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▼ 特定非営利活動法人

ジャパンハート

「医療の届かないところに
医療を届ける」
アジアの途上国を
で 医療サポート
「日本の心」
今回は「日本の心」でアジア各国の

医療サポートをされている団体をご紹介します。

その名も
「ジャパンハート」。

「小さな親切」運動とも通じる
“心”
を大切にした活動をしています。

命を救いたい
創始者吉岡秀人氏の
想い

今、私たちは病気になればいつで

も病院に行って、最新の医療を受け

ることができます。健康診断も、企

業や自治体のサポートで定期的に受

けることができます。

しかし、アジアの発展途上国では、

医療施設、保険制度の不備や貧困の

ため、十分な医療を受けることがで

きない国がとても多いのです。特に

幼い子どもがその犠牲となり、毎年、

日本であれば救えたであろう多くの

命が失われています。

こうした現状に対して、
「医療の届

かないところに医療を届ける」活動

をされているのが、
「特定非営利活動

法人 ジャパンハート」です。同法人

しょう

東京事務局の理事で、事務局長の佐

藤 抄 さんにお話を伺いました。

「最高顧問である小児外科医の吉岡

秀人が、１９９５年にミャンマーで

医療活動を始めました。その際の経

験から、現在のような活動の必要性

を感じ、２００４年に国際医療ボラ

ンティア団体としてスタートしまし

た」
。

2

る医療班の確保等々。
し か し、次 第 に 吉 岡 医 師 に 賛 同

になる前に亡くなっていますが、年

収が 万円程度の地域では、手も足

も出ません。

しかし、驚いたことにジャパンハー

する人々や団体が増えていきました。
この 吉 岡 医 師 の 話 は、 毎 日 放 送 の

トの施設なら、治療費が全て〝無料〟

となるのです。

なぜ、このようなことが可能なの

若き吉岡医師はミャンマーでの医
けではなく、現地の人の生活や文化

を行うためには、単に医療を施すだ

師を派遣するまでに成長しています。

ラオスへ毎年７００名の医師や看護

いますが、なによりも派遣している

「もちろん、経費はご寄附等から賄

でしょうか。

療活動を経て、二つのことに気付き
に寄り添った、医療サポートを行う

てくださっていることが大きいと思

無償で、ボランティアとして活動し

医師や看護師の皆さんはまったくの

ました。一つは、自分の医師として
さらに、地元の医師を育てること

派遣スタッフには人件費がかかりま

行われていたような医療ボランティ

も、恒久的な医療体制づくりに欠か
これらの国には、日本のような健

います。現地のスタッフは有給ですが、

アでは、現地の人に本当に必要なサ

せない要素でした。その実現のために、

い」という意思を持ってい

道を歩む人は元々「人の役に立ちた

佐藤さんによると、医療や看護の

ポートをすることができないという

山岳地域で多くの巡回治療を行う。

せん」と、佐藤さんは教えてくれま

ラオス

康保険制度はなく、医療にかかる経

で行う。13年間の活動で治療件数

ジャパンハートは誕生しました。

は11万8千件に上る。

ことでした。

を中心に外来診療と手術活動を無償

した。現地までの飛行機代なども全

ワッチェ慈善病院にて、 貧しい人々

費は全額自己負担になります。特に

ミャンマー

「言うは易し」ですが、実践するに

設した。

そこで、吉岡医師は日本にいった

応する「こども医療センター」 を増

て自己負担です。それで年間７００

人件費がかからない
医療サポートとは

必要があると考えました。

現在は、ミャンマー、カンボジア、

いかもしれません。

送されていますのでご存知の方も多

「情熱大陸」を始め、何度もテレビ放

手術中の吉岡医師

の未熟さ。そしてもう一つは、当時

2018年には、 小児がん治療へも対

乳幼児の死亡率が高く、ミャンマー

で無償で医療を受けられる。さらに

は多くの障壁があります。予算、医

ンター」 を開設。 子どもから大人ま

ん戻り、自らの技術や能力を磨きま

2016年、「ジャパン ハ ート医 療 セ

人ものスタッフを派遣できるとは！

カンボジア

では１０００人のうち 人が、 歳

各国での主な活動

療拠点、現地政府との調整、派遣す

カンボジア

した。また、自分が思うような活動

ラオス
ミャンマー

る人が多く、ここがい

ジャパンハート東京事務局
理事・事務局長 佐藤抄さん
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かにも日本人らしいの

3

中国
インド
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ですが、ボランティアに来てあげた
も異なる地で活動することにより、自

「今回、日本とは大きく環境も言語

ジャパンハート

という態度ではなく、
「自分たちもそ
らがこれまで得てきた知識やスキルが、

▼ 特定非営利活動法人

こで学ばせてもらっている」という
現地の方に医療という形で少しでも貢

クローズアップ ▼ ▼

姿勢で参加されるのだそうです。

くるのでしょう。

色々な形で
ジャパンハートを
支援できる

方々はみんな同じよ

うな笑顔なんだろう

なと想像してしまい

ました。

活動の最終目的は、

現地のスタッフが医

療技術を学び、自分

献できたことに喜びを感じ、改めて医

それにしても、まったくのボラン

たちだけで運営がで

現地では、他の国からも多くのボ

ティアとなると、参加者ご自身の生

きるようにすること

療者としてのやりがいを持ちました」

活の方が気になります。

です。カンボジアで

ランティア団体が来て活動していま
「自分自身の看護のモチベーション

「 週間ほどの短い派遣もあります

添うという「心の医療」にまで踏み

人の生活や文化を知り、心情に寄り

でしたし、体力も、金銭面も調整が必

に参加することは、とても勇気が必要

す。年齢的に海外で医療ボランティア

加していただけます」と佐藤さん。

意思疎通ができますので、気軽に参

行けますし、現地では日本語だけで

ので、一般の方でもお休みを使って

支援の充実が必要です。

はいえ、まだまだ道は半ばですので、

はその下地ができ始めています。と

（脳神経外科医）

異なる特長です。そのため、単に身
を保つためにも、また参加したいで

込めるということでした。

要でしたが、そんなことはこの日本で

参加できます。もっとも手軽なのは、

すが、こうした点は決定的に他とは
体を治療するだけではなく、現地の

日本の心、つまり「ジャパンハー

はどうにか解決できるものです。ボラ

契機として、ボランティアに興味を

をしながら、各国の文化に触れ、ボ

従事者だけでなく、一般人や学生も

ジャパンハートの活動には、医療

ト」という名称もそこから来ています。

ンティアに参加するか迷いがあるなら、

海外ボランティアツアーです。観光
本大震災では、ジャパンハートも活

ランティア体験もできます。

特に２０１１年の東日本大震災を

「日本の美風の蘇生と新生」を活動

持たれる方も増えたとか。その東日
動を展開。以後、医療機関への医師

もいっしょに泊まり込むのだそうで

ボジアでは誰かが入院すると、家族

です。

などを、改めて浮き彫りにするよう

活動は、医療の必要性や日本の長所

はまったく異なる環境での医療奉仕

は、やはり「学び」でした。日本と

う佐藤さんの笑顔がとてもすてきで、

仕事をしていたんですけどね」とい

「それまでは、まったく別の世界で

持ったのだそうです。

ア活動で、ジャパンハートと接点を

は佐藤さんご自身も、このボランティ

のケア等の活動を続けています。実

臨床心理士による子どもたちへの心

の 派 遣 や、仮 設 住 宅での 健 康 診 断、

さい。

たれた方は、ぜひ活動にご参加くだ

今回の記事を読まれて、興味を持

そうです。（詳細は次ページ）

品を送るだけでも手助けになるのだ

す。もっと簡単なところでは、不用

で運営をサポートすることもできま

刷物の企画、写真撮影、画像編集等

宛名書きやパソコン入力、翻訳、印

さらに、国内でも東京事務局での

す。現地の生活に寄り添うには、そ

ジャパンハートから派遣されていく

日本では想像できませんが、カン

うしたことへの対応も必要になって

この他の参加者の声で共通するの

（看護師）

ぜひ今、行くべきだと思います」

1

目標に掲げる「小さな親切」運動と、
とても近いものを感じます。
参加者の報告書の一部をご紹介し
ます。

「医療の届かないところに
医療を届ける」
アジアの途上国を、
で 医療サポート
「日本の心」

特定非営利活動法人ジャパンハート

〒110 - 0016 東京都台東区台東1-33-6 セントオフィス秋葉原10 階
電話 ◉ 03-6240-1564 FAX◉ 03-5818-1610

4

始めてみよう！ ボランティア
ボランティアに興味はあるものの、時間がないし、体力的にも大変そう……。
しかし、
“不要になったモノを送る”
だけでも、支援につながります。
気軽にできるボランティア、
まずはできることから始めてみませんか。
前頁でご紹介した「特定非営利活動法人

ジャパンハート」では、次の不用品を送ると、

買い取り金額が寄附となり、活動の支援に

つながります。

◦古本・ＣＤ・ＤＶＤ・ゲーム

◦携帯電話、カメラ、ブランド品

◦未使用 切手、書き損じはがき

【本１冊でできること】

枚でできること】

30

養育施設の子ども一人に文房具を提供

40

【書き損じはがき

５歳の子ども 人に抗生物質を注射

【中古スマホ 台でできること】

２人の口唇裂手術

1

海外の
子どもたちを
支援する

※１冊50円、書き損じはがき30枚1,000円、中古スマホ1台 5,000円として計算
※送付方法等についての詳細は「ジャパンハート」Webサイトをご確認ください
（h ttp : // w w w . ja p a n h e a r t . o r g / ）

2

歳までの子どもた

18

児童養護施設には、様々な理由で親と離

れて暮らす、 歳から

ちがいますが、 歳になると施設を出なけ

ればなりません。
「特定非営利活動法人プラ

ネットカナール」では、児童養護施設の卒

業生の一人立ちを支援するため、一人暮らし

用の家電・家具などを集め、保管・クリーニ

ングして、寄贈する〝ＳＵＤＡＣＨＩ（巣立

ち）プロジェクト〟を推進しています。

◦一人暮らし用家電・家具

小型冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・

テレビ・炊飯器・掃除機・ドライヤー・

アイロン・電気ケトル・扇風機等

◦その他

小型収納家具（カラーボックス・衣装ケース等）

調理器具（鍋・フライパン等）
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国内の
子どもたちを
支援する

問合せ先

特定非営利活動法人プラネットカナール
〒180 - 0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-24-14
電話 ◉ 050 - 3772-2449
メール ◉ planetcanal.contact@gmail.com
〈SUDACHI（巣立ち）プロジェクトについて〉
http : //www. planetcanal.org/ sudachi.html
※送付方法等の詳細は、上記Webサイトをご確認ください。
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あなたの地域で同じ活動をしてみませんか
現在、東京都武蔵野市を中心に活動をしている同
法人ですが、全国の児童養護施設は600強。一人で
も多くの卒業生を支援するため、全国で協力してく
ださる方を募集しています。保管場所の提供や、配
送支援も大歓迎。ご興味のある方は、左記までお気
軽にお問い合わせください。

