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１ インドネシア色に染まった２年３か月：アサ
ハン県で学んだもの
（１）1986 年ＴＯＫＹＯ発
私が「東南アジアに行きたい」と思うようにな
ったのは、小児科医になって数年目、それまで専
攻していた小児神経学とともに小児保健の分野も
面白いと考え始めたころだった。いまから考える
と、病院の中での臨床の仕事以外に、障がいのあ
る子どもが通う学校を訪問したり、障がい者の方
の集会に顔を出したりしているうちに、社会医学
的な関心が高くなっていたのであろう。また、保
健所の医師をしていたときに保健師さんといっし
ょに都営住宅に住むアルコール中毒の人やハンデ
ィキャップをもつ子どもの家庭訪問した経験も大
きかったのかもしれない。大学を卒業して以来Ｃ
Ｔスキャンのある病院ばかりを廻ってきたぼくが
小児保健をめざすなら、一度は高度医療機器とは
無縁の世界に自分を置く必要性を痛感していた。
当時は途上国に出かけた経験のある医者は皆無
に等しく、アジアに行きたいと思っていた私でさ
え、初めて国際協力事業団（JICA）という名前を
聞いたぐらいだった。自分から手を挙げただけで
は仕事が回ってこないと思い、小林登先生（当時
東京大学医学部小児科教授）と平山宗弘先生（当
時東京大学医学部母子保健学教授）に東南アジア
に行きたいという意志をお伝えした。その後まも
なく、当時厚生省母子衛生課長だった近藤健文先
生（元慶応大学医学部公衆衛生学教授）を通じて
お話があり、JICA インドネシア北スマトラ州地域
保健対策プロジェクトの国内委員長の橋本道夫先
生と厚生省でお目にかかった。私の方から一つだ
け条件を出させていただいた。「行けるのなら、
１年でなく２年間にしてほしい」。任期を長くし
てくれと言う医者は初めてだと JICA ではびっく
りしたらしい。その時の橋本先生のお話で強烈に

印象に残っている言葉が二つある。「楽ではない
が、楽しい仕事ですよ。」
「インドネシアには文化
がありますから。」
インドネシアに行くと決まった後、東京中の図
書館と本屋を廻ってみても、数冊の紀行記のよう
なものしか手に入らなかった（現在は、旅行記や
体験記だけでなく、アジアでの就職情報まで市販
されており、タイ、ベトナムなどのエスニック料
理は食材も簡単に入手できる。時代の変化は本当
に早い！）。愛知衛生研究所の磯村思无先生（元
名古屋大学医動物学教授）のすばらしい論文を熱
帯小児科学（新小児医学大系・中山書店）という
本で見つけ、突然電話をかけて名古屋まで押しか
け直接お話を伺ったのもなつかしい思い出である。
赴任前に JICA で研修があるというので期待して
いたが、こちらは事務的な話ばかりであまり役に
立たなかった。ただし、インドネシア語の講習は
非常に楽しく、赴任してからも参考になり、非常
に有意義であった。
（２）インドネシア色に染まった 2 年 3 ヵ月
私の赴任地は北スマトラ州の州都メダン。1980
年代後半の当時の人口は約１８０万人、オランダ
時代からの建物や火炎樹の並木が残るインドネシ
ア第３の都市であった。４才の娘と３才の息子は
インドネシアの幼稚園に通い、はじめは「スラマ
ット・パギー・ブー（先生、おはようございま
す）」だけしかしゃべれなかったのに、急速にイン
ドネシア語を覚え、お手伝いさんや友だちと仲よ
く遊んでいた。連れ合いはインドネシア医師夫人
連合（インドネシアでは医師会よりも医師夫人会
の方が威勢がいい）の特別会員として仲間に入れ
てもらい、スラバヤまで一緒に旅行に出かけるほ
ど、インドネシアの生活になじんでいた。私はメ
ダンの医者仲間はもちろんのこと、国際空港の税
関長からコピー屋のおやじまで不思議なくらい友
人に恵まれた。
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相手の国の中に入って仕事をするには、まずそ
の国のことを知る必要があるのは当然のこと。私
の経験では、相手国を知るためのキーワードは
「言葉」
「食事」
「友だち」だった。
インドネシアでは住民に直接関係する保健医療
の現場の仕事をするには、インドネシア語が絶対
に必要になる。プロジェクトのフィールドである
アサハン県で、英語が話せる医師は一人だけであ
った。はじめのころは、片言のインドネシア語を
駆使したつもりで大失敗という経験を繰返してい
た。「母乳を赤ちゃんにあげなさい」というつも
りで、ＢＡＹＩ（赤ちゃん）とＢＡＢＩ（ブタ）
を言い間違えて「母乳をブタにあげなさい」と言
ってしまったときは、日本からやって来た小児科
医のアドバイスを聞こうと私を取り囲んでいた黒
山の人だかりから大爆笑。イスラム教の人たちに
とっては非常に失礼な話のはずだが、「ブタに母
乳」のドクターナカムラなどと笑って許してもら
っているうちに、帰国前にはインドネシア語で講
義もできるようになった。北スマトラ州の健康教
育局の最大行事の一つである保健所長講習会での
特別講師を依頼され、インドネシア語でインドネ
シアの母子保健の講義をしたときは、財政難のイ
ンドネシア政府から謝礼までいただき感激した
（関西風にいえば、ゼニの取れるインドネシア語
と初めて認めてもらったわけだ）。
世界人口のうち、食事のときに箸を使う人も、
スプーンとフォーク、手を使う人も各々３分の１
であるといわれている（統計があるのかどうか寡
聞にして私は知らない）。私の経験では、指先だ
けでご飯を上手に口に運ぶ技術が最も高度なテク
ニックを要する気がする。朝早くから乳幼児健診
を行なって、保健所のスタッフといっしょに食べ
る昼食。バナナの葉に包まれた山盛りのご飯に鶏、
野菜、香辛料（とくに、青トウガラシは強烈。比
喩ではなく、身体が飛び上がる人も少なくない）
を混ぜながら、指先でご飯を固めるようにして、
親指で弾いて口に入れる。手を使うといっても、
汚れるのは指先だけである。はじめは手掌までべ
っとりと汚してしまって、「まるで、３歳児のよ
うだ」と看護師さんに笑われながら、次第に上手
になっていった。
しかし、国際協力に携わる人間はいくら現地に
溶けこんでも外国人である事実に変わりはない。
逆に、インドネシアの社会階層のライン外の存在
だからこそ、村のおじさんやお姉さんたちとも友
だち、村長さんとも友だち、保健省の局長や医学
部教授とも友だちになれた面がある。ドクターナ
カムラの方が我々より村の小児保健をよく知って

いると北スマトラ州の小児科医総会で誉めてもら
ったのは本当にうれしかった。実際のところ、イ
ンドネシア人の小児科専門医は村の人にとって雲
の上の存在なので、かえって率直な村人の声が聞
けないのだという話だった。
今から考えると、2 年 3 カ月の任期の初めの 1
年は現地に溶けこみインドネシアの国と人を知る
ことに費やされ、本当に満足できる仕事ができた
のは 2 年目からだった。しかし、インドネシアの
ペースに合わせてプランプラン（インドネシア語
で「のんびり」の意）と自分も楽しみながら仕事
ができたような気がする。赴任当初には、私の持
っている技術を何かしらインドネシアに移転して
インドネシアの保健衛生の向上に協力できるので
はないかといった気負いもあったが、実際には共
通の課題に向かっていっしょに仕事したり話した
りするうちに、お互いに学び合えたことが大切で
あった。
ちょうど、私の赴任中に、アジア太平洋小児神
経学会がジャカルタで開催された。日本での小児
神経学の仲間も大勢参加していた。私はインドネ
シアから参加し、アジアからの招待客をもてなす
側に回っていた。のちに東大病院で大変にお世話
になった恩師の鴨下重彦教授がジャカルタでの学
会の懇親会にも参加され、
「中村君がインドネシア
人医師といっしょに、インドネシア語で歌ってい
たのにびっくりした」と述懐されていた。インド
ネシアのさまざまな人たちから教えられ、インド
ネシア色に染まった、私と私たち家族にとって珠
玉の時間であった。
（３）栄養問題をきっかけに異文化理解へ
私がインドネシアで最初にしたことは、村の子
どもとその家族の健康を改善していくために、ひ
とつひとつの課題や問題点を村の人と一緒に考え
解決方法を模索していくことだった。インドネシ
アでは乳幼児死亡原因の 80％以上は感染症による
ものであったが、その背後には栄養と水の問題が
大きく影響していた。医療以前の問題として栄養
改善と安全な飲料水の供給が行なうことにより、
高度な医療機器がなくても、多くの子どもの命が
救えるわけである。栄養改善の重要性は早くから
認識されており、政府の保健施策の大きな柱の一
つが栄養改善であった。
私は北スマトラ州アサハン県のプロジェクト地
域での栄養失調の現状を分析するために、村の子
どもたち全員の体重を月齢別に測定してみた。生
後５カ月まではインドネシア人の乳児の平均体重
は標準曲線を上回っているが、生後６カ月までは

90％以上が母乳栄養であり、この母乳栄養が生後
５カ月までの良好な発育を支えているのだと推測
された。しかし、その後突然乳児の体重の増加は
止まり、１歳ごろには標準曲線の 80％にまで低下
していた。生後６カ月をすぎると母乳だけでは十
分な栄養をまかないきれないにもかかわらず、こ
の時期の離乳食の材料は村では水と米で作る粥状
の米飯（ナシ・ティム）だけ。５カ月から１才ま
での体重増加の停滞は、離乳食のたん白質とカロ
リーの不足が原因であると思われた。１歳以後は、
大人と同じ食事を食べることで何とか標準曲線の
80％ラインに沿ってゆるやかな体重増加が見られ
るが、決して標準曲線に追い付くことはなかっ
た。
このようにして、インドネシアの乳幼児の栄養
失調は乳児期後半の離乳食に問題があることが明
らかとなった。これは単に経済的な問題ではなく、
離乳食の改善のためには村の母親たちに離乳食の
概念をわかってもらうという健康教育のアプロー
チが最も重要であった。
マラッカ海峡沿いの漁村での乳幼児健診に参加
した私に、
「小児科医なのだから、子どものタマゴ
嫌いを治療してほしい」と相談にきた母親がいた。
タマゴが子どもの栄養に良いと保健師さんから聞
いた母親は、貴重な現金をはたいてタマゴを買い
求め、ゆで卵にして丸ごと生後 10 カ月の赤ちゃ
んに与えてしまった。その村の大人はタマゴを丸
ゆでにして食べるので、赤ちゃんにもゆで卵をあ
げるしかないと思い込んでいたようだった。ゆで
卵の方が物理的に大きいので「タマゴが赤ちゃん
の口に入らないだけで、赤ちゃんは決してタマゴ
が嫌いなわけではない」と説明しながら、保健師
といっしょに調理方法を説明した。決して料理上
手ではない私が、野菜の刻み方やお粥の作り方を
説明していることを自分でも不思議に思いつつ、
インドネシア語での印象深い料理教室であった。
伝統的な食習慣では、大人と同じ食事を食べる
ようになるまで母乳をずっと与え続けていたため
に、離乳食という概念そのものが存在しなかった
のである。言いかえれば、母乳で成長した後に、
成人普通食を消化できた子どもだけが生き延びる
ことができる厳しい現実だったということもでき
る。
インドネシア保健省では、豆で作った伝統的な
粥を離乳食として薦めてきた。タンパク質も豊富
であり、伝統的な食品であるので調理方法も知ら
れているからである。一般に母乳栄養を中心とす
る地域では、生後半年ぐらいまでの乳児の発育は
順調であるが、離乳食の概念がないためにその後

急速に栄養失調に陥っていく。この場合には、ま
ず大人の普通の食事をよく観察して、乳幼児にも
食べられる柔らかく栄養に富んだ料理を探して、
離乳食として徐々に薦めていくのが賢明であろう。
あるいは、祭りや儀礼の時に小児に供する食事の
中に、私たちから見て栄養学的なバランスに富ん
だものが見つかる場合もある。日本や西洋で離乳
食としてすばらしい食品であっても、地域の伝統
的な食文化に適合しないものは離乳食として受け
入れられないので、現地のことを知らないよそ者
が栄養指導することだけは避けたいと思っていた。
食生活は地域の民族、文化、風俗習慣、宗教な
どと深い関連を有しており、栄養改善を考える際
にはそれらの民族の持つ固有の文化背景を尊重す
る必要がある。子どもの栄養改善だけでなく、妊
娠中の食生活のタブー、出産にまつわる風俗習慣、
子育ての地域性など、母子保健に関しては医療だ
けで割り切れないさまざまな問題が生じる。いろ
んな国や地域で母子保健に関わっていると、母子
保健とは単なる保健医療の技術の問題ではなく、
次の世代を生み育てるという社会や民族にとって
は最も重要な文化の一つであることに気づかされ
る。

（４）インドネシアで学んだプライマリ・ヘルス
ケア
日本の病院や保健所でプライマリ・ヘルスケア
（Primary Health Care：PHC）という言葉だけは
聞いていたが、その理念を本当に教えてもらった
のは、プロジェクトのモデル村であるアサハン県
ティンギ・ラジャ村のヘルスボランティアのおじ
さんや若者からであった。
PHC とは 1978 年のアルマアタ宣言で確立された
概念であり、私が赴任した当時は、PHC に対する
賛否両論が世界中で渦巻いていた。感染症対策や
予防接種を推進したい人たちは、対策の結果がす
ぐに出る垂直型の疾病対策型の施策を好み、地域
全体の底上げを図りたい人は住民参加、適正技術、
他機関との協調といった原則に支えられた水平型
の活動を志向していた。いずれにしろ、医師や看
護師といった専門家の一方的な保健医療サービス
ではなく、住民が主体となって健康問題に取り組
むことを目指した PHC が、一世を風靡していた時
代である。
妊産婦に対するケアは著明に改善されていたが、
当時のインドネシアでは過半数の妊婦が妊娠中に
健診を受けたことがなく、また、農村部では 95％
以上が自宅分娩であった。ティンギ・ラジャ村で

村人自身が子どもたちや母親の健康の実態を調査
した。出産に関する調査の結果、分娩時にへその
緒を竹の刃で切断しているケースが 8.4%、伝統的
習慣に従い切断後の赤ちゃんのへその緒に泥土を
塗布するケースが 8.8%もあることがわかった。お
産のときの不潔な処置は、新生児破傷風（当時の
インドネシアでは乳児死亡の３大原因の一つであ
った）を惹き起こすだけでなく、母体にも感染を
起こし妊産婦死亡の大きな原因になっていた。た
とえ悪い習慣であろうと、村に入り込んだ外国人
が古来からの風俗習慣に口出しすべきでないと考
えていたので、私はこの結果に対しても何も行動
を起こさなかった。
この調査から半年後、この村のヘルス・ボラン
ティアのリーダーのマリディンさんが「もう、お
産のときに竹刃を使ったり泥土を塗ったりする人
はいなくなったよ」というのである。自分たちで
行なった調査の結果、驚くほど竹刃を使うケース
が多かったので、口コミで妊婦ひとりひとりに不
潔なお産の危険性を訴えた。その結果、村の伝統
的助産師（ドゥクン）も自発的に竹刃を使用しな
くなったという。自分たちの足で一軒ずつ訪問し
て調べた調査結果だからこそ、自分たちで従来の
習慣を改善する行動ができたのであろう。私は予
想もしていなかったすばらしい成果に感激すると
もに、村人たちの行動力の迫力に驚かされた。
多くの途上国ではほとんどが自宅分娩であり、
妊娠中の健診を受けないままで出産する妊婦が多
数を占める。また、西洋医学の訓練を受けた助産
師の絶対数が少ないこともあって、都市部をのぞ
いては伝統的助産師が出産前後の健康に関して中
心的役割を担っている。妊娠や出産に関する古く
からの慣習やタブー、女性の地位の低さ、伝統的
助産師の多くが文盲であることなど種々の要因が
重なり、子どものために予防接種や体重測定が普
及している地域でも、一般的に母親の健康に対す
る取り組みは低調である。
そういう厳しい状況の中で、妊娠や出産の改善
を村人に性急に迫ってみてもいい結果は生じない。
この村でも、もし専門家が医学知識に基づいて指
導したのであれば、このような劇的な行動の変容
は生じなかったに違いない。何十年、何百年と続
いてきた出産に対する習慣を変える力をもってい
るのは、その習慣の担い手である村人だけである
ことを教えられた。
住民参加というのはプライマリー・ヘルスケア
（PHC）の重要な原則の一つである。日本では、保
健医療サービスを提供する専門家や行政側と、そ
のサービスを受ける一般の人とがはっきりと区別

されている。「する側」と「受ける側」が画然と
区別されている一方通行的な保健医療サービス体
制では住民参加の入り込む余地は非常に少ない。
住民参加というのは、専門家や行政からの一方的
なサービスの提供で成り立つものではなく、住民
自らが主体的に保健医療サービスを受け、それを
維持、管理していくものである。
ティンギ・ラジャ村（人口約 5,800 人）では 76
人の村人がヘルス・ボランティアとして、母子保
健、家族計画、栄養改善、健康教育、下痢症対策
という５つの目標をもつポシアンドゥ
（Posyandu：インドネシアの乳幼児健診）に参画
していた。農業を生計とするものが多いが、小学
校の先生なども含まれ、中学校卒業以上のものが
59％と一般住民に較べ高学歴であった。自分の住
む集落で月に１回行なわれるポシアンドゥでは、
保健医療専門職が実施する予防接種以外のすべて
の業務、具体的には会場の設営、受付、体重測定
と記録、簡単な栄養指導などがヘルス・ボランテ
ィアの仕事であった。
ヘルス・ボランティアは読み書きさえできれば、
だれでも希望することができる。自発的にボラン
ティアを志望する動機に関しては個人的な要素が
大きい。ただ、次のようなマリディンさんの言葉
が村人に共通の心情を物語っている。「だれも、
好んでボランティアなんかする人はいないよ。私
だって、本当はしたくないさ。だけど、小さな赤
ちゃんがいっぱい死んでいったじゃないか。子ど
もたちが健康で、コミュニティの人が安心して暮
らせるようにするためには、コミュニティの人間
がやるしかないんだよ。」
ここでいうコミュニティとは、国、州、県、村
と連なる行政組織としての村ではなく、地縁集団
としてのコミュニティである。その基本にあるの
は、自分たちも決して経済的に豊かだとはいえな
いけれど、自分たちのできることから始めていこ
うというコミュニティの自助自立の精神である。
欧米型のボランティアとは大きくイメージが異な
る。日本からの調査団の人が「村のためにボラン
ティアとして働いてられて大変ですね」と言われ
たときに、マリディンさんは間髪を入れず、「村
（Desa：Village）のためではありません。コミュ
ニティ（Masyarakat：Community）のためなのです」
と胸をはって答えていたのが印象的だった。住民
参加が成立するためにはコミュニティが住民意識
の上でも自立している必要があり、保健医療分野
に対して住民参加が活発になればコミュニティの
自立の度合いもより高まっていく。
ダイナミックな住民参加のエネルギーに魅了さ

れ、コミュニティという不可思議な組織体のおも
しろさをインドネシアのアサハン県の村の人びと
に教えてもらった。日本の地域保健や公衆衛生で
も住民参加活動の視点が議論されるようになって
きたが、私にとってはティンギ・ラジャ村での経
験はいまでも大切な原点である。
２

格差との闘い：国際保健医療学がめざすもの

（１）理不尽な格差に満ちあふれた世界
世界は理不尽な格差に満ちあふれている。
2015 年 10 月、世界医師会（WMA）会長になった
ば か りの サ ー・ マイ ケル ・ マー モ ット 氏（ Sir
Michael Marmot）就任演説は世界の大きな反響を
呼んだ。健康の社会的要因（Social Determinants
of Health）に関する WHO の大規模調査チームのリ
ーダーを務め、教育や貧困といった社会的要因が
世代を超えて健康に大きな影響を与えている状況
を分析したマーモット氏は、貧困と不平等が健康
の不公平な分配につながっていることを指摘した。
タンザニアの 4,800 万人、パラグアイの 700 万人、
ラトビアの 200 万人の総所得と米国のヘッジファ
ンドマネジャー25 人の所得が同じであることを指
摘し、
「多額のお金があるにはあるのです。各国間
の大きな不平等のせいで、貧困者に恩恵をもたら
すやり方でお金が使われていないのです」と訴え
た。世界医師会という最も恵まれた既得権を持つ
団体が、
「医師は貧しい人々の生来の弁護人」であ
ると言明し、格差の是正に乗り出さねばならない
くらい、世界を取り巻く事態は深刻である。
このような貧困の格差は、命の格差に直結して
いる。私自身が暮らしたことのあるインドネシア
を例にとってみよう。一握りの最も裕福な人たち
は、病気の治療のために近隣のシンガポールやマ
レーシアの大病院を受診する。一方、富裕層の多
くは、インドネシア国内の有料の民間病院を受診
する。そこでは、欧米の留学から帰国した医師が
診察し、高額の検査機器が備えられ、特等の病室
はホテルのスウィートルームのようである。多く
の都市の一般住民は公立病院を受診することにな
るが、待ち時間が長く、限られた検査しかできな
い。しかし、農村部の住民はもっと悲惨である。
病気になったときに、地域医療機関としての保健
所や地域病院の果たす役割は大きく、2014 年には
国民皆保険システムが動き始めた。しかし、病院
までの交通機関に乏しい、交通費が払えない、労
働に忙しくて時間がないなど種々の理由により、
医療機関へのアクセスそのものが困難な状況であ
る。また、医療機関においては、医師がいない、

血圧計や体温計といった基本的な医療機材がない、
医薬品の供給が不十分であるなど、問題は多い。
それらの結果、インドネシアでは、乳児死亡率
（出生 1000 人当たりの１歳未満児の死亡数）は最
も低いリアウ州で 27、最も高いパプア州で 114、
その格差は 4.3 倍であった（インドネシア人口保
健調査 2012 年）。
このように、多くの途上国では、医療従事者や
医療施設の絶対数の乏しさに加え、極端な大都市
への医療の遍在が見られる。人口の大多数が住ん
でいる農村部の診療所では医師も不在で医薬品も
ほとんど入手できない一方、大都市の病院では最
新の検査機器やレントゲン機器が完備している。
また、不安定な政治体制、経済発展の停滞、国内
の貧富の格差の増大などの社会経済的背景はもと
より、感染症の蔓延、栄養障害の存在、保健医療
システムの問題、伝統的医療との相克など解決す
べき保健医療分野の課題が山積している。
（２）プライマリヘルスケアの理念とミレニアム
開発目標
世界各国で直面している保健医療問題の多くは、
単に医療や保健の分野だけで解決することが困難
であり、国際経済、政治、社会全体にわたるグロ
－バルな矛盾と深く関わっている。1970 年後半に、
社会改革の理念として登場したのが、プライマリ
ヘルスケア（PHC）の概念であった。
1960 年代後半から 70 年代にかけて、米ソを中
心とする東西対立の激化と同時に、先進諸国と途
上国のあいだの南北問題が顕在化する中で、いく
つかの画期的な試みが行われた。ひとつは、シュ
ーマッハーが提唱した中間技術の概念であり、
1973 年に出版された「Small is beautiful」は適
正技術の重要性と理論化に大きな役割を果たした。
また、デビッド・ワーナーの名著「Where there is
no doctor」が 1977 年に発刊され、途上国のフィ
ールドにおける保健医療の実践的指針としてその
後長く活用されることになった。
しかし、種々の試みにも関わらず、多くの途上
国では問題が解決しなかったばかりか、より矛盾
が増大していった。保健予算の病院への集中、農
村部における医師の不在など、保健医療サービス
の不公平さはますます増大し、農村部に住む多く
の住民にとっては基本的な保健医療サービスさえ
受けられない厳しい状況が続いていた。
途上国だけでなく先進諸国においても、貧富の
格差の増大、ストレスの増加、薬物やアルコール
中毒者の増加など、健康を脅かす種々の社会的状
況はより深刻化してきた。このような状況に対処

し、「2000 年までにすべての人々に健康を！｣
(HFA2000：Health for All by the Year 2000) と
いう世界共通のゴールを目指すための戦略として、
1978 年９月のアルマアタ宣言で取り上げられたの
が、PHC の理念である（表１）。
PHC はあくまでも抽象的な理念であり、その実
践面においては、当然のことながら、国により、
地域により、大きな違いがみられる。PHC の理念
と し て は 、 公 平 さ （ equity ） と 参 加
（participation）という旧来の保健医療に認めら
れない革新的な思想が織り込まれていた。保健医
療サービスは医師や看護師という専門職から与え
られるという一方通行ではなく、住民や患者の主
体的な参画のもとで届けられるべきであるという
原則である。また、自立と自決（self-reliance
and self-determination）とは、患者や住民が必
要とするサービスを自分たちで決定することがで
きるという理念を謳ったものである。住民参加、
地域資源の有効活用、適正技術、統合と各分野の
協調という PHC の基本原則は、現在でも地域で保
健医療活動を展開していくときの必要条件である
と考えられる。
1990 年代になって、旧ソビエト連邦の崩壊とそ
れに伴う東西対立の構図がくずれ、保健医療問題
は人口問題や環境問題と直結した地球規模のグロ
ーバルな課題と考えられるようになった。国連は、
90 年の「子どものための世界サミット」
（ニューヨ
ーク）、92 年の「地球サミット（環境開発国連会
議）
」
（リオデジャネイロ）、94 年の「国際人口開
発会議」
（カイロ）、95 年の「世界女性会議」（ペ
キン）と立て続けに大規模な国際会議を開催した。
2000 年の国連総会において提唱されたミレニアム
開発目標（MDGs：Millennium Development Goals）
は、これらの主要な国際会議やサミットで採択さ
れた国際開発目標を統合し、一つの共通の枠組み
としてまとめたものと位置づけられる。
このミレニアム開発目標においては、貧困と飢
餓の撲滅、初等教育の完全普及、ジェンダー平等
と女性のエンパワメント、環境の持続可能性の確
保などの課題とともに、健康問題も大きな課題と
して取り上げられた（表２）。保健医療分野は８
項目のうち３項目を占め、乳幼児死亡率の削減、
妊産婦の健康の改善、エイズやマラリアなどの感
染症の蔓延防止が掲げられている。具体的に、５
歳未満児死亡率を３分の１に減少する、妊産婦死
亡率を４分の１に減少する、HIV/エイズやマラリ
アなどの感染症の蔓延を阻止し罹患を減少させる、
といった目標が掲げられ、2015 年までに達成する
という各国の責務が明確に示された。

（３）持続可能な開発のために
2015 年は、国際協力にとっては重要な転回点
となった年であった。2015 年 9 月の第 70 回国連
総会において、「わたしたちの世界を変革する持
続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択
された。このなかで、17 の持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals: SDGs）があげ
られ（表３）、169 の具体的なターゲットが設定
された。MDGs のシンプルなメッセージと比較する
と、貧困、食料、栄養、保健医療、教育、ジェン
ダー、水と衛生、雇用、産業、居住、消費、気候
変動、海洋資源、森林、生物多様性、司法制度、
グローバル・パートナーシップといったように、
人と自然にかかわるすべての事項を網羅せざるを
得なかったように見える。
一方、どの国においても共通する課題として、
「だれひとり取り残さない（no one will be left
behind）ことを誓い、人々の尊厳は基本的なもの
であると認識し、最も遅れているところから最初
に手を伸ばすべく努力する」ことが宣言された。
先進国や途上国という区分を越えて、格差をなく
す取り組みを同時代的に地球規模で行おうという
画期的な発想である。残念ながら、日本国内では
「2030 アジェンダ」や持続可能な開発目標につい
てほとんど報道されなかった。しかし、国連総会
で「だれひとり取り残さない」というテーマの持
続可能な開発目標が設定されたことを日本国内で
伝えると、大きな反響があった。とくに、福島原
発事故でいまも避難生活を余儀なくされている家
族や昭和 30 年代に重症心身障害児を守る活動を
している人たちからは、わたしたちと世界がつな
がっているという意味で励まされたという連帯の
メッセージが寄せられた。
（４）地域から国際へ、国際から地域へ、
今後は、SDGs の実現をめざして、グローバルな
国際協力活動が世界中で展開していくであろう。
21 世紀の日本の社会のあり方を考える時に、国際
協力の営みのなかで日本自身も途上国の活動に学
ぶ必要性があることを強調したい。都市化と高齢
化という戦後のわが国がたどってきた少子高齢化
社会における地域社会の問題は、アジアではすで
に現実の課題となっている。アジア諸国における
保健医療改革のスピードは早く、急激に変化する
社会経済状況に即時に対応していく政治的な決断
力の点においては、日本の保健医療関係者がアジ
アから学ぶところも少なくない。
また日本国内に目を転じても、多くの外国人が
定住し、夫婦が外国人および国際結婚した外国人

の増加により、出身国の文化やコミュニティを尊
重しつつ、日本社会の中でどのように出産し子育
てを行うかということが大きな課題となっている。
いいかえれば、多民族および多文化共生社会にお
ける地域保健医療のあり方が問われているといえ
る。言語と文化が異なる患者が病院を受診すると
きには、コミュニケーションを支援する医療通訳
者の存在が必要不可欠になっている。すでに韓国
は政府をあげて医療通訳者の育成プログラムを実
施し、台湾では外国語学部が中心になって医療通
訳者協議会を立ち上げ、タイでは民間病院が数十
名の医療通訳者を雇用している。2009 年、大阪大
学において、のちに医療通訳士の倫理規程を作成
することになる医療通訳士協議会（JAMI）が設立
総会を開催した。
このように、同時代的に共通する課題に、各国
がしのぎを削って取り組んでいる。まさに、グロ
ーバリゼーションの世界において、国境を越えて
共通する問題が生じたときに、課題解決の方法論
も 共 有 す る こ と が で き る 。 ITC （ Information
Technology and
Communication）を使えば、国
境を越えて連帯するのは難しいことではない。ま
た、わたしたちが取り組む新しい SDGs の理念で
は、「だれひとり取り残さない」ことが求められ
ている。国や地域を超えて、異なる文化や言語、
宗教をもっているひとりひとりの生活を大切にし
ながら、だれひとり取り残さない国際協力が求め
られている。「だれひとり取り残さない」保健医
療のために、自国だけで完結できるシステムを構
築する時代は終わりを告げた。
2011 年の東日本大震災に際して、日本には海外
から過去最大規模の支援が寄せられた。グローバ
ル世界のなかで、人と人がつながり、国と国がつ
ながっている。当然のことながら、国際的な緊急
支援を行うこともあり、ときには緊急支援を受け
る側に回ることもある。東日本大震災のときには、
スーダン共和国の高校生が自発的に募金活動を行
い、集まった義援金を大使館に届けたという。こ
のように世界から共感と連帯の支援を受けたこと
を忘れることなく次世代に語り継ぐとともに、今
後は、国境を越えたグローバルな双方向の関係性
のなかで、ともに学びともに育つ共生の国際協力
の新しいあり方が問われている。
３ 母子手帳の魅力：世界の人びとに育ててもら
った
（１）母子手帳は日本独自のシステム
妊娠したら母子健康手帳を受取り、妊婦健診の

結果を記入してもらい、赤ちゃんが生まれたら、
子どもの体重や身長、予防接種の記録を書いても
らう。日本ではあたりまえの光景だが、妊娠中か
ら幼児期までの健康記録をまとめた 1 冊の手帳を
もっている国は世界でも数少ない。世界的にみれ
ば、様々な形式の家庭用記録媒体（ホーム・ベー
スド・レコード）が存在する。米国や英国では、
診察記録や成長曲線、予防接種歴を書き込む小児
用の冊子が配布されている。フランスでは、女性
健康手帳と、新生児・小児健康手帳は別々に配布
されている。しかし、妊娠・出産・子どもの健康
の記録が一冊にまとめられていること、保護者が
手元に保管できる形態であることを兼ね備えた母
子健康手帳は、日本独自のシステムである。
日本で、妊産婦手帳が開始されたのは、1942 年
（昭和 17 年）だった。ドイツの「ムッターパス」
にヒントを得て、厚生省令第 35 号「妊産婦手帳規
程」が公布され、妊婦登録制度の発足と同時に「妊
産婦手帳」が作られた。当時は、物資の乏しい時
代だったので、妊産婦手帳をもつ妊婦には、お米
や出産用の脱脂綿、砂糖などが特別配給された。
ただ、時代は、「生めよ殖やせよ」の掛け声さか
んな戦時体制。妊産婦手帳のなかの「妊産婦の心
得」には、「丈夫ナ子ハ丈夫ナ母カラ生レマス。
姙娠中ノ養生ニ心ガケテ立派ナ子ヲ生ミオ國ニツ
クシマセウ」と書かれていた。
終戦後、民主主義の時代が始まり、1946 年に交
付された日本国憲法の第 25 条には、「すべて国民
は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
有する。国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努
めなければならない」と書かれた。そして、1948
年に厚生省告示第 26 号として「母子手帳」が定め
られた。妊産婦手帳が妊婦だけを対象としていた
のに対し、母子手帳は母と子どもを一体として健
康管理するという観点から生まれた。ここに、世
界で初めて、母親と子どもを１冊の手帳で管理す
るという体制ができたのだった。当時の母子手帳
の表紙にはコウノトリが描かれ、内容は、妊娠中
の経過、産後の母の健康状態、お誕生までの乳児
の健康状態、学校へ行くまでの幼児の健康状態、
乳幼児発育平均値のグラフなどがあった。また、
「出生届出済証明」の欄も作られました。配給欄
の果たす役割は大きく、全 20 ページのうち 6 ペー
ジがこれにあてられていた。
母子手帳の普及には、助産師や保健師が大きな
役割を果たした。1948 年当時、児童福祉法の実施
に向け、和歌山県児童課の保健婦が広報した文章
が残っている。

「新たに本法による母子手帳が生れました。小型
で綺麗な感じの良い此の母子手帳はお母さんの妊
娠中から出産まで、生れた赤ちゃんの出生時から
小学校に行くようになるまで母と子の健康を護る
為に活用されるのです。保健所、医師、助産婦保
健婦の方々から保健指導を受けられた時はその内
容を必ずこの手帳に記録して戴きます（貧しい方
は無料で保健指導が受けられます）」
（和歌山縣民
の友 1948 年 6 月 1 日発行）
現場の保健医療関係者が真摯に貧困と向き合い、
母子の健康を守る理想をめざしていた時代に、母
子手帳に大きな期待が寄せられていたという時代
の息吹を感じることができる。
（２）親子のきずなとしての母子手帳
2011 年 3 月 11 日に、東日本大震災が起きた。
母子健康手帳に関する厚生労働省雇用均等・児童
家庭局母子保健課の対応は、きわめて迅速だった。
大震災 3 日後の 3 月 14 日には、母子健康手帳の交
付については、被災者から申し出があった場合に
は、住民票の異動の有無にかかわらず、避難先の
自治体において対応するようにという事務連絡を
行った。
ところが、実際には、予備の母子健康手帳もろ
ともに市庁舎ごと津波で流された被災地の自治体
もあった。岩手県陸前高田市は人口の 10 分の 1 近
くを失い、商業地区は壊滅し、市の中心部は荒涼
とした平地と化した。津波で自宅を流された人が
母子健康手帳の再交付を希望しても、市には母子
健康手帳は一冊も手元に残っていなかった。
日本ユニセフ協会と協力して陸前高田市で支援
活動を行っていた NPO 法人 HANDS は、震災の前年
から博報堂生活総合研究所の「日本の母子手帳を
変えよう」プロジェクトに協力していた。その縁
を活かして、博報堂から急遽 300 部の真新しい母
子健康手帳を陸前高田市に無償提供してもらった。
行政と民間企業の間を国際 NPO が取りもつことに
よって、被災した母と子のニーズに迅速に応える
ことができた。陸前高田市では、2011 年 8 月末ま
でに、372 件の母子健康手帳の再交付を行うこと
ができた。
一方、避難先で新しい母子手帳を入手すること
ができても、妊娠中の健診記録や予防接種記録が
真っ白なままの母子手帳は、せつなかったという。
かえって、子どもの記録をすべて流してしまった
のだという喪失感を強めてしまったのだ。
岩手県遠野市には、被災後に山をへだてた沿岸
部から避難してきた母子が少なくなかった。そこ
では、新しい母子手帳を交付すると同時に、保護

者の了解を得て、失われたはずの妊婦健診記録を
助産師が記入することができた。これは、2009 年
4 月から運用されていた「いーはとーぶ」
（岩手県
周産期医療情報ネットワークシステム）の威力。
「いーはとーぶ」とは、安全・安心な妊娠出産育
児のために、岩手県内の医療機関や市町村をイン
ターネット回線で結び、妊産婦の健診情報や診療
情報を共有するシステムである。病院が全壊し、
市庁舎が流されたけれど、すべての医療記録が失
われてしまったのではなく、周産期医療情報のネ
ットワークを通じて、被災しなかった病院や市町
村のコンピュータから情報を再生することができ
た。真新しい母子手帳にコンピュータからの情報
を書き写してもらった母親は、助産師と手を取り
合って泣いたという。
母子健康手帳には、単に保健医療の記録として
使われるだけではなく、母親や父親の思いが込め
られている。とくに災害時には、子どものいのち
や成長の証しとしての意味合いが一層深まる。病
院だけでなく、市町村を巻き込むことにより、地
域全体の母子保健の向上につなげたい。そんな思
いで発足した安心・安全を追及した平時のシステ
ムが、大震災のときにも役立った。
これまで母子手帳が果たしてきた親子のきずな
としての役割に加えて、情報のセーフティネット
を構築するという発想からも、デジタル母子手帳
の可能性を追求する時機が到来したということも
できる。
（４）世界に育てられた母子手帳
日本の母子手帳に触発されて、各国において文
化や社会経済状況を反映した様々な取り組みが、
国際協力機構（JICA）、ユニセフ、NGO などの協力
を受けて行われている。
タイでは、日本の母子健康手帳にヒントを得て、
1985 年に保健省がタイ版母子健康手帳を開発した。
当初はわずか 14 ページであった。現在の母子健康
手帳は 45 ページで、父親、母親、姉と弟の家族４
人がマンガ風に描かれたピンク色の表紙である、
離乳食には、熱帯の国だけあって、パパイアやマ
ンゴの写真もある。インドネシアでは、インドネ
シア人医師が日本研修中に、日本の母子健康手帳
のすばらしさに感動したことがきっかけとなり、
1994 年にインドネシア版母子手帳の開発が始まっ
た。日本語の翻訳は一切行わず、インドネシアに
すでに存在するパンフレットやポスターを原図と
して活用し、インドネシア人が中心になって開発
や普及に努めた。2004 年には保健大臣令により、
インドネシアのすべての母親と子どもは母子健康

手帳をもつ必要があり、助産師や医師は母子健康
手帳に記録すべきであると定められた。
母子健康手帳が広がっているのは、途上国だけ
ではない。アメリカ合衆国ユタ州では Keepsake
（親から子どもへの贈りもの）の意味を込めて、
アルバムと見間違うような重厚な母子健康手帳が
1990 年に開発された。このように各国において母
子健康手帳に関する関心が高まり、母子手帳国際
会議が隔年に開催されるようになった。1998 年に
「第１回母子健康手帳国際シンポジウム」が東京
で開催されたときは、わずか５か国であった。い
までは、アジア、アフリカ、南北アメリカ、欧州、
太平洋とすべての大陸にひろがり、母子手帳を開
発普及しているのは、38 か国に及ぶ。
（５）３日間語り続けた母子手帳国際会議
母子手帳に関心を持つ実務家や研究者、国際機
関などが中心となり、
「第 10 回母子手帳国際会議」
（International Conference on MCH Handbook）
が、2016 年 11 月 23 日―25 日に、国連大学ウ・タ
ント国際会議場（11 月 23 日）および JICA 市ヶ谷
（24 日・25 日）で開催された。主催は国際母子手
帳委員会と大阪大学大学院人間科学研究科、共催
として独立行政法人国際協力機構(JICA)、ユニセ
フ東京事務所、国連人口基金（UNFPA）東京事務所、
認定 NPO 法人 HANDS、多くの学術機関団体・民間
企業・個人から後援・協賛・寄付をいただいた。
世界 38 の国と地域から約 400 名が参加する大きな
会議となり、母子手帳を通じた母子の健康改善を
めざす世界的なネットワークの構築に大きく貢献
することができた。
シンポジウムは「日本の母子手帳：温故知新」、
「だれひとり取り残さない：グローバルな母子継
続ケアの取り組みと母子手帳」
、
「母子手帳の活用
による科学的成果」が行われた。70 年近い日本の
母子手帳の改革と挑戦の歴史が保健医療側と当事
者側から語られ、ガーナ・モンゴル・オランダ・
パレスチナ難民・日本の視点から母子継続ケアを
議論し、最近になり蓄積されたモンゴル・カンボ
ジア・インドネシアなどの科学的エビデンスを共
有することができた。パネル・ディスカッション
「母子保健を支えるグローバルなツールとしての
母子手帳」では、WHO、UNICEF、UNFPA、JICA など
から、母子保健の標準化のなかで家庭用記録媒体
（HBR）としての母子手帳の位置づけが討議された。
分科会では、
「マイノリティのための母子手帳の
促進」として、障がい者、難民・移民、少数民族、
貧困者などを包摂する母子手帳の役割が議論され、
「持続可能性の確立」として人材育成や保健シス

テム強化や財源確保の課題などが討議された。
「デ
ジタル母子手帳の開発」では、保健情報管理や母
子手帳アプリの開発などが話題となった。
最終日には、
「東京宣言」を全員で採択し、アフ
ガニスタンとパレスチナの保健省副大臣から会議
での学びと謝意が述べられ、第１回野口英世アフ
リカ賞受賞者であるミリアム・ウェレ博士が、日
本で生まれ世界で育まれている母子手帳の素晴ら
しさを賞讃した。最後に、2018 年にタイで開催さ
れる第 11 回母子手帳国際会議での再会を約束し
て無事に閉会することができた。
途上国の副大臣や局長級の政府高官が、３日間
にわたり、母子手帳に焦点を当てた会議に休むこ
となく参加していた。彼らの多くは、健康教育や
行動変容により妊産婦死亡や新生児死亡などを減
少させるために、母子手帳に大きな期待を寄せて
いた。また、同時に、母と子のきずなや意識の変
容により、母子保健サービスの質的な向上をめざ
すときに、母子手帳は継続ケアのすばらしい具象
化であると看破していた。実は、分科会では、デ
ジタル母子手帳が一番人気だろうと推測して大き
な会場を準備していたが、最も参加者が少なく、
多くの途上国の参加者は、持続可能性やマイノリ
ティの分科会に参加していた。
小児科医、産婦人科医、看護師、助産師など母
子保健に関わる日本からの参加者の多くが、母子
手帳だけをテーマに３日間にわたり、議論するこ
とに驚いていた。母子手帳という一点に集中して
問題を掘り下げていくことにより、世界と日本の
母子保健や地域保健医療の課題と問題点が浮き彫
りになってくる。
「低出生体重児の子どもをもつ親
にとって、母子手帳は残酷だった」という母親の
スピーチは、多くの参加者の心に響いた。だれひ
とり取り残さない母子手帳や母子保健サービスの
ために、紙媒体の母子手帳の普及や改善と同時に、
デジタル母子手帳を併用することにより、さまざ
まな少数者集団との共生が可能になる。
70 年近く前に世界で初めて作成された母子手帳
を持つ国として、従来のモデルを守り通すだけで
なく、母子手帳を熱く語る途上国の人びとの熱意
を見習う必要があろう。今回の母子手帳国際会議
の成果を日本国内にも還元することにより、
「だれ
ひとり取り残さない」母子保健サービスを提供し
てきた日本の母子手帳にとって、未来の発展につ
ながる大きなインパクトが生じることを期待した
い。
４．見るまえに跳べ！：次世代への贈ることば
（１）国際保健医療にあこがれて滑走路でたたず

む
テレビや新聞などで難民や飢餓のことを見聞き
したことがきっかけとなり、あるいは、外国人の
学生と友達になったり、自分自身で途上国を旅し
たりして、国際保健医療に関心をもつ人びとが増
えている。格安航空会社（LCC）を使えば安価な海
外旅行も可能となり、多言語によるインターネッ
トを使えば現地のディープな情報が入手でき、一
度知り合った海外の友人とはその後もラインやフ
ェイスブックでつながっていられる。
従来に比較して海外との交流が非常に容易にな
った反面、実際に国際保健医療の仕事をめざして
一歩踏み出そうとすると、なかなかうまくいかな
い。
将来の仕事として、国際保健医療に携わるため
には、何を勉強すればいいのだろうか？ アジア、
アフリカ、ラテンアメリカ、大洋州などの地で、
私にもなにかできることがないだろうか？ 大学
生の時は将来働きたいと思う国々にバックパッカ
ーとして旅行したが、就職先はどう選べばいいの
だろうか？ 将来は国際機関で働きたいが、臨床
医療の研修は必要なのだろうか？
大学に入る以前から途上国で働きたいと思いつ
つ、なかなか「国際保健医療のお仕事」に辿りつ
けない。卒業後の進路は靄と霞のなかで、将来設
計も見いだせないままに、先輩たちが飛び立って
いくのを滑走路でたたずみ眺めている若き学徒た
ち。国際保健医療のキャリア・パスは一直線では
ないと理解していても、臨床医や看護師として
着々と経験をつみ重ねていく同輩をみていると、
あせる気持ちは抑えられない。国際保健医療をめ
ざすためにはどの学問の扉をたたけばいいのか、
戸惑っている社会科学系の学生も少なくない。
国際保健医療には、さまざまな現場がある。
WHO などの国際機関の本部、先進国の大学や研究
所、先進国の NGO/NPO 本部やコンサルタント会社
などでは、冷房の効いたオフィスでコンピュータ
を使って仕事し、国際会議で英語を駆使して討議
する日々が続く。国際機関や政府機関の事務所の
多くは途上国の首都にあるが、プロジェクト事務
所となると相手国政府の保健省や公立病院の建物
の一角にある。ときには雨風が吹き込んできたり、
停電したり、会議はいつも１時間遅れで始まった
り、相手国のペースでしか仕事が進まない。青年
海外協力隊や民家を間借りした事務所で働く NGO
スタッフは、人々の暮らしのなかで仕事をさせて
もらっているというのが実感である。現地のこと
ばを使い、みんなと同じ食事をとるなかで、多く
の人と友だちになり、現地の様子がわかりかけ、

少しずつ仕事がはかどっていくことになる。
これだけ多様な国際保健の仕事場なので、当然
のことながら、求められる職種もさまざまである。
医師、看護師、助産師、保健師、薬剤師、放射線
技師、臨床検査技師、栄養士、リハビリテーショ
ン療法士といった日本での保健医療専門職だけで
なく、公衆衛生学修士の需要も多い。また、保健
医療プロジェクトでは、コミュニケーション、マ
ーケティング、視聴覚教材などの専門職や医療経
済学、病院管理学、社会学、人類学、教育学など
他分野の専門家に参加してもらうことも少なくな
い。
国際保健医療という学問分野が新しいからキャ
リア・パスの進路が確立されていないのではなく、
多様性に富んだ仕事内容に多職種の方々が参画す
ることになるので、当然のことながら、国際保健
医療の仕事に就く道すじがひとりひとり異なるこ
とになる。
（２）グローバルな時間軸
国際保健医療に関心があるなら、日本の時間感
覚は外の世界と異なっていることを自覚したほう
がいいと思う。日本では、東京大阪間を２時間半
かけて移動する新幹線が、たった５分間遅れただ
けなのに車内放送では何度もお詫びしている。時
間に対する正確性の追求も、限度を越せば奇矯な
行動とも見られかねない。
私自身は、インドネシアで２年３か月間暮らし
たときの時間の流れが、身の丈に合っていた。い
までも、インドネシアに戻るたびに、ゆったりと
した豊かな時間が流れていくのがわかる。哲学者
の内山節氏は、『時間についての十二章』（岩波書
店）で、日本の群馬県の農村での暮らしのなかで、
時間は後戻りしないという不可逆性だけでなく、
春には昨年と同じ花が咲き畑仕事が始まるという
円環的な時間が日本の農村に存在していたことを
述べた。
国際保健医療を志す若い人たちのなかには、几
帳面に将来設計のタイムテーブルを作ろうと努力
する人も少なくない。しかし、タンザニアで暮ら
した小川さやか氏が『「その日暮らし」の人類学』
（光文社新書）で指摘したように、多くの途上国
では日本とはまったく異なる時間軸が流れている。
未来が不確実であることを、不安ととらえるので
はなく、未来は可能性に満ちていると前向きに捉
えるのが世界標準なのだ。
私自身は、国際保健医療の分野の仕事をしてき
たなかで、100％達成できたという経験はない。目
標の 70％を達成したときに、30％もできなかった

と悲観的に反省するのか、70％もできたとポジテ
ィブに捉えるか。同じ結果でも、どの視座から見
るか、どの時間軸を採用するかによって、評価は
大きく異なる。時間に追われていると反省点ばか
りが目につくものである。しかし、70％もできた
のだから、プロジェクトが終わった後もゆっくり
と時間をかけていけば、いつかは 100％に近づい
ていくだろうという現地の時間軸に沿った呑気な
発想も時には必要である。
国際保健医療でのキャリア・パスを自分のなか
で考えてみるときに、日本の時間軸だけで判断す
ると大切なものを見失ってしまうかもしれない。
あなたが働きたいと思っている世界の現場で動い
ている時計に合わせた人生設計が必要なのかもし
れない。
（３）二刀流のすすめ
J・F・ケネディ大統領により 1961 年に設立され
た米国のボランティア派遣組織であるピースコー
（Peace Corps）では、
「Why Not Both!」というス
ローガンのもと、大学院修士課程での勉学と途上
国での実践活動が同時に行われている。
「大学院も
途上国経験も」という欲張りな連携事業では、ピ
ースコーと大学の双方にメリットがあるだけでな
く、学生たちがその成果を生かし途上国経験を将
来の就職活動につなげている。日本でも青年海外
協力隊と大学院の連携も行われているが、その規
模はあまりに小さい。そして、なによりも、日本
の既存の社会では、
「あれもこれも」という二兎を
追う者には厳しく、ひとつの道を究める学生には
比較的なだらかなキャリア形成の仕組みが準備さ
れていることに問題の本質がある。
国際保健医療をめざすためには、いくつもの二
刀流が必要とされる。臨床経験と国際保健医療、
国際保健研究と実践活動、これらの両立をどう図
るのかという課題である。しかし、世界ではすで
に、援助とビジネス、NGO と国連機関といった一
見相いれないような機関の間でさえ、共同作業が
行われ、人事交流が始まっている。日本国内の現
状だけで判断せずに、広くグローバルな二刀流を
積極的にすすめたい。
ただし、漠然とした「国際保健」の専門家が幅
を利かせていた時代は終焉を迎え、これからは、
専門性が問われる時代になるだろう。自分の専門
分野を確かなものにするとともに、貧困、政治、
経済、文化、人口、環境など専門外の分野に対す
る広い視野と見識をもった専門家が求められてい
る。
そのなかで、国際ジュニアという生得的に２つ

の文化や言語を習得している集団の可能性の高さ
を指摘しておきたい。国際交流の担い手としての
在住外国人の子どもに話を聞くと「将来は、日本
と母国の架け橋になりたい」と語ってくれる。ま
た、海外で暮らす就学年齢の日本人家庭の子ども
も少なくない。また、日本の大学や大学院で勉学
に励む留学生が激増している。今後の国際保健医
療協力の担い手として、これらの国際ジュニアの
存在は非常に大きい。二刀流あるいはダブルの背
景をもつ若い人が活躍できるように、多様性に配
慮した可塑性をもった教育システムを準備するこ
とが、グローバル化を推進する日本社会にとって
必要不可欠の課題であろう。
（４）見るまえに跳べ！
難民キャンプの保健医療支援の現場で、最前線
に毅然と立っているのはいつも若者たちだった。
私が国連難民高等弁務官事務所の保健医療担当官
をしていたパキスタンのペシャワールの保健医療
会合で国際 NGO のリーダーたちの多くは、30 歳台
だった。1999 年のマケドニアのコソボ難民キャン
プの現場で、保健医療クラスター会議の司会者は
30 歳台前半の青年だった。わからないことがある
と、会場の後ろの方で、WHO のシニア医師やユニ
セフのベテランたちが適切なアドバイスをする。
しかし、あくまでも会合を仕切っていたのは若者
たち。会合の後、医薬品の手配や人員の確保など
の具体的なロジスティックスの細部を詰める作業
が深夜まで続く。そして、日が昇るときには、診
療所の前で難民たちが診察を待っていた。
『見るまえに跳べ』とは、大江健三郎氏が 1958
年に書いた小説のタイトルである。もとは、「石
橋を叩いて渡る（Look before you leap）」という
英語のことわざを反語的に使った W・H・オーデン
の詩からの引用である。ひとは多くの体験を積み、
経験を深化させることにより、知恵を蓄積するか
もしれないが、同時に何か大切なものを失ってい
くものである。緊急人道支援の現場だけでなく、
国際保健医療の現場においても、ときには無謀さ
や無鉄砲と非難される類いの大胆さが必要とな
る。
国際保健医療は大変だけれどやりがいのある仕
事、まさにチャレンジング・ワークである。石橋
を叩いて渡る慎重さを捨てて、思い切って外の世
界に飛び出してほしい。そして、若い感性をもっ
た人たちが率直な意見を表明し、大胆な提言をし
てくれることを期待したい。使命感や犠牲的精神
に押しつぶされることなく、日の丸を掲げるとい
う狭い国益にとらわれず、国や地域間に見られる

健康水準や保健医療サービスの格差の存在を直視
しながら、世界のいろんな土地でいろんな人びと
と保健医療の仕事に携わることができたときに、
日本の国際保健医療が成熟していくのだろうと思
う。
最後に、国際小児保健医療に関心があるけれど
いまは少しとまどっているひとに、声をかけてみ
たい。
「見るまえに跳んでみてはどうですか？ 自分が
好きだと思い、自分が選ぼうとしている道なのだ
から、楽しくチャレンジしてください！」
参考引用文献：
本稿の執筆に当たり、以下の文献から多くの引用
あるいは加筆をさせていただきました。この場を
借りて、厚く御礼申しあげます。
１）中村安秀．国際保健に魅せられて．ボランテ
ィア人間科学紀要，2000；1：11-16
２）中村安秀．国際協力とグローバル共生．共生
学が創る世界（河森正人、栗本英世、志水宏
吉編集）
．Pp. 78-92、2016 年 3 月, 大阪大
学出版会，大阪
３）中村安秀．保健医療．新版 国際協力論を学
ぶ人のために（内海成治編集）
．Pp. 160-176、
2016 年 3 月, 世界思想社，京都
４）中村安秀．母子手帳を通じた国際協力．高知
県小児科医会報，2014；27：19-29
５）中村安秀．はじめに．国際保健医療のキャリ
アナビ（日本国際保健医療学会編集）
．2016
年 12 月, 南山堂，東京

表１ プライマリヘルスケアとは
（アルマアタ宣言第６章：著者による日
本語訳）
Primary health care is essential health care
based on practical, scientifically sound and
socially acceptable methods and technology
made universally accessible to individuals and
families in the community through their full
participation and at a cost that the community
and country can afford to maintain at every
stage of their development in the spirit of
self-reliance and self-determination.

プライマリヘルスケアは、科学的に有効でかつ社
会的に受容できるやり方や技術に基づく必要不可
欠なヘルスケアである。自立と自決の精神に則り、
コミュニティや国がその発展の度合いに応じ負担
できる費用の範囲内で、コミュニティの中の個人
や家族があまねく享受できるよう、十分な住民参
加のもとで実施されるものである。
（ 出 典 ： WHO ： Report of the International
Conference on Primary Health Care, WHO, Geneva,
1978 より著者が作成した）

表２ 国連ミレニアム開発目標
（UN Millennium Development Goals：
MDGs)
1
2
3
4
5
6
7
8

貧困と飢餓の根絶
普遍的な初等教育の実現
男女均等と女性のエンパワメント
小児死亡の減少
妊産婦の健康の向上
エイズ、マラリア、その他の疾病との戦い
持続可能な環境の保持
開発のためのグローバルな協働の展開

2015 年までに、191 の国連加盟国は上記目標を達
成しなければならない
（出典：UNDP：2002 年次報告書）

表３ 持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable
Development Goals）
目標 1. あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終
わらせる
目標 2. 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養
改善を実現し、持続可能な農業を促進す
る
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な
生活を確保し、福祉を促進する
目標 4 . すべての人々への包摂的かつ公正な質の
高い教育を提供し、生涯学習の機会を促
進する
目標 5. ジェンダー平等を達成し、すべての女性
及び女児の能力強化を行う
目標 6. すべての人々の水と衛生の利用可能性と
持続可能な管理を確保する
目標 7. すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的エネルギーへのアクセス
を確保する
目標 8 . 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべ
ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用(ディーセン
ト・ワーク)を促進する
目標 9. 強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可
能な産業化の促進及びイノベーションの
推進を図る
目標 10. 各国内及び各国間の不平等を是正する
目標 11. 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）
で持続可能な都市及び人間居住を実現す
る
目標 12. 持続可能な生産消費形態を確保する
目標 13. 気候変動及びその影響を軽減するための
緊急対策を講じる*
目標 14. 持続可能な開発のために海洋資源を保全
し、持続可能な形で利用する
目標 15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利
用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、ならびに土地の劣化の阻
止・回復及び生物多様性の損失を阻止す
る
目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な
社会を促進し、すべての人々に司法への
アクセスを提供し、あらゆるレベルにお
いて効果的で説明責任のある包摂的な制
度を構築する
目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化
し、グローバル・パートナーシップを活
性化する

（ United
Nations
General
Assembly.
Transforming our world: the 2030Agenda for
Sustainable Development. 18 September 2015 よ
り著者が翻訳）
フォト・ギャラリー
私の国際協力の出発点は、当時は電気もなかっ
たインドネシアの農村で、２年間にわたり村の保
健ボランティアたちと行っていた乳幼児の健康診
断であった。村で過ごす時間が長くなるにつれ、
私は２つのことを自分に課していた。ひとつは、
「子どもの瞳は輝いていた」という常套句を使わ
ないことである。そう口に出してしまった瞬間に、
子どもたちを取り巻く厳しい環境や社会経済背景
が、すべて感傷の世界に漂い始めてしまう。村で
生まれ育った子どもたちは、おなかいっぱいごは
んを食べたいとは思っていても、誰からも「瞳は
輝いている」なんてほめてもらいたくないのだ。
もうひとつは、予防接種を含めて直接私が治療
をすることをやめることである。小児科医である
ので、予防接種を打つといった「絵になる」場面
を要求されることも少なくなかった。しかし、私
がいかに精力的に予防接種をしたところで、何十
万人という子どもに予防接種を打つことはできな
い。予防接種を適切に接種できる医療者を育てる
こと、安全に予防接種できる環境を整備すること
に、私は国際協力の意義を見出したいと考えてい
た。
日本のメディアの方から、
「診療している写真はあ
りませんか？」と尋ねられたときには、
「どんな国
にも医者や看護婦がいます。彼らが自国の人びと
の健康を守る主役なのです。」と答えてきた。しか
し、「絵になる写真」や「輝いた瞳」の代わりに、
アフリカやアジアの現実の厳しさを知ってもらう
ためには、私たちの努力の成果とともに、国際協
力の困難さにも言及する必要がある。国際協力の
本当の姿を知ってもらうには、
「子ども１人分のワ
クチンが○○円で買えます」というメッセージで
はなく、私たちがいままで国際協力として行って
きたことと、現在直面している課題をきちんと伝
える必要があると思う。
自分が撮影されている写真を原稿として使う機
会は、極力少なくしてきたつもりである。今回、
過去のフィールドでの写真を渉猟し、絵になる写
真の少なさを改めて再認識した。すべて撮影した
のは私以外なので、本来は撮影者の方の許可を得
るべきである。しかし、古い写真が多いので、最

新のものを除き撮影者不明のままで使わせていた
だいたことをお断りしておきたい。

写真キャプション

１ インドネシア・北スマトラ州アサハン県のテ
ィンギ・ラジャ村のヘルス・ボランティアが主催
する乳幼児健診に毎週のように参加し、村の子ど
もたちの健康改善をめざす友だち同士だった。
（イ
ンドネシア：1988 年 9 月）

２ JICA のプロジェクト専門家としての活動の最
後に、アサハン県の保健所を学齢前の娘と息子も
連れて家族連れで訪問したところ、保健所のスタ
ッフたちが大歓迎してくれた。（インドネシア：
1988 年 12 月）

３ JICA プロジェクトの最終評価時に、タイ・マ
ヒドン大学 AIHD（アセアン健康開発研究所）のク
ラッセ所長（のちにタイ・外務大臣）にモデル村
を訪問していただき、適切な助言と励ましのメッ
セージをいただいた。（インドネシア：1989 年 2
月）

４ 国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）では当時
300 万人のアフガニスタン難民に対する保健医療
支援を行っていた。私は保健医療担当官として、
毎週のように、ペシャワールやクウェッタの難民
キャンプを訪問していた。
（パキスタン：1990 年
11 月）

５ トルコ・イラク国境のクルド難民キャンプで
は、ドイツ赤十字医療チームなどと協力しながら、
JMTDR（国際緊急援助隊医療チーム）の団長として、
遅い派遣ではあったがテントを張って難民医療を
行った。
（トルコ：1991 年 5 月）

６ 文部科学省「共生人道支援研究」の学際的フ
ィールド調査で、研究者・NGO・国連機関とともに
東ティモールを訪問。独立後に開発された母子手
帳が適切に使われている現状を保健センターで説
明を受けた。（東ティモール：2007 年 7 月）

７ JICA 短期専門家としてパレスチナを訪問。
JICA が技術協力し、ユニセフが印刷費を負担して
母子手帳を制作・発行された。配布されたばかり
の母子手帳もつ子どもに、西岸地区の保健センタ
ーで出会った。
（パレスチナ：2007 年 10 月）

８ JICA マザーナイル・プロジェクトに NPO 法人
HANDS の一員として参加。
セナール州教育病院で、
私たちが行った研修をうけた村落助産師が村から
妊産婦を搬送しているところに出合った。
（スーダ
ン共和国：2012 年 5 月）

９ 「第８回母子手帳国際会議」はケニア保健省
が自前の予算で開催した。黒川清先生（元日本学
術会議会長）とともに、ケニア版母子手帳を手に
するケニア保健大臣と記念撮影。
（ケニア・ナイロ
ビ：2012 年 10 月）

10 ハーバード大学公衆衛生大学院武見プログラ
ム 30 周年記念シンポジウムが開催され、ガーナ、

タイ、ブラジルなどから同期生が集まり、マイケ
ル・ライシュ教授を囲みボストン生活を懐かしん
だ。
（米国・ボストン：2013 年 10 月）

11 HANDS のコミュニティ支援プロジェクトの一
環で行われた母乳推進イベント。ケニアのケリチ
ョー県の県知事夫人や野口英世アフリカ賞を受賞
したミリアム・ウェレ博士が参加した。
（ケニア：
2015 年 8 月）

12 第 10 回母子手帳国際会議には、国際母子手帳
委員会のメンバーとして、インドネシア、フィリ
ピン、カナダ（バングラデシュ）
、ペルー、日本な
ど、各国から阪大での教え子が集まってくれた。
（東京：2016 年 11 月、撮影：渋谷敦志さん）

