
第１回 日本国際小児保健学会 学術大会 
The first congress of the Japan International Child Health Association 

 
 

テーマ： だれひとり取り残さない小児保健医療をめざして 

Delivering Health Service for All Children; No one left behind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No one left behind ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：2017年8月26日(土)10：30 – 17:30 

会 場：国立研究開発法人国立成育医療研究センター 
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世界の子どもたちの 

健やかな成長発達を願って 

中村安秀 

第1 回日本国際小児保健学会学術大会大会長

甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授 

 

 

 

 

1995 年 3 月、岐阜市で開催された第 98 回日本小児科学会学術集会の夜に、三重大学小児科櫻井

實教授をはじめ有志が集まり、決起集会をもちました。当初から、Japan International Child 

Health Association（JICHA）のキーワードは、「子ども」「健康」「国際」でした。毎年、日本小児科

学会と日本国際保健医療学会に合わせて研究会やシンポジウムを開催し、世界のこどもたちの健康のため

の情報交換と自由な議論の場を提供してきました。 

その後、日本小児科学会の分科会として承認をうけることができ、若い世代の方々が組織の運営 

に積極的に関与するなかで、このたび浦部大策会長のすばらしいリーダーシップのもとで学会に

なったのはうれしい限りです。最初の発起人の一人として組織の成長発展を寿ぎたいという一念

で（幼児期から診療していた子どもの成人式を祝うような気持で）、記念すべき初回の学術集会の

会長をお引き受けさせていただきました。 

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ました。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ます。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ります。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います。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国際小児保健医療の新しい共生のあり

方が問われています。 

ジャパンを含む世界の子どもたちのために、「子ども」「健康」「国際」の実践活動と研究成果を蓄積

してきた JICHA が果たすべき役割はますます増大しています。混沌とした世界の政治経済情勢の中

で、現場に根ざした JICHA 学会の理念とネットワークがグローバル世界に輝きをもたらすことを期

待しています。 
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電車・バス 

■ 小田急線   成城学園前駅から 

小田急バス、東急バスで約 10 分 

（渋谷駅、用賀駅、等々力操車所、都立大学駅北口、弦巻営業所行） 

■ 東急田園都市線   用賀駅から 

バスで約 15 分 

（成城学園前駅行き） 

■ 東急田園都市線   二子玉川駅から 

バスで約 25 分 

（成育医療研究センター、美術館行） 

■ 渋谷駅から 

バスで約 40 分 

（小田急バス   成城学園前駅西口、調布駅南口行） 

（東急バス 成城学園前駅西口行） 

 

※詳細につきましては、各社にお問い合わせ下さい。 

タクシー・徒歩 

■ タクシー 

小田急線   成城学園前駅南口より   タクシーで 5 分 

■ 徒歩 

小田急線   祖師ヶ谷大蔵駅より   徒歩 15 分 
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成育医療研究センター前
バス停 

→渋谷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔会場〕教育研修棟 
 

 

 

 
 

 

※国立成育医療研究センターの敷地に入り、病院棟と研究棟の間の庭園を抜けて
会場の教育研修棟まで約５分かかります。 
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第第１１回回 日日本本国国際際小小児児保保健健学学会会学学術術大大会会 
プログラム・抄録集 

だれひとり取り残さない小児保健医療をめざして 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 期 

 

2017 年 8 月 26 日（土） 

国立研究開発法人国立成育医療研究センター教育研修棟大会議室（東京都世田谷区） 

 

大  会  長 

 

中村安秀（甲南大学教授・大阪大学名誉教授） 

 



 

 

 

 

教育研修棟    大講義室 

10:00 ～ 10:30 

受   付 

 

10:40 ～ 11:15 

一般口演１（3 題） 
座長：石和田 稔彦 

 

11:15 ～ 12:00 

一般口演２（4 題） 
座長：吉松 昌司 

 

12：00 ～ 13：00 

休 憩 

※この時間、JICHA   運営委員会を開催します。 

 

 

13:00 ～ 14:00 

JICHA 総会 

 

14:00 ～ 14:30 

基調講演「だれひとり取り残さない小児保健医療」 

中村 安秀 

14:30 ～ 15:00 

教育講演「わが国の小児保健・小児医療の課題」 

五十嵐 隆 

15:00 ～ 15:20 休憩 

 

15:20 ～ 17:00 

シンポジウム「 国際保健の現場はこんなに楽しい」 

座長：坂本 晶彦 高橋 謙造 

1. 堀内 清華   2. 神谷 保彦 

3．カエベタ 亜矢   4．野田 信一郎 

 

17:00～ 17:05 閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

18：00 ～ 懇親会 

 

 

８ 



 

 

 

 

10:30-10:40 開会の挨拶 

大会長：中村安秀（甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授） 

JICHA 代表：浦部大策（聖マリア病院 国際事業部） 

10:40-12:00 一般口演 

座長：石和田 稔彦（千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野） 

吉松昌司（国立病院機構南京都病院小児科） 

1. 我が国における小児結核とその動向～国際保健という視点で～ 

吉松昌司（国立病院機構南京都病院小児科） 

2. 回虫感染と小児の反復喘鳴との関連について 

－バングラデシュ農村での疫学調査 －（中間報告） 

竹内治子（東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学） 

3. 三重大学医学部での海外臨床実習による効果 

－次世代の国際協力、医学診療・教育・研究の国際化に向けて－ 

栗原康輔（四日市羽津医療センター） 

4. 渡航小児に対する「子ども医療メール相談」 

田中孝明（川崎医科大学小児科学教室） 

5. 保護者向け啓発事業を国際保健分野にどう活かすか 

坂本昌彦（佐久総合病院小児科兼国際保健医療科） 

6. フィールドにおける介入評価の研究デザインに関する経験と考察 

森臨太郎（国立成育医療研究センター・政策科学研究部） 

7. ラオス・マホソット病院における「病院の質管理」改善プロジェクト 

浦部大策（聖マリア病院国際事業部） 

13:00-14:00 JICHA 総会 

14:00-14:30 基調講演「だれひとり取り残さない小児保健医療」 

座長：田中孝明（JICHA 副代表・川崎医科大学小児科） 

演者：中村安秀（甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授） 

14:30-15:00 教育講演「わが国の小児保健・小児医療の課題」 

座長：浦部大策（聖マリア病院国際事業部） 

演者：五十嵐隆（国立成育医療研究センター理事長） 

15:20-17:00 シンポジウム「国際保健の現場はこんなに楽しい」 

座長：坂本昌彦（佐久総合病院国際保健医療科医員兼小児科医長） 

高橋謙造（帝京大学大学院公衆衛生学研究科） 

〔シンポジスト〕 

堀内清華（帝京大学大学院公衆衛生学研究科） 

神谷保彦（長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科） 

カエベタ亜矢（新宿区保健所保健予防課） 

野田信一郎（国立国際医療研究センター国際医療協力局連携協力部） 

18:00- 懇親会 
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だれひとり取り残さない小児保健医療 

中村安秀 

甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授 

 

 

東京都内で小児神経医としての10 年間の臨床経験を経て、電気も水道もないインドネシアの村の

ヘルス・ボランティアたちから、幸いにも、私自身はプライマリ・ヘルスケアの真髄を学ぶこと

ができた。その後、日本が貧しかった1948 年に世界で初めて作った母子手帳を世界に普及する

なかで、先進国や途上国を問わず、自国の母親や子どもたちのために夢を持ち続けて献身的に汗

を流す保健医療関係者と出会うことができた。 

いま、世界は理不尽な格差に満ちあふれている。2015 年は、国際協力にとって重要な転回点とな

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、17 の持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals: SDGs）とともに、「だれひとり取り残さない（no one left behind）」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。 

今後は、SDGs    の実現をめざして、国際保健医療協力活動が世界中で展開していくであろう。グロー

バリゼーションの世界においては、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。灼熱の厳しい環境のなかで世界の子どもたちの健康や貧困や人権の

課題に対峙してきた私たちの国際協力の経験は、取り巻く社会環境が大きく異なる部分を慎重に

吟味すれば、日本の子どもたちにも還元できるはずである。 

「だれひとり取り残さない」という理念を共有することにより、熱帯も砂漠も日本列島も同じ

地球の一員として、同じ言葉で語ることができる。各々の国や地域の人びとが大切にしてきた

文化、宗教、環境、慣習を尊重しながら、だれひとり取り残さない小児保健医療がグルーバル

に広がることを期待したい。 

 

 

1977 年東京大学医学部卒業。小児科医。都立病院小児科、保健所勤務などを経て、

JICA専門家（インドネシア）、UNHCR（アフガン難民医療）など途上国の保健医療   活

動に取り組む。東京大学小児科講師、ハーバード大学公衆衛生大学院研究員、大阪大

学大学院人間科学研究科教授などを経て、2017 年4 月より、甲南女子大学看護リハビ

リテーション学部教授、大阪大学名誉教授。日本国際保健医療学会理事長、国際ボラ

ンティア学会会長など、学際的な視点から市民社会に役立つ研究や教育に携わってい

る。国際保健、在住外国人の保健医療、災害保健医療など関心の幅は広いが、どこの

国にいっても子どもがいちばん好き。 
 

 

KS 基調講演 
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教育講演 

 

わが国の小児保健・小児医療の課題 

五十嵐隆 

国立成育医療研究センター理事長 

 

 

平成27 年のわが国の新生児および乳児の死亡率は1,000 人あたり0.9 人、2.1人で、世界的に最も

低い。小児への予防接種も徐々に整備され、細菌性髄膜炎や敗血症などの重症感染症が減少して

いる。一方、子どもの事故（傷害）数は減少しているが、子どもの死亡原因の高位を占める。わ

が国では出生時体重が2,500g以下の子どもが2010 年には9.6% となり、全体の出生時体重も平均

2,950g に減少した。わが国の子どもの疾病構造は大きく変化し、成人の疾病構造にも影響を与

える。 

わが国の20 歳未満の子どもの相対的貧困率は16.3%で、増加傾向にある。子どものために用い

られる公的支出はGDP の1.3%で、OECD35 ヶ国中下から7 番目である。子どもの貧困は子ども

の健康に直接悪影響するだけでなく、成人になってからの疾病を増やす。小児虐待件数は毎年増加

し、児童相談所への児童虐待相談対応件数は平成27 年度に約10 万件を超えた。児童相談所の権

限強化やChild death review 体制を構築することが求められている。 

低出生体重児や先天性心疾患などの慢性疾患の生存率が向上し、慢性的に身体・発達・行動・精

神状態に障害を持ち医療や支援が必要な子どもが増加している。これらの子どもの福祉支援、在

宅医療、成人への移行問題への対応が重要である。 

わが国の乳幼児健診の回数は国際的にも少ない。また、現在の学校健診では子どもの心身への対

応ができない。米国では3 歳までに12 回の健診があり、3 歳以後21 歳までは年1 回かかりつけ

医が時間をかけて心理・社会的面からも子どもの状況を把握し、予測されるリスクへの介入を行

う(health supervision)。また、医療保険が子どもの健診費用をカバーする。わが国でも小児科医

がこの様な健診を行うスキルを持ち、国や自治体がその健診費用を負担する制度を構築しなくて

はならない。 

 

 

1978年3月 東京大学医学部医学科卒、小児科研修医 

1982年9月 東京大学医学部小児科助手 

1985年7月 Harvard 大学Boston 小児病院研究所、research fellow 

1991年4月 東京大学医学部附属病院分院小児科講師 

2000年6月 東京大学医学部小児科教授 

2004年4月 東京大学医学部附属病院副院長 

2011年4月 東京大学研究教育評議員 

2012年4月 国立成育医療研究センター理事長

現在に至る。 

 

ES 教育講演 
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S-1 シンポジウム 
 

 

 

私のキャリアパス 

堀内清華 

帝京大学公衆衛生学研究科 

 

「国際保健に興味はあるけど、何から始めたらいいのかわからない。」「どんなキャリアパスがあるの

かわからずに不安でなかなか飛び込めない。」という話はよく聞きます。私も振り返ってみると、常に

暗中模索で、どのように国際保健分野でキャリアを形成していくのか悩みを繰り返して今に至ります。

国際保健のキャリアはおそらく十人十色で紆余曲折、様々な経験を積みながらキャリアを作っていくの

だと思っていますが、私のこれまでの軌跡を一例として示しつつ、決断するときに大切にしたことなど

も併せて紹介します。私はこれまでラオス国に長く関わり、自身が直接医者として医療行為を行うので

はなく、行政機関の強化支援を行ってきました。約4 年間ラオスで働く中で、県・郡レベルの行政機関、保

健省、国際機関、それぞれのレベルで働く機会を得ました。一つの国で上から下まで見ることができたのは、

全体像を俯瞰する上でも大変幸運でした。シンポジウム当日は、県、中央、国際機関で自身がしてきた仕事

内容を紹介します。中でも、直近の世界保健機関ラオス国事務所母子保健課での仕事を詳しく紹介していき

ます。短期コンサルタントとしての私の主な仕事は、母子保健分野のモニタリング評価システムの構築・強

化、保険の基礎になる必須医療サービスパッケージの設定でした。ラオスでは 

2016 年より母子保健戦略が刷新されており、新しい戦略をモニタリングするための仕組み改善が喫緊の

課題でした。関係機関と協力しながら、モニタリング評価枠組みの設定と指標の選定を行いました。また、

ラオスでも2025 年のユニバーサルヘルスカバレッジ達成に向けて制度改革の動きが加速化しており、サ

ービスパッケージはその重要な基盤となります。タイミングよくサービスパッケージに関われたことはと

ても興味深く、私自身学ぶことが多くありました。どのような基準でパッケージを決めていったのか、パ

ッケージ決定のプロセスについてお話しします。 

私の事例が、今後国際保健に進もうと考えている方々の参考になれば幸いです。 

 

 

 

山梨大学医学部卒。成育医療研究センター総合診療部での小児科後期研修終了後、JICA    の長

期専門家としてラオス国の母子保健サービス統合強化プロジェクトに3 年間勤務し、ラ 

オス国における母子保健サービスの利用率を上げるために、複数ある母子保健サービスの技

術的統合の支援に加え、県レベルでの母子保健行政の改善を支援した。プロジェクト終了 

後、保健セクター事業調整能力強化プロジェクトの短期専門家として、ラオス国保健セク 

ターの年間計画策定の効率化のための支援を行った。2016 年より1 年間ロンドン大学衛生熱

帯医学大学院で疫学修士課程で学んだ。修士課程修了後、世界保健機関（WHO）ラオス国事

務所の母子保健コンサルタントとして、母子保健分野のモニタリング評価システムの 強化と、

保険の基盤となる必須サービスリストの作成に携わった。2017 年4 月より現職。国際母子保

健、地域保健の教鞭をとるほか、WHO と連携してラオス国における早期必須新生児ケアのモ

ニタリングシステム評価のための研究を行っている。 
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S-2 シンポジウム 
 

 

 

控え目の支援でささやかな喜びを求めて 

神谷保彦 

長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科 

 

これまでの国際保健の経験は、緊急援助と開発援助、協力と研究・教育がそれぞれ半々であるが、障害

児やストリートチルドレンの支援など、組織に属さず個人的なボランティア活動も行っている。それぞ

れの現場で、理不尽さを突き付けられ、もどかしさを感じることも多い。紛争や災害で援助も届かず亡

くなって行く人たち、紛争悪化で私たち援助ワーカーは緊急逃避できても、残される難民の人たち。困

難な境遇のなかで生き抜く人々から学び、鍛えられたが、それでキャリアアップする私と取り残される

人たちとの非対称性に躓くことも多かった。 

国際保健に関わり始めた当初、臨床に携わることも多かったが、診療だけでは当然ながら不十分である

ことを痛感した。罹患や重症化を促す様々な要因、アクセスの困難さ、医療サービスの問題が大きい。

例えば、家で薪から出る煙に日々暴露されている子どもの肺炎は、家屋内の空気汚染を改善しないと繰

り返す。重症栄養失調児の退院後死亡も多かった。ヘルスボランティアに付いて、家庭訪問をし、日々

の暮らしの中での改善、医療へのアクセス向上を目指しても、これまでの受診時にスタッフから受けた

ぞんざいな対応から、受診を躊躇する人も多い。診療所には薬があり、スタッフが配属されていても、

援助プロジェクトによる会議や研修が頻繁にあり不在であることも多い。サービスの不足が目立ちやす

い一方で、過剰なサービスもみられ、抗菌剤や注射薬の過剰な投与は途上国の方が顕著である。ニーズ

とサービスのミスマッチによる医療ケアの不足と過剰の共存が常態化しているが、ちょっとしたケア、

資源が少ない中での即興的な遣り繰りで状態が劇的に良くなることも少なくない。 

保健システム面では、よく指摘される政策―実践ギャップや実践でのknow-do gapはあって当たり前で、

そのギャップを政策決定者と現場スタッフとの間の良い意味での緊張感に転化し、患者や住民が中心の

保健システムを機能させることに傾注してきた。しかし、政策やシステムよりも組織体制に問題が多い。そ

れは途上国も日本も変わらない。組織が持つ自己保身性、経路依存性、組織内の人間関係、連携の難しさが

足枷になっている。連携不足は緊急援助では良く知られているが、組織間だけでなく、組織内部の現場とヘ

ッドクォーターとの間や現場内でも露呈する。連携は、クラスターアプローチなどのメカニズムを通しても、

自己実現や承認欲求が出てしまい、形骸化しやすいが、連携する相手を利用するのではなくリスペクトし譲

歩する姿勢が本来求められる。 

国際保健業界のなかで、コネを利用してパフォーマンスを発揮するチャンスを得て、キャリアを形作っ

てきたが、現地との繋がりを大切にしつつ、コネを断ち切り、やり過ぎず、控え目の遠慮がちの助け合

いを通して、お互いのささやかな楽しみ、喜びを分かち合いたい。 

 

京都出身、1985 年高知医大卒業後、滋賀医大小児科、第一びわこ学園小児科に勤務。

リバプール熱帯医学校熱帯小児医学修士課程、リバプール大学博士課程修了。 

ガーナ野口研、ケニアKEMRIJICA    専門家及びチームリーダー、JEN（旧ユーゴ紛争）、 

AMDA(ルワンダ難民)、SHARE（東チモール）、MSH-USAID（フィリピン）、ピースウィ ン

ズジャパン（イラククルド）、ジャパンプラットフォーム（パキスタン地震）、 

HANDS（西ケニア地域保健）など経て、長崎大学特任教授（大洋州予防接種強化）、同大

国際健康開発研究科から現在、同熱帯医学グローバルヘルス研究科教授 
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S-3 シンポジウム 
 

 

 

国際保健分野の仕事の魅力 
カエベタ亜矢 

新宿区保健所保健予防課 

 

＜はじめに＞国際保健分野の仕事は多岐に渡ります。緊急支援等の短期集中型のものから、保健体制強

化やシステム構築等の数年に渡る長期の事業もあります。多くの事業は、複数のスタッフが従事します

が、医療職のみならず、複数の職種から成るチームの一員として事業に従事することが多くあります。

入職の年齢制限が定められている職種もありますが、日本で経験を積んで、その経験と専門性を生かし

た業務も沢山あるので、国際保健分野の活動を始めるのは、何歳になっても可能であるといえると思い

ます。 

＜自身の経験からの学び＞私が国際保健の仕事に従事する前に持っていたイメージは、現地ではドラマ

ティックな日常が展開されているのだろう、というものでした。実際は、地道で、非常に根気を要する

仕事でした。私は、日本の組織の事業をザンビアで実施するという形態の業務に従事していましたので、日本

の組織と密に連絡を取りつつ、現地の関係者と調整をしながら事業を進める必要がありました。事前に得た情

報から、どの組織や人達が関わっているのか、およそ把握はできますが、現場の実情を把握するためには、自

分の目で確かめる以外に方法はなく、これには時間と労力がかかります。効率は悪くても、足しげくフィール

ドに通い、関係者と密に連絡を取り、ネットワークを構築していく以外に方法はありません。フィールドをよ

く知る事は、事業を進める上でも必要になるので、遠回りに感じても、最終的には、事業の成果につながるこ

ともあります。 

＜ワークライフバランスについて＞日本に比べると、医療体制や教育システムなどが整っておらず、心

配な側面もありますが、ザンビアは、子育てと仕事が両立しやすい環境でした。仕事を持っているザン

ビア人女性は、子育てと仕事を両立している人達も多く、回りに子育て中の女性が多い職場環境だった

のと、子どもの世話をしてくれる人を雇うことが比較的容易であったためです。 

＜まとめ＞国際保健分野の仕事の魅力は、多様な事業があり、その中で求められている役割も様々で、

その中から、自分の興味と適正に合った仕事を選べることです。また、医療従事者のみならず、多職種

の人達と一緒に仕事をすることで、医療分野の視点も持つことができるため、自分の経験と能力の幅を

広げる良い機会にもなります。一方で、途上国での仕事は、文化が違う、環境が整っていない、治安が

良くない等、生活や仕事をする上での課題も多く、身体的・精神的負担が大きく、それを克服する強さ

も備えている必要があります。事業の評価が高く、個人的にも満足して１つの事業を終える事は理想的

ですが、時には、体調を崩したり、精神的に疲弊して帰国せざるを得ないこともあるかもしれません。

それでも、海外での生活と仕事の経験は、その後の大きな糧となってくれることは間違いないと思いま

す。 

 

 

1997 年千葉大学医学部卒、東京大学医学部小児科入局。東京都青梅市立総合病院小児科勤務

を経て、2000 年JICA 技術協力プロジェクト（プライマリーヘルスケア）の専門家としてザ

ンビアへ渡る。ザンビアでは、HIV/AIDS に関する研究、結核予防会結核対策事業（コミュ

ニティDOTS）、JICA プロジェクト（都市コミュニティ小児保健システム強化）等に携わ

り、2014 年帰国。現在は、東京都公衆衛生医師として勤務。３人の娘（現在、中１、中２、

高１）の母親。 
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S-4 シンポジウム 
 

 

 

私とグローバル・ヘルス 
野田信一郎 

国立国際医療研究センター国際医療協力局連携協力部 

 

報告者は大学５年生の時に国際保健をライフワークにすることを決心し、５年間の小児科臨床およ 

び地域保健の後、留学して公衆衛生と熱帯医学を学び、大学卒業後10 年目の2002 年、国立国際医療

研究センター（当時の国立国際医療センター）国際医療協力局に入り、本格的に国際保健医療協力 の

仕事を始めた。報告者のこの分野での15 年のキャリアは、ミレニアム開発目標（MDGs）の期間とオ

ーバーラップする。MDGs の中でもMDG4 とMDG5 の達成を目指し、中米ホンジュラスと東南アジア

のラオスにて主に母子保健に従事してきた。国際保健の分野では、1978 年のアルマ・アタ宣言と共に

提唱されたプライマリ・ヘルスケアを皮切りに、様々なイニシアティブやアプローチが提案 されてき

ているが、いずれもその実施においては課題を抱えてきた。そのため、報告者はこれらの アプローチ

を如何に効率的・効果的に実施し、必要なケアを母と子に届けるかに関心を持った。最 初に興味を持

ったのは小児疾患統合管理（IMCI）であったが、2005 年に、より包括的なアプローチである小児生存

戦略（CSS）と継続ケア（COC）が提唱され、更らに2007       年に保健システム強化（ 

HSS）がMDG4 とMDG5 の達成には必要不可欠であることが報告されたため、CSS、COC、HSS に基づ

いた母、新生児、小児のための統合的ケアサービス戦略の策定とそれを基にした母子保健のプログ

ラム化をラオスにおいて保健省と援助協調を促しながら進めた。また、2005 年に援助効果向上に関

するパリ宣言が出され、ラオスにおいてもパリ宣言の5 原則の履行が求められたため、母子保健だけでは

なく、保健セクター全体がプロジェクト・ベースからプログラム・ベースの事業展開に変換するのを保

健省と二人三脚で取り組んだ。また報告者は、2006 年より厚生労働省の国際課に出向し、 

G8 保健大臣会合やWHO の世界保健総会などのガバナンス系の会議にも関わる機会を得た。それまで

教科書や報告書でしか接する機会のなかった国際社会の現場に直接関与できたことは貴重な経験であ

った。夢中で走り続けてきた15 年であったが、自分が興味をもったグローバルのイニシアティブや

アプローチに、郡レベルからグローバルレベルまで幅広く関与することができた。今、ポスト 

MDGs     として持続可能な開発目標（SDGs）の時代に入り、保健セクターではユニバーサル・ヘルス・カ

バレッジが主要アジェンダとなった。また、国際保健から先進国と開発途上国という区別を越えたグロ

ーバル・ヘルスの時代となり、更にダイナミズムが増してきている。そのような時代にグローバル・ヘ

ルスを目指す次の世代の人たちとの活発な意見交換を期待している。 

 

 

1992 年高知医科大学（現高知大学）医学部医学科卒業。沖縄県立中部病院で臨床研修（小児

科レジデント）、沖縄県立八重山病院小児科勤務、高知医科大学医学部衛生学教室助手、チ

ューレン大学公衆衛生熱帯医学大学院修士課程を経て、2002 年より国立国際医療センター 

（現国立国際医療研究センター）国際医療協力局に入り現在に至る。 

2003 年～2004 年JICA ホンジュラス第7 保健地域リプロダクティブヘルス向上プロジェクト長

期専門家、2004 年～2005 年同プロジェクトチーフアドバイザー、2005 年～2006 年厚生労働

省大臣官房国際課課長補佐、2008 年～2010  年JICA  ラオス保健セクター事業調整能力強化チーフ

アドバイザー、2013 年～2016  年JICA  ラオス保健セクター事業調整能力強化フェーズ２チーフ

アドバイザー 
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1 一般演題〔口演発表〕 
 

 

我が国における小児結核とその動向～国際保健という視点で～ 
Childhood Tuberculosis in Japan and its trend 

吉松昌司1)、徳永修1)               

1) 国立病院機構南京都病院小児科 

【背景】我が国の小児結核症例は順調に減少し、2012 年63 例、2013 年66 例、2014 年49例と非常に稀な

感染症となり、日本の小児科医が結核に遭遇する機会は非常に稀となった。一方、結核は世界三大感染症の

一つで、国際保健に関与する者が知るべき疾患である。また、外国籍・外国生まれの小児結核患者数は10 

人程度とほぼ横ばいであるが、小児結核患者におけるその割合は年々増加しており、その動向は注視すべき

である。 

【方法】2012～14 年に我国の結核サーベイランスシステムに登録された小児結核発病例全例を対象に登録

保健所宛に調査票を送付し、その症例背景、診断、治療などに関する情報を集計した。症例に関する情報が

把握できた2012 年登録55 例、2013 年登録52 例、2014年登録40 例（計147 例,82.6%）を対象に、外国人

小児結核に関する情報を検討した。 

【結果】外国籍（親のどちらかが外国籍も含む）または高蔓延国に居住歴のある小児結核例は、2012 年 

12 例(21.8%)、2013 年11 例(21.2%)、2014 年10 例(25%)、計35 例（23.4%）であった。男女比は12:23、年

齢分布は、0－4 歳12 例（34.3%）、5－9 歳11 例(31.4)、10－14 歳12 例(34.3%)であった。主な国籍は、フィ

リピン（15 例）、ベトナム（6 例）などアジア諸国が殆どであった。発見契機は、有症状受診14 例(40%)、接

触者健診発見10 例(28.6%)、学校検診4 例(11.4%)、海外での診断7 例(20%)であった。約９割の患者が標準

的治療を受けていた。国外転出や副作用で4 例(11.4%)が治療中断した。多剤耐性結核の報告は、対象例中には

見られなかった。 

【結論】小児結核症例が年々減少する中、高蔓延国からの転入小児例が約1/4 を占めている。結核感染・発

病ハイリスクグループとして精度の高い入国時検診（学校検診等）の適用が必要と思われる。また、国外転

出などでの治療中断もあり、フォローアップが困難な例もある。 

 

 

回虫感染と小児の反復喘鳴との関連について 

－バングラデシュ農村での疫学調査－（中間報告） 

竹内治子1)、Al Fazal Khan2)、高梨さやか3)、Samar Kumar Hore2)、 

S. M. Tafsir Hasan2)、Sultana Yeasmin2)、神馬征峰1)、岩田力4) 

1)東京大学大学院医学系研究科国際地域保健学 

2)International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) 

3)東京大学大学院医学系研究科発達医科学 4) 東京家政大学子ども学部 

【背景】気管支喘息は先進工業国に多く寄生虫感染で抑えられると言われる。我々が2001 年にバングラデ

シュの農村で5 歳児を対象に行った調査では反復喘鳴の有病率は16.1％と低くなく、幼少時の肺炎の既往・

家族歴・抗回虫IgE 高値がその危険因子であった。2001 年以降バングラデシュでは国家寄生虫対策が行われ

ている。小児の反復喘鳴と回虫感染の関連を検討するため再度同様の質問表で疫学調査を行った。 

【方法】対象はバングラデシュ農村のicddr,b のマトラブ人口動態調査地域に住む同意の得られた5歳児全員。 

2015 年12 月よりInternational Study of Asthma and Allergies in Childhood の質問表で分類し、家族歴・世帯環

境等の情報を収集した。現在喘鳴群全員と同数の無作為抽出した非喘鳴群に便寄生虫卵検査と免疫検査用の血液採

取を行った。 

【結果】同定された現在喘鳴群は8.7％（1658 名中）であり、2001 年の16.1％（1587 名中）から有意に減

少した（p<0.001）。回虫感染率は2001 年の75％から19％以下へと激減した。小児の体格は大きくなった。

地域は大きく経済発展した。電気の普及率は27％から65％に増え、世帯の月平均収入は3 倍に増加した。教育

を受けていない母は40％から10％に、父は34％から18％に減少した。 

【結論】2001 年から2016年までの間に、喘鳴の有病率が減少し、回虫感染率が下がり、地域の社会経済状

況は大きく発展した。またこの間Hib・肺炎球菌ワクチンが普及し肺炎感染既往の減少も予測される。2017 

年現在、データは収集・解析途上であるが、現在喘鳴の有病率減少には国家寄生虫対策による回虫感染率の

低下とHib・肺炎球菌ワクチンの普及による肺炎既往減少が寄与している可能性が考えられる。データ収集 

・解析をさらに進める予定である。 
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三重大学医学部での海外臨床実習による効果 

－次世代の国際協力、医学診療・教育・研究の国際化に向けて－ 

栗原康輔 1)、塩地夏希 2)、堀浩樹 3) 

1)四日市羽津医療センター   2)松阪中央総合病院 

3)三重大学大学院医学系研究科医学医療教育学 

【はじめに】国際化が進む現代社会において、医療おける国際化も急速に進んでいる。医学における文化的、社会

的、国際的視野を持った医師の育成が求められており、海外の多くの医学部では国際的に活躍する人材の育成に向

けての教育活動が展開されている。その代表が海外臨床実習International Health Electives(IHE) である。 

【概要】三重大学医学部では「三重から世界へ、世界から三重へ」という理念の下、毎年 60 名近い医学科第 6 

学年学生が先進国だけではなく、アフリカ、アジアの開発途上国、新興国での IHE に参加している。成績や語学

力による選抜は行わず学生の学習意欲を重視した選択実習であり、希望診療科として小児科を選ぶ学生も多い。

これらは学部間協定を基盤にした交流であり姉妹大学の学生も三重大学附属病院へ実習に来ている。本発表では、

IHEの効果と課題を検討することを目的に、2006年から 2016 年までの期間にIHE に参加した学生の学びに

関して実習報告書より後方視的に解析した。 

【考察】学生は海外の医療との出会いを通して、多職種間連携、熱帯医学、医療保険制度、医学教育制度等

の「医学知識および技能」、語学、コミュニケーション能力、人・文化との新しい出会い等の「社会的スキ

ル」、勉学へのモチベーションの向上、患者医師関係等の「プロフェッショナリズム」に関する学びを得て

いた。学習の方向性としては自己の振り返りが多く、言語に対する興味が高かった。臨床実習効果に関して

は、途上国では熱帯医学を学んだ一方で、先進国の実習では見学となることが多く日本での実習の方がより

知識・技能を得られるとした意見もあった。 

【まとめ】IHE  を通して医学生は医療の文化的、社会的、国際的側面を学ぶことができた。更に効果的な   IHE を

実施するためには、実践的英語力やコミュニケーション力を継続して学べるカリキュラムの強化や体系的な国

際化教育を導入し、既に実施している IHE との連携により高い教育効果を達成することが望まれる。 

 

 

渡航小児に対する「子ども医療メール相談」 

田中孝明1)、福島慎二2)、坂本昌彦3)、浦部大策4)、中野貴司1)、中村安秀5) 

1) 川崎医科大学小児科学教室   2) 東京医科大学病院渡航者医療センター/感染制御部・感染症科 

3) 佐久総合病院佐久医療センター小児科   4) 聖マリア病院国際事業部 

5) 甲南女子大学看護リハビリテーション学部 

 

【背景】在外教育施設とは、海外に在留する日本人の子どものための日本人学校、補習授業校、私立在外教

育施設である。国際小児保健学会（Japan International Child Health Association, JICHA）は、在外教育施設

に派遣される教員およびその配偶者に対し、派遣前研修会の健康対策を長年担当している。2014 年から派

遣教員の帯同小児に対してメールによる医療相談を開設し、一定数の相談を受けてきたが、文部科学省の委

託を受け、2017年1月から全在外教育施設に通学する児童約2万1千人およびその同胞に対象を拡大した。今回、

海外で生活する小児の健康に関する現状を把握することを目的とし、同年1 月から6月までのメール相談内容

について報告する。 

【方法】文部科学省初等中等教育局国際教育課を通じて約50 か国・89 校にメール医療相談の案内を通知し、

渡航前および海外滞在中の小児を対象（一部成人を含む）にメールによる医療相談を実施した。さらに6 か月

間の相談に対し、滞在国、年齢、性別、相談内容について集計した。 

【結果】相談件数は、のべ182 件であり、渡航前が66 件、海外滞在中が116 件であった。渡航地域は東南・

南アジアが34.0%、欧米・大洋州が31.4%を占め、年齢中央値は8     歳であった。渡航前の相談内容は、予防接種

72.7%、アレルギー疾患4.5%、循環器疾患4.5%であり、海外滞在中の相談内容は、予防接種19.8%、皮膚      疾

患11.2%、腎・泌尿器疾患9.5%、一般感染症6.9%であった。特に精神疾患（6.0%）および発達障害（5.2%）    は

メールでの対応に苦慮した。 

【結論】渡航前は予防接種や基礎疾患が主な相談内容であるのに対し、海外滞在中は現地で発症した疾患の

相談が目立っていた。また、現地で対応困難な内容を把握することで、渡航前診療におけるアドバイスに役

立てると考えた。 
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保護者向け啓発事業を国際保健分野にどう活かすか 

坂 本 昌 彦 1)                                             

1) 佐久総合病院小児科兼国際保健医療科 
 

【はじめに】近年国内では地域の繋がりが希薄化し、子育て環境は以前より厳しいとされる。子どもの貧困、

虐待など社会問題も増加する中、子育て支援を行い家族の不安を軽減することは小児科医の責務である。 

【概要】佐久医師会は、佐久市より委託を受け、2015 年から「教えてドクター」事業を開始した。これは 

①子どもの病気やホームケア、受診の目安等を分かりやすく解説した冊子やフライヤーを作成し、②保育施設

で小児科医自らが出前講座を行い、③冊子内容を移植したアプリを作成する３本柱のプロジェクトである。 

2016 年に南佐久郡の6 町村にも拡大し、2018 年度に改訂版を制作予定である。また在留外国人や海外在

留邦人の保護者向けの啓発ツールも計画中である。 

【考察】本事業の目的は  1)特に3 歳までの児を持つご家族に焦点を置いた子育て不安の軽減、2)不用意な医

療機関受診の抑制を促すことによる救急医療負担軽減、3)結果としてご家族の経済負担の抑制の3 点である。

また保育施設に小児科医が自ら足を運ぶことで、地域の子どもたちの保育環境を把握し、病院受診前の保護者

が抱える不安も知ることができる。こういった保護者向けの啓発活動は、小児医療へのアクセスが悪い保護者

に特に届けられるべきである。国際保健の文脈で考えると、一つは在日外国人の保護者であろう。言葉や文化

の壁は病院受診を躊躇う大きな要因である。もう一つは海外に駐在する邦人やそのご家族であろう。海外在留

邦人の子育ては国内と比べると不安も多く、言葉や医療システムの違いもあり病院に受診しづらい。駐在家族

の子育て支援も渡航医学の課題のひとつであると考え、タイ・バンコクの子育てNPO 等と協力し、在留邦人

向けのコンテンツを計画中である。また在日外国人向けにも冊子やアプリの多言語版制作について検討中であ

る。 

【まとめ】「教えてドクター」事業の紹介とともに、本事業の国際保健分野への応用の可能性について考察

する。 

 

フィールドにおける介入評価の研究デザインに関する経験と考察 

森 臨 太 郎 1)                                                          

1) 国立成育医療研究センター・政策科学研究部 

 

【はじめに】途上国のフィールドにおける政策やプロジェクトといった介入の評価方法について、様々な論

議がある。 

【概要】演者が他の研究者とともに、近年かかわってきた、1)マダガスカルにおけるカンガルーケア（ランダ      ム

化比較試験＝RCT） 2)モンゴルにおける母子健康手帳（クラスターRCT） 3)バングラデッシュにおける地域

活性（クラスターRCT）        4)アンゴラにおける母子健康手帳（クラスターRCT） 

5)フィジーにおける生活習慣病予防（RCT）        6)バングラデッシュの妊婦健診における携帯電話活用（RCT） 

7)モンゴルの小学校における認知向上のための運動（クラスターRCT）  8)セネガルにおける成果連動型融資 

（クラスターRCT） といった、途上国フィールド介入のRCT による評価の経験を振り返り、その評価方法のあ

り方やプロセスの実際と、最近の知見について文献整理した。 

【考察】途上国フィールドにおいて、介入の評価にRCT     を適用することは多くの場合可能であった。一方、倫理

審査や地域関係構築、ニーズの洗い出し、介入目的の整理が成功のカギであった。研究デザイン構築の過程

で、RCT        の必然性のない場合、適切な研究デザインの選択方法は確立しつつある。地域参加型アプローチ 

（Community-based participatory approach＝CBPR）や系統的レビューなどの適用基準についての配慮を含

めた評価は、政策化率も上がる傾向がみられた。評価方法の根幹デザインとともに、アウトカム評価として、

量的評価とともに質的評価を組み込むことも重要と考えられた。 

【まとめ】途上国のフィールドにおける介入の評価方法について 1)多くの場合ランダム化比較試験が施行可

能  2)デザイン構築のプロセスとして、実現可能性を鑑みた段階的変更が効果的   3)評価の質を高めるプロセ

スにより介入の目的が整理 4)地域ニーズに即したCBPR といった志向性が必須  5)関係者との調整や倫理審

査など、経験の共有も必要   6)量的評価と質的評価は両輪 
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ラオス・マホソット病院における「病院の質管理」

改善プロジェクト 

The Project to improve ‘Management of Hospital Quality’ in Mahosot 

Hospital, Lao PDR 

浦部大策1) 

1)聖マリア病院国際事業部 

【初めに】ラオスの首都にあるマホソット病院は、保健省の直轄病院であり、国から様々な指示が出される。

近年はアセアン域内共通の医療基準への対応、高度医療サービスの導入、一般市民への医療対応(接遇)向上等、

多面的な病院の質改善が求められていた。しかし、病院の質というのはその実態が見えず、取り組むのは容易で

はない。当院は以前よりマホソット病院と交流があり、今回、2014 年から3 年のプロジェクトとして「病院の

質管理」改善活動に参加する機会を得た。ここで、質を客観的な数値で表現する事を試みた。 

【概要】病院の今の『質』を把握する為に、第一段階としてまず病院の質を表す項目を患者接遇、医療技術、

人材育成、物品管理、等の項目に分け、項目別に質を表現する方法を考えた。第二段階として、接遇を例にと

り、質問票を用いてマホソット病院での患者に対する職員の態度：声かけ、挨拶、説明、待ち時間、などの項

目について患者満足度調査を行い、その結果を『現在の接遇の質』を表す数値として利用した。 

【考察】患者満足度調査の数値を『現在の接遇の質』値として、病院の職種、部門間の数値を比較した結果、

多くの職種で「挨拶」、「待ち時間」、「説明」などについて患者の満足度は低かった。更に、検査、放射線

検査などではその日のうちに検査結果を貰えない、といった不満が挙げられたため、更に、実際の待ち時間調

査を行った。 

【まとめ】病院の質といっても、このような抽象的な内容は、改善すべき「今」と、改善された「後」で 

の対象の変化を比較する事が難しい。抽象事象に取り組む際、対象を客観的な数値で表現する方法を設定

できると、漠然としていた内容が明瞭になり改善活動を進めやすくなる。今回のプロジェクトでも、対象

課題を可視化する事で改善すべき問題の所在が明確になり、それによって次に行うべき行動が非常に解り

易くなったと考えている。 
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