰り返しで食
事を作るマママジワおばさんも気の遠くなるよ
うな仕事をこなしている。 
 

本年 3 ⽉に異変が起きた。通常⾞座になって
⼤きな器から食事を取る。しかし 3 ⽉初め、ナ
イロビ市内への出入りが禁止(都市封鎖)され、
夜 7 時以降の外出制限も発令された。⼈々はマ
スクの着用が義務化され、出来るだけ⼈同士の
接触をさけるため距離を置く(乗り合いバスは
2 座席に１⼈の乗客)事で、感染拡⼤阻止への動
きが日常化しつつある中、今までのような食事
を提供するやり方に、感染のリスクが伴うので
はないかと考え、食器持参に変更し、食事は持
ち帰りとした。 

まさか、このようなところまでケニアのコロ
ナウイルス感染事情が影響を及ぼすとは思って
もみなかった。 

 

さらに、本年度もエイズ孤児施設における医
療従事者（看護師）教育、および患者感染者の
⻑期的継続経過観察を遂⾏した。 

 
共有化のできている 58 施設(平成 31 年度は

新規共有化の施設はなかった)からの患者延べ
1296 名の治療経過観察(血液検査受診を含む、
内エイズ孤児患者は延べ 289 名)を⾏った。検
査回数は延べ 481 回（うちエイズ孤児患者は
157 回)を⾏い、検査結果をもとに、患者及び
医療施設への治療の方向性や、孤児施設の患者 

 
 

                                               

通常の食事風景 

①貧しい家庭の子供たちへの食材支援 
  

今年の 7 ⽉で丸 12 年目を迎える食材サポ
ート、支援を頂いている国際ソロプチミスト
安城には感謝以外の⾔葉がない。毎日平均 50
名近くの子供たちが食事をもらいにやってく
る。2019 年度(2019 年 4 ⽉から 2020 年度 3
⽉まで)は男子 5721、⼥子 5004 の計 10725
食が提供された。 

通常⽉初めにお米と食用油の買出し、炭俵
もスラムの中で購入する。炭を使う家庭は市
中のアパートでは皆無であるが、貧困家庭で
は、プロパンガスセット(ガスタンクとコンロ)
を購入する余裕はない。したがって炭代の高
騰により、食材とほぼ同じくらいの費用がか
かるようになってきた。 

それでも毎日子供たちはやってくる。⼈数
の漸増が認められてきたので、昨年末ごろか
ら 10 歳以下の子供たちだけに限定した。今ま 
での 12 歳以下にすると一日 70 名近くになっ 
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コロナ感染者拡⼤時の食事風景 



に対しては体重に合わせた薬剤変更時期等
のチャートを作成し、服薬失敗を最小限に
抑える指導を⾏った。 
 

ただし、3 ⽉中旬以降の活動において、ケ
ニア国内におけるコロナウイルス感染者の
増加により、外出制限、ナイロビ市内外への
出⼊り移動禁⽌が発令され、県外の患者が
来診できない状況が発⽣し、継続定期診療
に影響が出ている。   
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スタッフのムワジュマによるエコー診断 
 
 



予定されていた３⽉の医療従事者向けの
2 回のセミナーはナイロビ市内の感染拡大
防止規制のため中止となった。 

 
UNAIDS が 2020 年末までに“90-90-90”

という 3 つのスローガンを以下のように掲
げている。 

1）感染者の 90％が自身の感染状況を知
るようにする。 

2）感染者の 90％が治療を受けられるよ
うにする。 

3）治療を受けている患者の 90％にウイ
ルス量を検出限界以下にする 

 
我々の活動の成果は、１番目のスローガ

ンで検査を受け、自身の感染状況を知るよ
うにするでは、このプムワニ地区に限って
であるが 97％以上の住⺠が検査を受けてい
る(調査開始は 2020 年 6 ⽉で、現在アンケ
ート調査を進めているため、2019 年度の報
告にはない)。 

2 番目については、我々の施設や無料診療
中に⾒つかった感染者は全て治療を受けて
いる。3 番目のスローガンについては、我々
のところで他施設と共有する患者の約 87%
と目標に近づいている(新規紹介患者を除
く)と⾔える。しかし、真の自⽴までには今
後も継続した指導が必要と思われる。 
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一方、孤児施設に居住する孤児患者に加
え、特に施設を離れた⻘少年(全寮制の中⾼
等学校、大学の寮、親戚宅等)の服薬指導に
重点を置き、⼆度と服薬の失敗が無いよう
常にコンタクトを保つことを心がけた。来
診が定期試験中であるとか、帰施設の時期
でないなど他の理由でも来診できないこと
もしばしばあり、経過観察が不定期になっ
た患者も多かったが、来診時には時間をか
け、服薬の重要性、不定期な服薬が耐性株
を⽣み出す等を何度も説明した。   

 
孤児施設、学校での自⽴に向けた経過観

察体制が徐々に構築されてきていると推察
される。特に、コトレンゴ孤児施設では看
護師による経過観察体制構築の程度が⾼か
った。 

 
我々は治療を最重要課題と考えている

が、年齢と共に芽⽣え始める性の問題も浮
上している。自身の HIV 感染を隠した異性
との付き合い、避妊具不使⽤の性交渉、望
まぬ妊娠も HIV 感染⻘少年の大きな問題と
なり(今年度 3 名の患者の妊娠を確認、2 名
が出産、1 名は妊娠継続中)、更に低学年の
感染孤児たちにも近い将来起こりうる問題
として頭にとどめておかなければならな
い。 

 
観察患者 82 名中、71 名は良好な経過を

示している(87%、66 名は⻑期安定、他の
5 名は安定しているものの、さらに改善が
期待される患者）。残る 11 名中、1 名(21
歳)は精神的なうつ状態が続き、服薬を中
止、再開、中止を繰り返し、経過不良な患
者である。5 名(5 名中 4 名は 12 歳以上)は
薬剤変更後、経過の改善途中にある患者で
ある。残りの 5 名(全て 15 歳から 27 歳、
4 名は施設以外に居住)は服薬の安定を欠
き(服薬の遅れが中心)、不安定な経過をた
どっているが、薬剤耐性株の出現までには
至っていないと思われる。 
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5 ⽇間の診療で、受付登録者数 2388 名 (成人男性 605 名、成人⼥性 1045 名、小児男子 350
名、小児⼥子 388 名)、診察患者数、成人科 1582 名（診断名 2544）、小児科 737 名（診断名
1028）、⻭科 147 名（20 代から 30 代の⼥性のみで 1/3 以上を占めていた）、鍼灸科 234 名、合
計 2700 名を診た。この無料診療を開始して 19 年がたった。2020 年の今年は、ケニアでの活動
を始めて 20 年目の節目を迎える年になる。 
 

③第 28 回住⺠向け無料診療 （2019 年 9 月 15 ⽇〜9 月 22 ⽇） 
 

全員到着の翌⽇ 9 月 16 ⽇からスタートした。成人科医師 4 名、小児科医師 2 名、⻭科医師
1 名、鍼灸師 1 名、薬剤師２名、看護師 4 名、HIV カウンセラー１名（事務所スタッフ）、現地
ボランティア（非医療従事者）18 名のもと、地域住⺠を対象とした 5 ⽇間の無料診療を⾏った。 
 
 
 
 

詳細は 2020 年 1 月のホームページに掲載されたキャンプ報告書をごらんになっていただきたい。 
 
 



 
 
 

無料診療の外⾯は⼀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
期間ではあるが、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もあった。 

 
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ーを持つ NGO は他には無
く、以後 19 年間の⻑きに渡り、同じ地域住⺠を
対象とした無料診療サービスを継続した公的な
組織や個人的な団体もいまだ皆無である。 
 
 
 

しかし、プムワニ村住⺠の公衆衛⽣的な環境
も少しずつ変わってきている。診断名や薬剤配
布状況から推測するに、抗⽣物質の処方数が明
らかに減ってきている。すなわち緊急性を要す
る疾患が少なくなり、慢性的な腰痛、膝痛等へ
の消炎剤、ピロリ菌によるであろう胃痛を伴う
胃潰瘍等への処方が多くなり、⽣活環境に密着
した症状が多くなってきている。ただし、小児
の状況はあまり変化がない。すなわち、貧困の
ため医療施設に赴けない患者は減少し、薬剤が
無料でもらえるなら⾏ってみようか的な患者
が増加してきているのではないか︖  

 
ここプムワニ村での無料診療のあり方、その

継続性を再考する時期なのかも知れない。た
だ、この無料診療的な活動を必要としている場
所はケニア国内にはまだまだ限りなく存在す
る。ＷＨＯの報告によれば、ケニア⻄部のビク
トリア湖に接する各県では、いまだに 20％以
上の感染者がいるという疫学調査結果が発表
されている（2017 年度データー）。ナイロビ市
の感染率の７％に⽐べれば極めて⾼い数字で
ある。新規ＨＩＶ感染者の 65%は⻄部の県に
集中している。 
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ケニア国内の新規感染者の多い県 
（赤色） 
 



                                              住⺠のどれほどが検査を受けているかは不
明である。自身の感染状況を知らない感染者が
多数いるのでは、服薬がきちんと出来ていない
患者が多いのでは、と推察される。何とかしな
くては…。 

 
ナイロビのプムワニ村だけで活動を終わら

せてはいけない、と考えるところに新たな前進
があるのであろう。プロジェクト⽴ち上げのた
め、ある⻄部の県の上院議員との接触もはじめ
た。感触は極めて良い。 必ず前進させてみせ
る、いや、前進するだろう、いや、前進しない
かも…。 

 
一方、ケニア国内でのコロナウイルス感染者

拡大の影響が、2020 年度 9 月に予定されてい
た無料診療キャンプ開催にもあらわれ、残念な
がら中⽌のやむなきにいたった。何せ先⾏全く
不透明、予定が⽴てられないことが 1 番の原因
である。 
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④スラム内の学校施設へ文房具等の支援
（9 ⽉の無料診療時） 
 

もう何年続けているのだろう︖中学までの
学校だが、成績がある程度良くなければ⾼校に
はいけない。たとえ⾼校に入学できても、彼ら
にとっての⾼額な学費や寮費が待っている。一
般 的 に 全 寮 制 の 公 ⽴ ⾼ 校 は 年 間 授 業 料 が
50000 シリング（約 5 万円）、寮費が 20000 シ
リング（約 2 万円）である。このほかに制服代
は自費との事だ。 

 
ただ自分が⾏きたい学校を選ぶことは難し

く、中学の成績で振り分けられる。入学試験は
ない。ケニアでは成績の良い⼦供が集まる公⽴
学校、そこそこの成績の⼦供が集まる公⽴学
校、さらに、成績は良くないが、もっと勉強し
たい⼦供たちには私⽴の学校がある。 

 
このスラム内の学校で良い成績を取り、公⽴

⾼校に進学した生徒たちもいると聞く。彼らの
学習意欲を⾼めるために役⽴てばと、⽇本から
の先生方を⾒て、世の中にはいろいろ職種があ
ることも知ってもらいたいとの思いから、この
学校⽀援を継続している。医療従事者になりた
い⼦供がいつか出てくることを夢⾒て…。   
 
 
 



                                               

 ⑤キャンプ番外編 
 

もう 20 年も無料診療活動を続けるうち、
色々な先生方が日本からやって来られた。
その前後や期間中に色々な個人的な事柄に
めぐり合うことがある。今キャンプでは副
理事⻑の宮城島先生の還暦祝い、⻭科医師
の北川先生の誕生日、そして⼩児科医の荒
木先生の結婚とウキウキする事柄があっ
た。 

私など還暦もとっくに過ぎてしまった
し、誕生日祝いはもう何回もやったし、ま
さか結婚という話も今更ないであろう。そ
して毎回全員で楽しい時間を共有すること
が出来た。これが輪を生み出すということ
なのであろう。 
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そして、2019 年 10 月 13 日、
スタッフのムワジュマに男の子
誕生のおまけ付きの 2019 年の
活動であった。 
 



                                               

 一方、うれしいニュースではないが、2019 年
の無料診療開催に向けての準備中、7 月からは
ナイロビ市衛生局へのキャンプ開催許可願い、
医療従事者一時ケニア免許証等の外回りは例
年通りアリに任せた。 

 
ところが、アリに異変が起き始めていた。左

股関節付近に痛みが出て、杖をつかなければ歩
けない状態になった。事務所にも来られない日
が続いた。痛み止めの服薬にもかかわらず痛み
は軽減せず、2 週間以上経過し、その異常さか
らレントゲン写真をとるように勧め、次いでＭ
ＲＩと検査が続いた。その結果、大腿骨上部に
癌らしき影が⾒つかった。そこで彼の住まいの
近くにある病院に入院し、生検（組織をとって
顕微鏡下で検査する）をしてもらう事となっ
た。 

 
しかし、手術手技の失敗から、患部を骨折さ

せられてしまった。この病院には専属の外科医
は居らず、各病院を掛け持ちする外科医だそう
だ。まさかと思い、その外科医と話をしたが、
こちらが医療関係者だとわかると、私の問いに
は答えず、アリには“私はあなたのために最善
を尽くした”、“私の落ち度ではない”とスワヒリ
語で話し始める始末、その後姿を⾒せなくなっ
てしまった。 
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その後１ヶ月以上鎮痛剤の投与のみ、病院に 
寝泊まりするだけの入院生活、これがケニアの
現状かと思い、新しい病院を探し、転院させた。
入院後１週間で骨折の手術が終わり、退院し
た。その後はこの病院で放射線治療ということ
になったが、これまたケニア、検査、検査、一
向に最終診断が下されないまま今になってい
る。医者と連絡を取っても、３月から始まった
ケニアでのコロナ感染拡大の影響から、コロナ
感染者が優先になってしまった。 

 
退院してからもう半年以上たつが、一向に進

展がない。彼の住んでいる地区がコロナ感染者
の増加により、ロックダウンされ、地区から出
ることも出来ない。当然事務所にも来られない
状況、医療費もかさみ、以前無料診療に参加し
た先生方からの暖かい支援で、ここまで来てい
る。彼の奥さんもパートタイマーであったた
め、このコロナ感染者拡大の余波でレイオフに
なってしまった。まさに泣きっ面に蜂である。 

 
今では、杖をついて歩けるようにまでになっ

た。ただし、癌の治療は開始されていない。⾃
宅で出来る仕事を彼に頼むことにし、何とか⾷
いつないでいるとのこと。早く事務所に復帰し
てほしい。今はその願いだけである。 

 

From Inada ナイロビにて 
 



                           

                     

 

活動報告（日本） 
 
 
2019 年 

6 月３日     NPO 法人イルファー第９回総会 
9 月 30 日    日本中近東アフリカ婦人会バザーに出店（「知ってもらう会」との共催） 

 11 月、12 月  理事⻑による⼀般、企業、医療関係者向けの講演会、報告会、 
面談（数回） 

 12 月 1 日      第 15 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「エイズ、世界の現状、ケニアの現状」 
               第 2 部 ヴァイオリン演奏、篠山朝子さん 
 
2020 年 
 6 月 25 日 NPO 法人イルファー第 10 回総会 
 

7 月   会報「Jambo」第 11 号発⾏ 
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2018 年度会計報告 

〈収入〉 

〈支出〉 

ケニアにおける HIV/AIDS モデル 
医療体制構築 

〈支出〉 

 4,098,606 

無料診療キャンプ 2,515,653 

給食支援・学校支援 134,846 

会報発⾏・知ってもらう会開催など 48,845 

管理費 54,202 

合計 6,852,152 

入会⾦・会費 203,000 

寄付⾦ 3,496,750 

助成⾦ 883,095 

その他 135,125 

合計 4,717,970 

 

前期繰越正味財産 3,293,991 

当期収支差額 -2,134,182 

当期正味財産 1,158,809 

 

当期正味財産 1,159,809 

前受⾦ 17,000 

当期期末残高 1,176,809 

 

2019 年度会計報告 

〈収入〉 

入会⾦・会費 203,000 

寄付⾦ 3,107,266 

助成⾦ 900,000 

その他 0 

合計 4,210,266 

 

 3,862,780 

無料診療キャンプ 2,051,997 

給食支援・学校支援 147,947 

会報発⾏・知ってもらう会開催など 0 

管理費 25,865 

合計 6,088,589 

 

ケニアにおける HIV/AIDS モデル 
医療体制構築 

前期繰越正味財産 1,159,809 

当期収支差額 -1,878,323 

当期正味財産 -718,514 

 

当期正味財産 -718,514 

前受⾦ 9,000 

借入⾦ 1,225,778 

預り⾦ 5,000 

当期期末残高 521,264 
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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 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 11 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。 

  


