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特別講演     2019.3.1                

 

国際社会の一員として
視野を広める 
～国境なき医師団の 
  参加報告 
 

 講 師：曾木 美佐 先生 

 

 

講師紹介 水 谷 正 彦  学校長 
本日ご講演をお願いした曾木美佐先生は、生まれ

は東京ですが、大学は金沢大学医学部を卒業され、

初期研修医として琉球大学医学部付属病院で勤務

され、東京の聖路加国際病院、鴨川の亀田総合病

院等での勤務を経て 2014 年から安房地域医療セ

ンター、2015年東北大学にて感染症専門医として

磨きをかけられました。2017 年 11 月、エチオピ

アへ国境なき医師団の一員として 1年間勤務され、

2018 年 12 月医療センターに戻り、総合診療科部

長代理、感染管理室室長として感染症専門分野を

中心にご活躍されています。海外の医療は、日本

と異なる点もありますが、本日は、ぜひ皆さんに

世界へ向けての目を開いてもらいたいと思います。 

 

 

１．国境なき医師団
（MSF）のこと 

 

皆さん、こんにちは。只今ご紹介に預かり
ました、曾木と申します。 

始めにお伝えしておきますが、これは、国
境なき医師団の勧誘ではありません。私が、
2017年 11月から翌年の 11月まで派遣されて
見聞きしたことについて、淡々と事実を述べ
たいと思います。 

 

まず「国境なき医師団」について、お話し
したいと思います。このなかで、「国境なき医
師団」について、聞いたことがある方はいま
すか。 

これがマークですが、人が手を広げている
デザインで、上にフランス語で国境なき医師
団、略して MSF といいます。独立・中立・
公平な立場で医療・人道支援を行う民間・非
営利の国際団体です。1971年にフランスで設

立され、世界各地での医療・人道援助活動が
評価され、1999年にノーベル平和賞を受賞し
ました。日本事務局は 1992 年に発足しまし
た。 

主な活動地は、アフリカ・アジア・中東・
中南米などで、2017 年は 70 か国以上で援助
活動を行い、年間 1000 万人以上に医療を提
供。約 45,000 人のスタッフが働き、2017 年
は日本からは 117人が派遣されました。 

 

これが MSF 憲章です。これを見ると何を
大事に活動しているかわかるので、少し難し
いですが、お話しします。 

 

< M S F 憲 章 > 

国境なき医師団は苦境にある人びと、天災、人災、

武力紛争の被災者に対し、人種、宗教、信条、政

治的な関わりを超えて差別することなく援助を提

供する。 

 

国境なき医師団は普遍的な「医の倫理」と人道援

助の名の下に、中立性と不偏性を遵守し完全かつ

妨げられることのない自由を持って任務を遂行す

る。 

 

国境なき医師団のボランティアはその職業倫理を

尊び、すべての政治的、経済的、宗教的権力から

完全な独立性を保つ。 

 

国境なき医師団のボランティアはその任務の危険

を認識し国境なき医師団が提供できる以外には自

らに対していかなる補償も求めない。 

 

主旨は、どんな人であっても、苦しんでい
る人がいれば援助しましょう、ということで
す。 

「中立性と不偏性を遵守」とは、聞きなれ
ないことばかもしれませんが、どちらの権力
にも属さず、どんなところからも影響を受け
ずに、独立を保つことで、自分たちの判断で
活動ができるわけです。政治的、経済的、宗
教的権力から完全に独立している団体です。 

 

MSFとして、その土地へ行って自分たちの
目で見て、悪いことがあれば積極的に世界に
発信していくこと（証言）もします。医療事
故とか、組織の中で不正があったとしても隠
さずに皆さんに開示していくことで信頼を得
ていく、という信条に根差しています。 

 

MSFの活動資金 

では、皆さんは、こうして世界で活動する
MSF のお金ってどこから来るかわかります
か。 
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寄付から来ていますけれど、90%以上は個人
からの寄付でまかなわれています。多くの団
体は企業や公的資金などから高額の寄付を得
て活動を行っています。しかし、そうするこ
とで独立性、中立性が守られなくなるので、
MSFは、できる限り個人の寄付で活動を行う
ことで、活動の自由を確保しているのです。 

 

MSFの活動内容 

紛争や自然災害などによって、保健医療サ
ービスを受けられない人たちを助けるために、
まずは調査チームを派遣して独自の調査をし
たうえで、ここにはこれだけの医療が必要、
医師が必要だと判断した場合に活動プロジェ
クトを立ち上げ、必要な場所へ援助を届ける、
ということをします。逆に言えば、どこかか
ら言われて活動するのではなく、どんなに言
われても行かない、ということもあるわけで
す。 

対象となるのは、主に、紛争地での活動、
難民・国内避難民のための難民キャンプでの
活動。自然災害における被災地での活動。感
染症（HIV/エイズ、結核、マラリア、はしか、
コレラ、髄膜炎、麻疹など）流行地での活動。
顧みられない熱帯病。病院がない状況を調査
して、必要性を判断して行くことになります。 
主な取り組みとしては、診察と治療。外科

治療、栄養失調の子どもの治療のほか、病気
にならないための予防にも力を入れていて、
麻疹、髄膜炎などの予防接種も行います。ま
た、からだが傷ついている人は実は心も傷つ
いているので、心理・社会面でのサポートも、
活動地での取り組みのひとつです。 

また、清潔な水の確保、食料など緊急援助、
病院の再建や運営支援、病気にかかるリスク
を減らすための健康教育も取り組んでいます。 
このほか、様々な理由で医薬品が手に入ら

ず困っている人々を援助するための活動「必
須医薬品キャンペーン」も展開しています。 

 

これが 2017 年の実績で、帝王切開を含む分
娩介助件数は、288,900 件に上ります。入院
での栄養治療、HIV、心理ケア、コレラ、は
しか、麻疹、髄膜炎などの治療の状況を示し
ています。  

 

海外派遣スタッフ 

私のような海外に行くスタッフのことを海
外派遣スタッフ（EXPAT）と言っています。
医療チーム 看護師、医師だけが対象かとい
うと、事務方の人がいなければまわらないし、
そういうひとたちも海外派遣スタッフにいま
す。ロジスティシャンといって、現地に病院
を建てるので、お薬をどういうふうに持って

くるか、といった、物資輸送の仕事をする人
もいます。 

医療としては、医師は、内科、外科、産婦
人科、小児科など、そのほか看護師、助産師、
薬剤師、臨床心理士、検査技師などの職種が
あります。 

 

この中で国際医療に興味ある人いますか？ 
質問があればどうぞ。 

 

 
MSFを通して国際医療を 
考える *フロアからの質疑応答 
 

 

学校長：日本で国境なき医師団に登録してい
る看護師の数は？ 

 

曾木：看護師が一番多いです。医師は少なく
て。女性のほうがフットワーク軽く海外に行
けるということから、女性が多い看護師の登
録が多いようです。看護師も手術場が専門の
方や救急が専門等、プロジェクトに応じて派
遣されます。内科系の人はどんなプロジェク
トにも必要とされますし、年齢も若い人から
年配の人まで幅広くいらっしゃいます。 

 

学生１：マラリアなど、すごくたくさんの罹
患者数に驚きました。MSFの対象となる人た
ちを、MSF45,000人のスタッフでどれぐらい
救えるのでしょうか。 

 

曾木：何人救えたかは、わからないと思いま
す。数というよりどんな活動をしているかみ
てほしい。現地では、マラリアの罹患者数も
多いです。ゼロになればいいと思うのですが。 
 

学生２：活動をしてきた中で、感染症で一番
恐ろしいと思ったものはありますか？ 

 

曾木：敗血症の治療は難しいですね。マラリ
アの患者は、あまりにもたくさんいて、ほと
んどは軽症です。マラリアだから薬を飲んで
くださいね、ではまた、という感じです。普
通の細菌性の感染症が一番怖い。抗菌薬がな
いからです。 

 

 

２．ＭＳＦ参加のわけ 
~私の場合 
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次に、なぜ MSF に参加しようと思った
か、というお話をします。 
 
なぜ私が？! 

小さいころにMSFの活動をテレビで見て、
その活動を知っていました。実は、アフリカ
で医療活動がしたいと思って、医師になった
のです。感染症を選んだのも、アフリカで一
番苦しんでいる人を救えると思ったからです
が、意外に日本でも医師は少なくて、忙しく
時は流れてしまった、というのが実際のとこ
ろです。どこか頭の隅で覚えてはいるけれど、
自分はこのまま、アフリカにはいけないだろ
うと思っていました。 

2016年、たまたま海外派遣スタッフ募集の
イベントを町で見て、話を聞いてみました。
「いいな、行かないけど」と、思いながら、
スタッフの人に、「年だからいけないでしょう」
と聞くと、「30代 40代は一番多いので、ぜひ
ぜひ」と軽く誘われて、「そうなの？」と、軽
い気持ちで応募することにしました。 

ホームページに経歴等結構細かく書くよう
になっていて、送って、書類審査後に面接を
受けました。面接まで行くと、合格すれば
EXPATとして登録されて、時期が来れば派遣
される、という事になります。 

2017 年 3 月に応募して、プールされて、8

月にオファーが来ました。それが今回行って
きた、エチオピアに 1 年派遣する、というオ
ファーでした。「明後日までに決めて下さい」
と言われました。 

「1 年間…私は 6 か月といったのですが」、
と、尋ねると、「いや、6か月のオファーはな
いですし」というので、「断ると次は来ないか
も」と思って、当時勤めていた安房地域医療
センターの水谷院長（現・本校学校長）と上
司に相談すると、意外にも快諾してくださっ
たので、お二人の気が変わらないうちに行か
なきゃと（笑）、すぐに、「行きます」と返事
をしたわけです。 

そのミッションは、エチオピアの南スーダ
ン難民の難民キャンプでの支援活動でした。
現地のヘルスセンター（病院）での、メディ
カル・アクティビティー・マネジャーという
任務です。 

 

当時の私は、「エチオピアってどこ？ 医者
として行くのだから、患者さんを診ればいい
のでしょうね」という感覚でした。役割がわ
かってなかったのです。 

エチオピアはアフリカ大陸にあり、南スー
ダンはエチオピアと国境を接しています。南
スーダンの状況は、2011年スーダンから独立
した世界で一番新しい国なのですが、2013年

の新たな紛争以来、何万もの人が亡くなって
いるほか、3 人に 1 人が家を追われている状
況です。約 200 万人が近隣諸国に避難しまし
たが、更に 200 万人が国内避難民となってい
ます。平均寿命は 57才。日本とはずいぶん違
います。独立前から紛争が続き、独立後も難
民か、国内避難民、という厳しい状況に皆さ
んがおかれています。 

 

ではここで、クイズを 4 つ出したいと思い
ます。 

 

南スーダンあるあるクイズ 
*フロアから回答を募る 
 
Q１ 家が豪雨で流された。あなたは 3 人
の子どものお母さんです。バスで避難した
いが、全員分の切符を買うお金がない。 
どうしますか。 

 
学生３：子供を含めて全員で避難するか、
子供だけバスに乗せるか、ではないでしょ
うか。 
A 子供一人置いていく 
曾木：お金が足りないので全員で逃げると
いう選択肢がなく、子育てには母親が欠か
せないので、どの子かを残さなければなら
ない、ということです。というのも、全員
がバスに乗れないからです。 
 
Q２ のどが渇きました。周囲には汚い川
しかない。どうしますか。 
学生４：雨を飲みます。 
A その川の水を飲む 
曾木：乾季だと本当に雨が降らないです。
汚い水を飲むから、コレラなど感染症にか
かるのです。 
 
Q３ 目の前に大やけどを負った少女がい
ます。どうします？ 
学生５：日本だったら病院に連れて行きま
す。 
A 病院まで 3日間歩いて連れて行く 
曾木：現地では、病院もないし、そこまで
の車があるわけではないので歩きます。10
キロとか、結構遠くから平気で歩きます。
患者さんを抱えて歩きますから、感染症に
かかって亡くなることもあります。 
 
Q４ お腹がすきました。どうしますか。 
学生６：日本なら作るなり、お弁当を買い
ます。なかったら道端の草を食べます。 
A 空から食料が降ってくるのを待ちます。 
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曾木：食事は配給もあるけれど、戦争で配
給が来なくなると食べなくなり、病気にな
り亡くなります。少しでも良い状況へ逃げ
たくなりますが、歩いて逃げるので自分の
国から一番近い国へ逃げます。エチオピア、
ウガンダ、コンゴ（エボラとかで大変なの
に）など近隣諸国は、自分たちの国でも大
変な状況だけれど、それよりひどい状況の
南スーダンの難民を受け容れています。エ
チオピアにはソマリアからも難民が来てい
て、彼らも受け容れています。 
 
 

３．では、私がどんな 
プロジェクトを 
していたか 
 

 

クレプロジェクト 

4 年前に緊急で立ち上がったクレプロジェ
クトは、私が行ったときは比較的落ち着いた
状況でした。 

東京から 16 時間直行便でエチオピアの首
都アジスアベバ（Addis Ababa）に飛んで、
そこからまた飛行機でガンベラまで行き、そ
の地域にクレがあるわけですが、2 時間かけ
て車でキャンプに行きました。 

 

皆さんは、キャンプというと白いテントか
と思うでしょうが、4 年もたっていることも
あり、現地の方々は、普通に生活していまし
た。ただ、電気が来ていないので、夜は真っ
暗になりました。木を使って火を焚いて料理
するので、やけどをする子が多いのです。 

 

私のチームをご紹介 

メディカルチームリーダー 医師 看護師
など、いつも同じ人がいるわけではなくて、
常に人が入れ替わっている状態です。フルメ
ンバーではないですが、ある一時期の一部の
チームメンバーです。 

イタリアから来た看護師、オランダから来
た看護師、ウガンダから来た臨床心理士 な
どなど、こんなチームです 

 

南スーダンの仕事と生活 

では、現地の仕事や生活はどうか、という
ことですが、渡航の一か月前に電話して、「ど
ういう生活ですか」と、現地の生活環境を尋
ねました。 

対 応 し た 方 が 、 大 丈 夫 だ と い い 、
「Everything is basic.」と請け合ってくれる
のには、「は？ Basicって何？」と、よくわ

からなかったのが正直な気持ちです。 

「トイレは？」と聞くと、「Basic」と、明
るく答えるので、きっと水洗便所じゃないと
は思ったのですが、ためらう私に「トイレッ
トペーパーいっぱいあるから大丈夫」という
ので、どうやら紙は使えるようだ、と、少し
安堵した次第です。 

 

職場のヘルスセンター(病院)は、病棟は 120

床で、24 時間勤務です。5歳以上は成人病病
棟。小さい子からおじいちゃんおばあちゃん
まで一緒です。栄養失調の子が入る病棟。ICU。
結核の患者が入る隔離病棟。ICU は皆さんが
想像する先進的な医療機器はなく、一般病棟
と同じですが看護師と患者の割合が一般病棟
より高いという程度の違いです。ほかに 7 つ
のクリニック（外来）があり、一般、HIV/エ
イズ、ワクチン、産前産後など、比較的軽傷
の人を見ています。 

 

私の仕事~南スーダン難民キャンプで 

私の仕事は、メディカル・アクティビティ
ー・マネジャー兼臨床医でした。役割として
は、マネジャーとしての仕事の割合が多く、
クリニカルオフィサー24 名とエチオピア人
医師 3名がチームメンバーです。 

クリニカルオフィサーは医師と看護師の中
間の存在で、患者も自分で診ることができま
す。わからないと医師に相談することになり
ますが、アフリカは医師が少ないのでそうい
う職業の人が必要です。 

私はこれまでマネジャーとして働いたこと
がなく、主に臨床医として働いてきたので、
最初のうちは、どう動けばいいかわからなか
ったのが正直なところです。 

 

 

南スーダンで診る疾患 

どこにいってもよく診る疾患は、現地にも
あります。それは、肺炎、尿路感染症、ぜん
そくなどです。 

エチオピアに行ったからこそ診る病気・症
例としては、マラリアや、寄生虫の病気、結
核などです。日本の結核は高齢者が多いので
すが、向こうは若くして結核にかかる方もい
るのです。HIV/エイズを併発しているひと。
重症急性栄養失調の子ども達がいます。 

会場の皆さんも、栄養失調でがりがりに痩
せてお腹が出ている子どもを写真で見たこと
があるかと思いますが、私も実際に見たのは
初めてでした。骨が弱いのか子供たちには骨
折が多く見られます。一番ショックだったの
は、重症の急性栄養失調の子ども達でした。 
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できる検査、できない検査 

現地では、できる検査がすごく限られてい
ます。検査というと、日本では検査機器にか
けますが、現地ではまず目視で観察します。
できない検査もあります。血小板、肝機能、
腎機能、電解質の検査、レントゲンも、心電
図も、培養、モニターもありません。薬も限
られています。そういう中で診療をやってい
るわけです。 

検査も治療も日本とは別物です。限られた
中でやります。 

 

検査も治療も”Basic” 

仕事の中でのチャレンジは２つ、ありました。
一つは医師として、一つはマネジャーとして、
です。 

 

医師として役に立たない私  
I am useless as a doctor. 
 
このテーマにくるとどうしても、いのちの

ことなので言葉を失います。最初の頃、私は
何もできてないという無力感があったわけで
す。助けたいが助けられない命がたくさんあ
りました。医師として、役に立ってない。無
能だと思いました。 

やはり患者さんが来たら、医師として助け
たい。たくさんのいのちが、簡単に亡くなっ
ていくんですね。命が軽すぎる、死が近すぎ
る。ここだから救えない命がある、日本にい
たら死ななくていいのに、と思いました。 

でも、彼らが難民だからこの病院に来なけ
ればならなかった、その状況を恨むこともで
きますが、そう思ったかといって目の前の人
が喜ぶわけではない、事実を受け容れて、淡々
と目の前の救える命を救おう、できることを
やろう、と思うようになりました。 

重傷の栄養失調の子は、母親も付き添って
入院します。4人の子を家に残して来ていて、
誰も面倒を見る人もない、食べ物もない、で
も家に子供を残しているから、これ以上入院
を継続することはできないと訴える母親いま
した。私たちも説得しましたが、その母親は
病気の子供を連れて家に帰って行きました。
この子を助けるために 4 人の子が犠牲になる
かもしれないからです。最後はお母さんの判
断になります。 

 

彼らに助けられている私 

そのうち、実は、彼らに助けられているの
は私だ、と気づいたことがありました。 

彼らは生きることに前向きです。いつも笑
顔で、どんな状況でも笑っています。誰かが、

ちょっと踊らない、という雰囲気になると、
みんなで踊っている。 

 

病院で人が亡くなって、残念ですね、と声
をかけると、大声で泣きますが、「あなたが悪
いんじゃない」、「神の思し召しだよ」、「神の
ところに行けるから」などと皆さんおっしゃ
るのです。すべては神の思し召し、死は神の
もとに召されること、という意識が根付いて
います。 

彼らは宗教によって非常に支えられている、
救われていると思います。 

彼らの共通の願いは、平和が戻ったら南ス
ーダンに戻りたい、神がいるからいつかは戻
れる、と思っているのです。 

 

マネジャーとしての私  
I am not a manager  
but a clinician. 
 

私は、マネジャーではなくて一人の臨床医
ですから、日本でマネージしていない者が、
エチオピアで人をマネージしなくてはならな
いというのは、文化の違いもあり、毎日予想
もしないことが起こるので大変でした。無断
欠勤、病欠乱用、無断退職、時間通りに集ま
らない、自分の権利は主張する、本音が分か
らない、働かない、といったことが起こって
いました。 

 

例えば、朝ミーティング（引き継ぎ）があ
るのですが、集まらない、連絡も来ていない
のに欠勤ということがあります。少し調子が
悪いと病気だから来ないとか、休暇を一週間
とった後、職場に帰ってこなくて電話も通じ
なくて、うわさによると違うところで働いて
いるらしい、何それ？と、思うこともありま
した。 

時間通り始まらない。皆さん今日は時間通
り集まってうれしかったんですけれど、現地
では、忙しいわけでもなくて、来ようという
感じではない。トレーニングの日時を決めて
も来ない。聞くと、そうですね、と、わかっ
ている。けれども、自分の権利だけは主張し
てきます。本音が判らない。元気かと聞くと、
元気と応えておいて体調が悪いから仕事でき
ないという。日本人とは違うことを痛感しま
した。 

 

私の非常識は相手の常識なのかな。 

私の常識は相手の非常識なのかな。 

 

そこで、まずは相手がどう考えているかを
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思うことにして、理解することにしました。 

そして、相手を信用しないと、一緒に仕事
できないですよね。そこで、信用しないので
はなく、信用の仕方を変えることにしました。 
例えば約束の日時に待っていると来ないの

で、進捗状況を途中でチェックを入れるよう
にすると仕事が回るようになりました。大丈
夫？と確認すると大丈夫、と返してくれるの
がわかりました。 

やはり、仕事を通して相手を尊敬する、愛
するということは大切ですね。(写真 A) 

 

さて、生活は    
Basic, basic and basic 

 

トイレは簡易トイレです。いわゆるポット
ン便所、お風呂は水シャワー。気温は雨季と
乾季があり、40 度前後。最低気温は 30 度前
後です。 

ただ、悪いことばかりでなく、3食、掃除、
洗濯付で、私たちは“クレリゾート”と呼ん
でいました。(写真 B) 

 

部屋の窓に網戸が貼ってあって風通しがよ
くて、外の音が全て聞こえます。間抜けな鶏
がいて毎朝 4時に鳴くんですね。(写真 C) 

部屋の中は、ベットを包むように蚊帳があっ
て、デスクと椅子です。屋根に鼠がいて、夜
はいつもタタタ、と走っていく音がします。 

 

トイレは、日本だとあまりにトイレが快適
でゆっくりしたくなることがありますが、こ
こではお尻が蚊に刺されるので、用を足した
ら急いで去ることにしています。雨季になる
と、液面上昇して便や尿が上がってくるわけ
です。水面までの音がだんだん近くなってき
て、危なくなった時にバキュームカーが来ま
すが、産科病棟は間に合わずに…。毎年そん
なことがあるようです。(写真 D) 

 

シャワールームです。水シャワーなので暑
い日は、お湯になります。暑い国なので、「今
日は温度が低くて気持ちよかったね」、といっ
た会話も聞かれます。(写真 E,F) 

 

国連が配給している食材は、オイル、砂糖、
塩、小麦粉、お米など。足りない野菜や肉な
どは自分たちで調達しています。コックさん
は難民の女性の家に遊びに行った時の写真で
す。周りの子ども達は写真撮られるのが大好
き。撮ろうとすると、皆勝手に写真に写ろう
と入ってきます。(写真 G) 

 

仲間たち～Buddies 

ここで、いろんな出会いがあって、2 人の
医師が仲間でした。一人の医師は、オランダ
人 70才で、すごいベテランです。もう一人が
ルワンダ人の医師です。 

こちらがイタリア人の看護師で、とても仲
良くしていました。 

色々な専門家との出会いもありました。人類
学者、昆虫学者など。昆虫学者と会ったのは、
初めてで、何故学者になったのと聞くと、虫
が好きだからとシンプルな答えでした。 

 

私の夢がかなった～Bob 

トイレのわきに栄養失調の子犬がいたんで
すよ。Bob と名づけて犬を飼うことになりま
した。実は MSF では、ペットを飼ってはい
けなくて、結局手放すことになりましたが、
私の夢がかなった瞬間です。 

 

週末の過ごし方 

週末は、どんなことをしていたの、という
ことですが、キャンプの外に、丘があります。
その丘を登って景色を見る、元気な人達を見
る、ということをしていました。(写真 H,I) 

いつも、ヘルスセンター（病院）のなかで、
病気の患者しか診ていなかったので、避難民
のなかでも元気で健康な人たちの姿を見るこ
とがなかったんですね。小高い丘を登って、
そういう方たちのいきいきとした姿を見てい
ました。あー明日もう月曜日か、頑張ろうか
な、と思って毎週末を過ごしていました。 

 

 

 

 

４．質疑応答  

質問をお受けします。なんでもいいですよ。

 *フロアから質問を募る 

 

Q これまで国家試験の勉強をしてきました。
国際看護は英語で苦手意識がありましたが、
曾木先生の話で興味を持ちました。質問は、
自分の身の安全が保障されているか、先生が
また行きたいか、ということです。 

A 自分の安全が守れなければ人を助けられ
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ませんね。安全が守らなければ、プロジェク
トは撤退することもあります。また、強制で
はないので、いくら皆が安全だと言っても、
自分が安全だと思えなかったらいつでも帰っ
てよい。自分には無理だと思ったら、いつで
も帰ってよい、ということです。(会場からど
よめき) 

自分では、派遣されている途中ではマネジ
ャーという仕事がいやで、私はマネジャーじ
ゃないし、と思っていましたが、今はまた行
ってみたいです。 

もちろん危ない地域もありますが、落ち着
いた地域もあるので。 

それから、英語は苦手意識があるというこ
とでしたが、国際協力をしようと思うと英語
が必要になります。MSFではフランス語か英
語を要求されます。日本人にとって、フラン
ス語は英語よりハードルが高いですね。国際
協力をしなかったとしても、国際化が進んで
いるので、日本にいるだけでも英語は勉強し
ていて損はないと思います。 

 

Q HIV とか様々な感染症にどんな対策をと
りましたか。怖い思いはなかったでしょうか
A どうやって予防したらいいかわかってい
ましたし、予防策のある病気のことを判って
いるので、必要以上に怖がることもなかった
と思います。 

 

Q 各国からスタッフが集まっていると伺い
ましたが、例えば助産師は資格を取るのに各
国で違うと思うのですが、その国の資格で、
MSFに登録することができますか。 

A はい。現地の助産師はほとんどが男性で
した。 

 

Q 難民キャンプに国連からの支給があると
言っていましたが、他と協力して活動を行う
ことはあるでしょうか 

A 要請されて調査をすることはありますが、
基本的には独立した活動です。 

 

Q 看護師になって何年ぐらい現場で経験を
積めば行くことが可能ですか 

A 私が会った看護師は 28 歳でした。MSF

のホームページを見れば書いてあります。 

    

   ・・・・・・・・・・・・・ 

講演終了にあたり遠藤ひろみ教務主任の司
会で、学生代表として第 3 期生鈴木里奈さん
から、ご講演に対する謝辞がありました。 

曾木先生、貴重な機会をいただき、ありがと
うございました。 

 
                            (写真 A) 

(B) 

      

(C) 

(D) 
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(E) (F) 

(G) 

 

 

(H,I) 
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