
 

初めまして。私達は特定非営利活動法人 Japan Healthcare Promotion Association 

(通称 ＪＨＰＡ；ジャーパ)です。 

私達は、途上国への医療システム構築を支援するために 2010 年 11 月に準備委員

会を設置し、2011 年 3 月に特定非営利活動法人を取得し、設立しました。 

きっかけは、2010 年 9 月にカンボジアの遠隔医療に何か協力出来ることはないか

と、カンボジアの北東にあるラタナキリを訪れたことでした。途上国の医療事情には

少しは理解があると思っていたメンバーでしたが、いざ目の当たりにしてみると、薬の

不足や医師の不足だけでなく、公衆衛生の問題、医療に携わる人々の意識、医療に

おける基本的な理解や知識の欠如、薬事関連事項の管理不能状態など、様々な問

題が根っこに存在することに気が付きました。 

「薬を持ってくるだけでは駄目なのではないか」「医師や薬剤師を日本に招くだけでは

駄目なのではないか」「高度な医療、先進的な医薬品を持ち込むのは危険ではない

か」…無医村の地区の現状を見て、様々な思いが頭をよぎりました。 

そして、帰国後、国内で現状を伝え、賛同してくれた仲間 5 人を中心に、途上国の医

療システムの構築を支援するための NGO JHPA を設立しました。 

初めまして、初めまして、初めまして、初めまして、JHPA JHPA JHPA JHPA （ジャーパ）です。（ジャーパ）です。（ジャーパ）です。（ジャーパ）です。    

JHPAJHPAJHPAJHPA の活動方針の活動方針の活動方針の活動方針    

日本国内外には多くの医療支援の NGO、NPO が存在し、様々な地域や領域で活動

しています。私達も、既存の支援団体への協力を試みましたが、まずは日本の医師

と薬剤師が協力して、医療関連と薬事関連の支援を並行して行っていくことが重要と

考え、全く新しい形の医療支援 NGO を立ち上げました。  

私達の目標は途上国が自国の医療システムを構築できるよう支援をすることに

あり、そのためには、実際に先進国の医療現場で働く医療職が自分たちの経験

を生かして実践的に、継続的に支援をすることが重要だと考えています。特

に、医事・薬事の制度の構築や適正な医療提供体制の構築、適正な医薬品流通

体制の構築は途上国の医療支援の基礎としてとても重要だと考えています。 

そのために、日本の医師と薬剤師が共同で活動を行うことを活動の基本スタンスと

し、そうすることで「医師による適正な診療方法、治療の実施と現地医師への指導、

教育」と「薬剤師による適正な医薬品の流通、患者への医薬品の供給の実施と現地

薬剤師への指導、教育」を同時に行うことができると考えています。 

主な事業内容は以下の通りです。 

1.国際交流事業 

 2.公衆衛生・医療環境整備事業 （途上国の無医村地区への医薬品の供給 

医薬品の安全使用のための指導とそれに関わるための現地調査を実施） 

3.教育支援事業 （途上国の医学、薬学関連大学の学生へ講義等の教育支援をす

る。 また、途上国の子供たちの保健衛生に関する教育イベント等を実施する。 ） 

4.国際協力事業  
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当 NGO の方針としては「途上国ならどこでも」私達の活動対象にしていく予定です

が、現地の医療関係の組織との連携を取りながら進めていくことが重要だと考えてお

り、当面は保健省、薬剤師会や病院と既に連携がとれているカンボジアを活動の対

象として行く予定です。 

 

ただし、今後の活動対象予定として、ネパールやモンゴルも視野に入れています。  

活動の対象となる国は？活動の対象となる国は？活動の対象となる国は？活動の対象となる国は？    

 

 さて、どうして私達がカンボジアで活動するようになったのか。事の始まりは NHK 

BS で 2010 年 5 月に放送されたカンボジアの無医村地区での遠隔医療活動でした。

放送終了後、この番組のブログに沢山の感想が書き込まれ、そこにたまたま居合わ

せたのがＮＧ０の発起人の薬剤師；七海陽子と医師；雨森明でした。 

 ２人がカンボジアで見た現実は、継続性の全く無い医療の現実と結果、抗生物質

への依存度の高い医薬品の使用実態、管理されずに漫然と市場に出回る医薬品

と、危険性と安全性を知らずに医薬品を使う患者や医療関係者・・・数え上げればき

りがありません。その状況は、例えて言うなら「プロ野球選手の用具を使おうとする少

年野球選手」のようでした。 

 「この国に必要なのは高度な医療でも、高価な医薬品でもない。家庭医学レベルの

医療と医薬品ではないだろうか」。これが私達の出した結論です。 

 そして、まず支援すべきだと考えたのが、「地域の住民の健康管理を継続的に行う

こと」と「家庭医学レベルで使われる医薬品の供給と適正使用、安全使用の推進」で

す。 

 ここから、私達の活動の第一歩を踏み出すことにしました。 

カンボジア活動の事始まりカンボジア活動の事始まりカンボジア活動の事始まりカンボジア活動の事始まり    

 
4月 6日はカンボジア薬剤師会の事

務室で日本から持ち込んだOTCのパ

ッケージを通訳に翻訳してもらい、

ラベルを作成。パッケージにペタ！ 

途上国に必要なのは高度

な医療でも、高価な医薬品

でもない。家庭医学レベル

の医療と医薬品ではないだ

ろうか？ 

カンボジア訪問日程カンボジア訪問日程カンボジア訪問日程カンボジア訪問日程    

  さて、私達は 3 月中に奈良県製薬協同組合を通じて、配置薬として販売されてい

る医薬品を寄付としていただき、さらに、血糖測定器、体重計、体温計、血圧計など

を集め、4 月に第 1 回のカンボジア活動に踏み切りました。 

 準備期間中に国内では東日本大震災が起こり、メンバーもカンボジア訪問を中止

すべきかを考えましたが、事前に話が進んでいたこと、すでにカンボジアの人たちが

私達の訪問を待っていたこともあり、4 月 1 日～4 月 15 日の 2 週間の日程で予定通

り訪問を実施することにしました。 

4 月 1 日：到着、カンボジア薬剤師会(PAC)にてミーティング 

4 月 2～3 日：文具等の物品の買い付け、薬局見学 

4 月 4～5 日：健康診断を実施する予定の地域の選定と現地見学 

4 月 6 日：健康診断に必要な書類、ＩＤカード、薬品のラベルなどの作成 

4 月 7 日：健康診断対象の保健センターでのＩＤカード配布と患者カルテ作成 

4 月 8 日：カンボジア国際大学 薬学部での講義「Pharmacist & Society」 

4 月 11 日：患者カルテの整理と次回活動方針のミーティング(PAC) 

4 月 12 日～13 日：シアヌーク病院の訪問見学 

4 月 14 日：郊外地域の子供の実態調査 

4 月 15 日：帰国 

2010年 9月カンボジアの東南部ラ

タナキリで無医村の現実にぶつかっ

た医師：雨森明と薬剤師：七海陽子 

ラタナキリの公立病院の薬剤部にて。

「日本の調剤方法いいな～。どうにか

して導入したい」と。いつの日か…行

きますよ～！ 

 
突然の日本人の訪問にも快く応じてくれた

シアヌーク病院の Dr. Cornelia Haener先
生(Deputy Director Technical Services 
and Technical Advisor Pharmacy 
Department)日本の医薬品を安価で買いた
いとの事。日本の医薬品の信頼度は高い。 
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  カンボジアでの活動拠点が決定！カンボジアでの活動拠点が決定！カンボジアでの活動拠点が決定！カンボジアでの活動拠点が決定！    

４月１日、私、七海は保坂先生と 2 人でカンボジア薬剤師会のある保健省に赴き、

これからの活動についてミーティング。今年の１月ごろから全てのスケジュールや

行動計画書などを作成し、同意を得ていたので、順調に進むかと思いきや、とんで

もない状況が待っていました！「５カ年計画、年間計画、月間計画」の細かい計画

を立てて、合計１０ページにも及ぶ資料を作成したにもかかわらず、ちっとも眼を通

してもらっておらず、会議の時点で「この資料はメールでもらっていたのか？そう

か。」って…あらら。「計画の内容を説明してくれ」から始まり、説明後「これは無理

だと思う。」とバッサリ！いやいや・・・何度も「I agree」っていってなかったっけ？ で

も、そんなことではめげません！ 計画を一から説明。説明するたびに「カンボジア

人の状況ではそれは難しい」と言われましたが、「そうですか」と返事をしたまま頭

の中では作戦がぐるぐる回していました。 一番の大きな壁は「カンボジアの人たち

は健康診断を今回やったとしても、何ももらえなかったら次回から来ない。」というも

の。「OTC《一般用医薬品》を持ってきたのなら、それを粗品としてあげればいい」と

言われましたが、「薬剤師として医薬品を粗品として配るのには同意しかねます」説

明し、他の方法を検討することにしました。その後、保坂先生と 2 人で相談した結

果、「何か物をあげるという行為はできるだけ止めよう」ということにして、「健康診

断の必要性を理解してもらうのも私達の役割の一つではないか」と考え直し、その

旨をカンボジア薬剤師会の先生に伝えました。先生は「上手くいかないよ～」とでも

言いたそうな苦笑い。でも、私が「別に健康診断に来てくれる患者さんが少なくても

いいんです」と言い切ると、納得していただけたようです。 さて、そこからどうやっ

て医薬品の供給する対象患者を選定するかなど細かい話をしたのち、結論のでな

いまま、4 月 4 日に対象となる保健センターへ視察。場所は、プノンペンから国道 5

号線を 1 時間ほど走った場所にある、Veang Preasrae（ベアング プレッスラエ）とい

う場所。周辺の 28 の村の約 15000 人の住民をカバーしています。ここの管理者の

看護師さんと相談して、具体的な活動の手順を無事に決めることができました！ 

大きな流れは右の図のとおりです。 さて、上手く行きますでしょうか、わくわくして

きました♪ 

カンボジアにおけるこれからの活動カンボジアにおけるこれからの活動カンボジアにおけるこれからの活動カンボジアにおけるこれからの活動    

今回のカンボジア訪問で大きな収穫が２つありました。 一つ目は「カンボジア薬剤

師会の公式サポーターとなる」こと、二つ目は「カンボジア国際大学薬学部の公式

サポーターとなる」ことが出来たということです。 

＠カンボジア薬剤師会公式サポーターとしてやるべきこと： 活動の目的は、「カン

ボジア国内に安全で安定的な医薬品流通を実現すること」と、「カンボジアの薬剤

師のレベルアップを図ること」、「公衆衛生に関する活動を通じ、人々が安全に暮ら

せる社会を作ること」にあります。 

健康診断は、NGO JHPA の公式 ID カードを配布し、カルテの元を作ってきまし

た。今回はまず 43 人。その内、持って行った OTC 薬で対処できると判断してお渡

ししたのは、5 人。頭痛、乾燥肌の子供の引っかき傷、高齢者の消化不良です。来

月、どれだけの人たちが集まってくれるでしょう。楽しみやら怖いやら♪ 

＠カンボジア国際大学薬学部公式サポーターとしてやるべきこと：活動の目的は、

「カンボジアの医療を担う人材育成の支援」と、「カンボジア国内における薬学教育

レベルの向上」にあります。 

今回も、カンボジアの薬学生に講義をしてきました。テーマは「Pharmacist & 

Society」です。内容は、戦後の日本の発展途上の副作用ともいえる公害、農薬の

問題や様々な薬害など『薬物・化学物質』による健康被害を紹介し、さらに日本の

「薬剤師倫理」を紹介し、内容についてカンボジアの状況と重ね合わせる為のディ

スカッションをして、学生の理解を深めてもらいました。それから、「薬剤師」という国

家資格は、「権利」ではなく「義務」であり、国家資格というのは国の、社会の為にせ

紋的知識や技能を使って、特定の任務を遂行することであることを話しました。どこ

まで判ってくれたかしら。 6 月もみんなに会いに行きたいですね。 

 

健康診断

希望者

要治療

急性疾患

医療用医

薬品処方

調剤・与

薬

OTCで対応

可

OTCの供給

慢性疾患

医療用医

薬品処方

調剤・与

薬

OTCで対応

可

OTC供給

治療不要

経過観察

保健センターにおける活動の手順 

 
Veang Preasrae Healthcare Centerを視察。右端に保
坂先生の背中が見えます♪ 

 
保健センター管理者の看護師さんと、薬剤師会の

MONINOさん、通訳のヌットさん。現地の書類
の説明をしてもらっています。 

講義終了後、記念撮影！学生はみんな一生懸命

でした。また一緒に勉強しようね。 
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≪現地活動≫≪現地活動≫≪現地活動≫≪現地活動≫    

１）１）１）１）    保健センター保健センター保健センター保健センター（（（（Veang Preasrae Healthcare Center））））での健康診断、診察、及び医薬品の供給での健康診断、診察、及び医薬品の供給での健康診断、診察、及び医薬品の供給での健康診断、診察、及び医薬品の供給    

 私達の活動拠点となる保健センターです。医師が常駐しておらず、毎日約２０名程度の患者が２８の周辺の村からやってきます。

当 NGO の健康診断対象患者にはＩＤカードを配布、個別のカルテを作成し、健康診断と必要に応じた診察、与薬を行います。 

２）カンボジア国際大学薬学部２）カンボジア国際大学薬学部２）カンボジア国際大学薬学部２）カンボジア国際大学薬学部（（（（International University ,Cambodia, Pharmaceutical department））））での講義での講義での講義での講義 

当 NGO がオフィシャルサポーターを務める薬学部。日本とカンボジアのカリキュラムの比較をしながら、どのような科目や内容の

講義が必要かを常に相談しながら計画を立てていきます。当面は、社会薬学系、公衆衛生系、薬学概論系の内容の講義が必要で

あると考えています。講義の詳しい内容は随時 web でお知らせしますので、ご興味のある方、講義をしてみたいという方はご連絡

ください。 

３）シアヌーク病院への訪問３）シアヌーク病院への訪問３）シアヌーク病院への訪問３）シアヌーク病院への訪問 

日本や欧米諸国からの寄付金によって設立された病院でプノンペンの中心にあります。ここでは常に医薬品の欠品や不足の問題

を抱えており、医薬品供給体制への支援を予定しています。現在は支援体制構築のための現地調査、医薬品流通状況調査を行

っております。 

４）薬草の普及と安全使用ガイドライン策定事業４）薬草の普及と安全使用ガイドライン策定事業４）薬草の普及と安全使用ガイドライン策定事業４）薬草の普及と安全使用ガイドライン策定事業 

カンボジアでは薬草の使用はあるものの、日本のように薬局方などで薬効成分の安全性や使用方法が確立されていません。カン

ボジアの人たちが安全に適正に薬草が使えるためのガイドラインの作成を行って行きます。 

≪国内活動≫≪国内活動≫≪国内活動≫≪国内活動≫ 

１）広報活動 

 a.) 公式 web サイトの構築と運営 

 b.) ニュースレターの作成と発行 

 c.) 講演活動 

２）支援ネットワークの構築 

 a.) 遠隔医療の為の医師ネットワーク構築 

今後の活動予定今後の活動予定今後の活動予定今後の活動予定    

このニュースレターを読んでいただいてお分かりのように、私達の NGO には収益を得る事業がありません。この活動は現在

は全て、活動参加者のボランティアによって実施されています。しかし、渡航費、医薬品の購入代を参加者による自費だけで

は継続的に活動を行って行くことは非常に困難です。 

 この活動にご賛同いただける方は是非、ご入会をお願いいたします。 

 個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円/年年年年 

 法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円/年年年年 

 

振り込み先 

 ゆうちょ銀行 【店番】４５８ 【普通口座】１９３３６４５ 

   【名義】 特定非営利活動法人 Japan Healthcare Promotion Association 

                   ﾄｸﾋ) ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾍﾙｽｹｱ ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ｱｿｼｴｰｼｮﾝ 
 

また、個別の寄付や物品での寄付も受け付けています。 

必要な物品については、下記の通りです。 

 

 １．配置薬 又は OTC の解熱鎮痛剤、感冒剤、外用剤、消毒剤、鎮咳剤、抗ヒスタミン剤等（ある程度まとまった量、または

継続的に頂けると助かります。乳幼児用も助かります。） 

 ２．調剤用備品；秤、薬包紙、簡易分包機、乳鉢、乳棒、軟膏壷、薬匙、等、電気を使わなくても調剤が可能な物品 

 ３．医療材料；血糖測定器と測定チップ、尿試験紙、血圧計、心拍計、体温計、絆創膏等 

 ４．医療用医薬品；急性疾患用の抗生物質、抗ヒスタミン剤、止寫薬、整腸剤、慢性疾患用の高血圧用剤、糖尿病用剤、ビタ

ミン剤等（詳しい品目は随時変更しています。お問い合わせくださるか web でご確認ください。） 

入会及び会費（寄付）のお願い入会及び会費（寄付）のお願い入会及び会費（寄付）のお願い入会及び会費（寄付）のお願い    

現地活動参加役員及び会員（参加予定者） 

 医師 薬剤師 他ボランティア 

4 月  保坂昇克 

七海陽子 

福田滋/自営業 

5、6 月 雨森明 七海陽子 

 

幸田多永/薬剤師 

7，8 月 未定 七海陽子 小路晃平/薬学生 

10,11 月 未定 七海陽子 未定 

【未定】の箇所の参加者大募集！特に、医師の先生方のご協力

お願いします。現地滞在は１週間程度です。 
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〒631-0803 奈良市山陵町１０２６－１１ 

特定非営利活動法人 

Japan Healthcare Promotion Association 事務局 

Web サイト http://www.japan-hpa.org/ 

公式ブログ http://blog.japan-hpa.org/ 

nanuami@mahoroba.ne.jp 

今回、配置薬を寄付して下さった企業 

大峰堂薬品工業株式会社 

大和製薬株式会社 

高市製薬株式会社 

中村薬品工業株式会社 

株式会社三光丸本店 

 

ありがとう 

ございます! 


