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第 2 回カンボジア訪問にむけて
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カンボジア薬剤師会

第 1 回の保坂、七海によるカンボジア訪問終了後の 5 月 14 日に神戸にて報告会を
兼ねた理事会を開催しました。関西在住の、雨森明氏、七海陽子氏、濱野謙一氏と
東京からわざわざ保坂昇克氏が参加、高知の川添哲嗣氏はネット中継という形での
参加となりました。
理事会で議論された主な内容は以下の通りです。
１） 活動方針の確認
２） カンボジア 4 月訪問報告
３） カンボジア 5，6 月活動の計画
４） カンボジア薬剤師会(PAC)との今後の活動方針
５） カンボジア国際大学薬学部との今後の活動方針
６） シアヌーク病院との今後の活動方針：日本の医薬品購入に向けての活動。
７） ＮＧＯとしての医薬品取扱のルールについて
８） その他のカンボジアでの活動（学校薬剤師活動、音楽部活動）
９） 広報活動について：公式ブログ、ホームページの作成と更新を進めていく。
特にカンボジア薬剤師会との連携の在り方については、途上国の特性なのか、「お
金が足りないから何も活動ができない」という申し入れが強く、人件費や物品費など
が不足していると訴えられます。しかし、実際のところ具体的な業務があるわけでも
なく、不用意に資金だけを渡すことは避けたいとの見解で理事会は一致しました。今
後は、健康診断活動など具体的な事業活動が進んできた段階で、事業に対して資金
援助をするという形が望ましいということで、しばらくの間のＮＧＯの資金については、
ＪＨＰＡのメンバーの渡航費や現地での経費、印刷物などのメンバーが立て替えてい
る費用のうち、経費として理事会で確認した項目にのみ支払っていくことで理事全員
の確認をとりました。

Pharmacist Association of
Cambodia

第 2 回カンボジア活動スケジュール
通称ＰＡＣ
ＪＨＰＡが共同活動団体とし
て初めて保健省からの認定
を受けました！

正式にカンボジア薬剤師会（PAC）と
JHPA が共同で活動することを許可し
てもらった書類。

5 月 26 日～6 月 8 日の日程でカンボジア訪問活動 2 回目を実施してきました。
date
午前
午後
5/26 木
七海；入国
PAC へ挨拶、夜 幸田；入国
5/27 金
日本から発送した医薬品の受取 OTC のラベル作成＠PAC
り
5/28 土
文具、変電圧器等買い出し
倉田ペッパー訪問
5/29 日
マーケット視察
倉田ぺッパーにて他の日本の
NPO 等のみなさんと交流。
5/30 月
遅延していた医薬品の受け取り
OTC ラベル、ID カード作成
5/31 火
医薬品在庫リスト・薬袋作成
調剤手順確認・ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ予製
6/1 休日
ブログの更新、通訳の手配
6/2 木
買い出し、書類作成。
保健センター事前訪問
雨森先生；入国、合流
6/3 金
健康診断活動 1 日目
医薬品、カルテの整理＠PAC
国際大学教授と打ち合わせ
6/4 土
ブログ更新
ビデオ編集作業
6/5 日
スラム見学
ビデオ編集作業
6/6 月
健康診断活動 2 日目
医薬品、カルテの整理＠PAC
6/7 火
健康診断活動 3 日目
医薬品、カルテの整理＠PAC
6/8 水
薬剤師会長と Meeting
PAC への活動報告書作成
雨森先生、幸田さん帰国
6/9 木
七海帰国
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医薬品輸送のトラブルと成功！

雨森先生の診察が始まる前に、薬剤
師による医薬品の準備。

毎日の薬剤師による医薬品
在庫管理と医薬品卸業者
の配達によって、日本国民
は必要な医薬品を手に入れ
ることができていることを再
認識。

今回の活動で大きなトライがありました。それは「医薬品の航空便での発送」です。
前回は持ち込む医薬品の量を減らして、搭乗の際の「預け荷物」としてスーツケース
の中にごっそり入れて持ち込みました。しかし、今回は健康診断活動が 3 日間あるこ
とから、持ち込む医薬品の量が増えたため、航空便での医薬品の発送を試みまし
た！トライをしてくれたのは神戸の濱野謙一氏。自身の薬局をＪＨＰA 医薬品供給部
として位置づけ、方々から医薬品を集めてくれました。そして、トライした航空便はＥ
ＭＳ！比較的安く、確実に届くであろうという予測のもとに選びました。事前に PAC と
相談をして、value=0 とし、「donation 寄付」と明記して INVOICE を作成し準備ＯＫ。し
かし、発送のときに郵便局とトラブルが！「揮発性成分や液体はＮＧ」とのこと。ウェ
ルパスやイソジン液やアルコール系の入ったクリーム剤がＳＴＯＰされちゃいました。
プノンペンでの EMS の受け取りは、自分たちから郵便局へ出向く必要があります。
受け取り時には身分証明をするものが必要で、保健省の MONINO 先生に連れて行
ってもらいました。いよいよ受け取れると思ったその時、２つ送られているはずが 1 つ
しか来てないではないですか！？れれ？「1 個／2 個中」という表示は全く意味をなさ
ず、金曜日だったので「もうひとつは来週の月曜日になるよ」といわれてしまいまし
た。 翌週の月曜日、気を取り直して再度受け取りに。無事に届いていました。どちら
も 1 箱当たり 3.25$を支払いました。
しかし、その後雨森先生に託ける予定だった残りの医薬品が日本でうまく手渡せな
かったとの連絡が入り、大慌て！健康診断後に必要と思われる医薬品がそこにあっ
たんです！それはスチックゼノール。加齢による関節痛を訴える人がいるのでどうし
ても渡したかったんです。で、プノンペンから濱野氏に「どうしても発送して！」とお願
いし、濱野氏も郵便局員とひと悶着してくれた末に、無事に発送が完了。健康診断の
最終日には間に合い、無事にお薬を手渡すことができました。

プノンペンの郵便局へ EMS を受け取り
に。身分が証明できる保健省の MONINO
さんに同行してもらってようやく受け取
れました♪

医薬品の流通の手配をする薬剤師の役割を改めて実感しました。
日本では当たり前のように医薬品が毎日卸業者さんから配達される。そして薬剤師
も毎日在庫をにらめっこして発注して、医薬品が滞らないようにしている。その日々
の業務が、日本では当たり前の「医薬品の安定供給」を支えていて、日本国民はい
つでも自分に必要な医薬品を手に入れることができているのだと再認識しました。

｢カンボジア健康診断活動｣いよいよ始動！

雨森先生合流！いよいよ開始です。

さて、5 月 27 日から薬剤師の七海と幸田の 2 名は、カンボジア薬剤師会 PAC の
事務室にこもり、せっせせっせと OTC のカンボジア語ラベルを貼ったり、在庫管理の
仕組みをどうするか考えたり、在庫管理票を作ったり、物品の整理と物品管理票の
作成をしたりと事務作業に追われました。5 月 31 日、MONINO さんに「明日は休みだ
よ」って言われて、「え～～！！予定が・・・狂った」と二人で顔を見合わせてしまいま
した。毎回、私たちの訪問期間中に必ず休みが入るんです。それも、誰も前日までそ
れを教えてくれなくって。しかし、休みが多い。カンボジアのカレンダー買わなくっちゃ
いけないなと思いました。なので 6 月 1 日は予定変更でブログの更新などの業務を
行い、6 月 2 日の午前中に予定していた仕事を七海と幸田の二人で分担して行うこ
とに。ちょっとバタバタしましたが、昼には保健センターの事前訪問を済ませ、夕方に
は空港へ雨森先生のお迎えにいくことができました。
朝早く関西空港を出発してきたにもかかわらず、いつも笑顔で元気な雨森先生。こ
のまま薬剤師会へ赴き、薬剤師会長にご挨拶、翌日 6 月 3 日から 3 日間の予定で
健康診断活動を実施することを伝えご了解いただきました。

日本語―カンボジア語の通訳を介して診察
開始。

翌日の 6 月 3 日。旅の疲れもなんのその、朝 7 時にホテルを出て車で 1 時間かけ
て Veang Preasrae Healthcare Center へ。8 時過ぎに到着したらすでに 39 人の患者
さんが待ち受けていました。今回の通訳はラッタナ君。日本の大学での留学経験もあ
り通訳のレベルは高いです。もちろん通訳代も高いです。が、診察には彼ぐらいの通
訳が必要だと考え、今回お願いしました。彼には雨森先生に張り付いてもらいまし
た。 3 日間の健康診断で、対応した患者さん合計 153 名でした。
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カンボジア活動報告：総説
今回行ったカンボジア薬剤師会との共同事業「健康診断活動」をまとめてみまし
た。
１） 活動日数：医薬品、書類等準備の準備に 6 日間、現地診断活動 3 日間
2) 患者数：1 日目 39 名、2 日目 54 名 3 日目 60 名、合計 153 名。内 4 月からの
再来患者は 26 名でした。
3) 主な疾患；頭痛や胃腸の不調といった不定愁訴。胃炎、便秘、痔、糖尿病、線
虫が要因とみられる小児の下痢、小児の感染症。
4) 活動期間中に患者さんにお渡しした医薬品；ＯＴＣ(解熱鎮痛剤、健胃薬、抗ヒ
スタミン外用剤、経皮鎮痛剤、痔用剤)、医療用医薬品（抗生物質、H2 ブロッカー、
制酸剤、胃粘膜保護剤）、不定愁訴の患者さんに医療用のビタミン剤。

雨森先生による診察開始。初めての日本のお医者さん。
みんな緊張もなく、スムーズに進みました。

5) 長期的な薬物治療が必要とみとめられた患者さんの疾患；糖尿病、てんかん。
この 2 疾患の患者については 7 月中に医薬品を集めて再度カンボジアへ訪問し、
直接患者さんへお渡しする予定。メトフォルミン、グリペンクラミド、パルプロ酸ナトリ
ウムを予定。
6) 活動期間中に今後、持ち込む必要性があると思われる医薬品は、パモ酸ピラ
ンデル（コンバントリン®）、便秘薬、整腸剤、抗真菌外用剤。
これらの経験を踏まえ、まずは 7 月 11 日～16 日の訪問を予定しており、それま
でに医薬品を収集する予定です。

先生の優しい声かけに患者さんも笑顔♪

カンボジア活動報告＜その１＞
カンボジア活動報告＜その１＞：雨森医師
＜その１＞：雨森医師
カンボジアでの診察の経験
6 月 3 日、私がプノンペンに到着した翌日、朝早くから首都圏からそう離れていな
い保健センターの診療所で診察を行った。診療所といえば聞こえが良いが、実際
はコンクリート造りの平屋建て、味もそっけもない簡素なつくりの建物である。もちろ
ん冷房などなく、扇風機もなくただひたすらに暑い。
そこはプノンペンから車で一時間ほどのところで、来診する人々は医療のなんた
るかは知識としてあるようであった。もはや、医療は決して呪術や魔法ではなく、高
血圧症や糖尿病は継続して薬を飲む必要があることは皆知っていた。
九月に NHK の番組作りに協力して、カンボジア北部の辺境の地に行ったが、取
材をさせてもらった病院の医師は、糖尿病が増えていると言っていた。その時は、
一日一ドルで生活している人々の間に、生活習慣病が存在するという話は信用し
ていなかった。ところが、今回の医療協力で実際に糖尿病の患者が数人いたので
ある。薬も持っていたが、残念なことに十分な診察や検査を受けたわけではなく、
やはり効果的な治療を受けていたわけではなかった。その他、当たり前のように発
熱患者や腹痛患者がいたが、どれも重症なものはいなかった。

暑い中、慣れない薬袋の英語表記に必死の幸田さ
んも、3 日目にはもうスラスラと。お疲れ様♪

保健センターには入院施設もある。病室は、天井の高い教室のような部屋で、汚
い鉄パイプ製のベッドに患者（家族？）が寝ている。点滴を受けている人もいた。医
師は常駐しておらず、巡回に来ることもあまりないとのことである。診断と治療は、
看護師がフローチャートに基づき行っているのである。
私は、高校生の時に習った孟子の教え、怵惕惻隠之心（じゅってきそくいんの心）
を思い出した。すなわち、何かの見返りを期待したり、そしりを受けることを避けたり
するためではなく、打算のない心を持って医師としてできることを行いたいと思っ
た。

薬剤師で体温、体重、身長、血圧、血糖の測定
と、診察後の調剤、投薬、服薬指導をこなしま
す。
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医薬品の供給体制
さて、活動が進むにつれ、ＪＨＰＡが今後取り扱っていく医薬品が一般用医薬品（ＯＴＣ）と医療用医薬品の両方が必要である
ことがわかってきました。しかし、ＪＨＰＡは医薬品を取り扱う事業者ではないため、ＪＨＰＡ役員の濱野氏の薬局を「医薬品供
給部」とし、医療機関間での医薬品の分譲や購入を行っていく予定です。
購入
医薬品供給部
企業や薬局からの寄付としての現物提供
本部または医薬品供給部
購入
医療用医薬品
医薬品供給部
薬局からの寄付としての現物提供
詳しい情報や必要な医薬品に関するお問い合わせは医薬品供給部担当、濱野謙一 hamano@japan-hpa.org まで。
【くすのき薬局；神戸市中央区楠町 5 丁目 4-16-101☎078-367-3663】
ＯＴＣ医薬品

今後の活動予定
≪現地活動≫
１） 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
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（
）での講義
２）カンボジア国際大学薬学部（International University ,Cambodia, Pharmaceutical department）
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。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

現在、日本国内の医薬品卸業者へ依頼し、シアヌーク病院で汎用されている医療用医薬品の見積もりを作成中。近日中には現地
でのミーティングの場を持ちたいと考えています。
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
ボランティアの蟹江さんに翻訳してもらった薬草図鑑をもとに、大学関係者にアタック中。カンボジアの薬用植物を研究したいと思
われる方、ご一報を！
現地活動参加役員及び会員（参加予定者）
≪国内活動≫
医師
薬剤師
他ボランティア
7，8 月
１）広報活動として講演活動を 10 月に予定
未定
七海陽子
加藤ミノル
11 月
雨森明
七海陽子
薬学生を予定

(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。

入会及び会費（寄付）のお願い
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。 振り込み先
ゆうちょ銀行 【店番】４５８ 【普通口座】１９３３６４５
個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円/年
個人会員＠年会費（＝寄付）；１万円 年
【名義】 特定非営利活動法人
法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円/年
法人会員＠年会費（＝寄付）；１０万円 年
Japan Healthcare Promotion Association
また、個別の寄付や物品での寄付も受け付けています。
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
必要な物品については、下記の通りです。
郵便局振替口座 00930-5-282252
特定非営利活動法人 ＪＨＰA
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。）
今回、配置薬を寄付して下さった企業
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