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§１ 夢へ向かって

「私の夢は発展途上国で医療活動をすることである。」と最近自信を持って言うことができ

るようになった。それは昨年 1 年間で海外医療活動への知識や興味がさらに深く大きくな

ったからである。

この夢を叶えたいと思うようになったのは高校生のときに経験した 1 年間のノルウェー

留学による。白人国家かと思っていたら、ノルウェーは寛大な移民受入の国であった。で

は、なぜこの世界では移民や難民が自国に住まず、ほかの国へと移り住んでいくのだろう

と疑問に思った。理由にはいろいろあると思うが、私は医療に目をつけた。もし彼らが自

国で健康で幸せに暮らせるなら、彼らはわざわざほかの国へと移り住まなくてもいいので

はないかと思った。かなり単純な考えだが、私自身に置き換えると、私は生まれ育った国

で健康に暮らせており、幸せだと感じているからである。

18 歳の夏に、ネパールに医療視察にいく機会に恵まれた。漠然と医療に興味を持ち始め

ていた矢先、現地の医療事情に直に触れられて衝撃を感じた。日本の医療はこんなにも最

先端をはしっているのだと実感した。このような国で何か人のためになることをしたいと

思い私は現地の医師に尋ねてみた。「私には何かできますか？」と。その医師はにっこりと

微笑み「医師になって我が国に戻ってきて下さい。そして私たちと共に働きましょう！」

と言ってくださいました。当時文系クラスの落ちこぼれであった私は『私が医師！？なれ

るわけない』と思いながらも、「私は医師になります！」とその医師と約束をしてしまった。

それからというもの、私は勉強に励みながらも、海外医療活動に目を向けていった。国

境なき医師団の展示会があれば足を運び、海外医療活動をされている医師の講演会があれ

ば聴きに行き、難民の写真展にも行ったり、また海外医療についての会報や本を読み、テ

レビを観たり、新聞を読んだりしてどんどん世界医療事情の知識を深めていった。そのよ

うな中でも私が注目したのはペシャワール会の中村哲医師とＡＭＤＡという海外医療活動

をしている団体である。双方とも我々の身近なアジアを中心に活動しているのをみて、私

もまずは身近なアジアから目を向けてみようと思うようになった。

2 年間浪人した結果福岡大学の医学部医学科に入学することができ、入学してからも海外

医療活動への関心がさらに深まっていった。医師になるための第一歩を踏み出した私はア

ジアのどのような地域でどのような医師や医療が必要かを具体的に考えはじめたいと思う

ようになった。

§２ モンゴルに行くきっかけ

私の地元で大分県中津市の中津市民病院の院長先生と知り合いになる機会に恵まれ、先

生が夏にモンゴルへ医療視察をされるということで私も同行させていただきたいと思って

いたら、ちょうどチャレンジプロジェクトのことを知り、ただモンゴルに医療視察をしに

行くのではなく、何か目標を立ててから視察に行こうと思った。現在私が興味を持ってい

るのは‘アジアの小児・女性医療’である。ということで、モンゴルの小児・女性医療を



中心にモンゴルの医療事情を視察しに行くことになった。モンゴルに行く前までは、モン

ゴルの医療事情など考えたこともなかったし、全然知識もなかった。インターネットで調

べても詳しいことは分からなかった。他のアジアの国に比べ発展しているのか、また、医

療制度はどうなっているのか、マンホールチルドレンは今もなお多くいるのか？、とモン

ゴルに対する興味は募り、疑問点も多く抱くようになった。

§３ モンゴルの視察

まずは簡単にモンゴルという国の紹介をしたいと思う。正式名称はモンゴル国で首都は

ウランバートル。モンゴルの位置は、日本の西側で、ロシアと中国の間である。日本より

やや緯度が高く内陸の国ということもあり、冬は－20℃まで下がることもある。面積は 156
万平方 km(日本の約 4倍)に対し、人口 250万人(日本の約 48分の１)であることを考えると、

かなり広々とした国であると想像できる。言語はモンゴル語で、人種はモンゴル人 95％で

あり、宗教はチベット仏教である。

首都のウランバートルはかなり都会的な街で、街を歩く人々の格好は日本人となんら変

わりはなかった。建物もおしゃれな感じで、私が思っていたよりもずっと発展していた。

しかし一歩郊外に行くと、民族衣装を着てゲルに暮らす遊牧民の姿もあった。そこでは、

家畜の乳から作ったウルムというお菓子をごちそうになったが、これは伝統的なモンゴル

のお菓子らしい。そしてホルホグとは羊の肉である。解体するところを見せてもらったが、

私にとっては残酷なものであった。しかしモンゴルの人にとって羊の解体は、日本人にと

っての魚の捌きとおなじことであるらしい。解体を見てどう考えるかは単なる文化の違い

にすぎないのである。

では、本題の医療視察についてを述べたいと思う。2005 年 8 月 20 日にモンゴル健康科

学大学において‘Third joint symposium’が行われた。これは 2003 年から行われている、

モンゴルの医師、研修医、医学生と中津市民病院からの医師団との交流を目的とするシン

ポジウムであり、今年で 3 回目を迎えた。それぞれが 1 年間の研究の成果などを英語で発

表するのだが、私は医学的なことはまだ分からないので、‘Department of Pediatrics in 
Fukuoka University for me’という題で福岡大学病院の小児科を見学させてもらったとき

のことを発表した。

そのシンポジウムの後に交流会があり、モンゴルの医学生と直接話をする機会があった。

モンゴル人にとって医学部に入学することは日本人が医学部に入学することよりはるかに

難しいらしい。幼い頃から勉強をし、厳しい受験競争を勝ち得たエリートの中のエリート

のみが入学できる狭き門なのである。彼らは英語もぺらぺらで教養もあったので、我ら日

本人医学生も負けてはならぬな、と思った一日であった。

翌日‘National Cancer Center’を視察した。ここは医師 300 名、看護師 170 名の大き

な施設であった。癌の種類によって 10 科に分かれている。施設の中には CT やマンモグラ



フィーなどの機器があった。これほどに発達した癌専門の施設があるというのに、モンゴ

ルの癌の死亡率は 2005 年は世界第 2 位なのである。何故だろうか？それは、モンゴルには

日本のように、癌を予防するという観念がない。だから、癌だと判明したあとで‘National 
Cancer Center’へ治療を求めに行く。しかしそのときはもうすでに末期だったりすること

が多いのである。モンゴルも日本のように人間ドックのような検診をすればよいのではな

いかと思った。早期に発見し、‘National Cancer Center’で治療を受ければもっと癌の死

亡率が下がるに違いない！！！

次に私が視察に行ったのは、‘第三総合病院’である。ここはモンゴルの三大病院のひと

つであり、400 床と 600 名もの医療スタッフにより成り立っている。ここでは 3 部門に分

かれている。①治療部門、②教育部門、③研究部門である。①は主に内科・手術科・耳鼻

科などに分かれている。内科のなかには、伝統医療の科もある。これは日本ではあまり耳

にしないのだが、薬草や漢方を用い昔ながらの医療をおこなっている。この病院では、400
床のうち 30 床が伝統医療をおこなう患者のために使われている。

ここの病院の院長は女性だった。そこで、モンゴルの女医についていろいろお尋ねした。

モンゴルの法律で、女医が出産するときは計 2 年の休みがもらえ、その間は給料もきちん

と支払われ、代わりの医師を雇う。そのような理由もあってか女子医学生が増えてきてい

る。なんと医学生の半数が女子であるらしい。その点は日本より進んでいるのではないか

と思った。

次に‘国立子供病院’へ行った。ここも大病院であり、医師 190 名、看護師 400 名もい

るらしい。病院の前に看板が立っておりそこには日本の国旗の絵が書いてあった。これは

友好の証らしい。日本はモンゴルでも医療活動をしているのだと実感し、感心した。ここ

の病院は全国から患者が治療にきているが、緊急時には医師が出張治療もしているらしい。

首都のウランバートルだけでなく、地方の子供にも少しは目を配っていると知り安心した。

最後に‘国立孤児病院’へ行った。ここはただの孤児院ではなく孤児院と病院が合体し

た施設であった。私はこのような施設を見るのは初めてで、すごく興味深かった。中には

病気の子供もいたが、健康な子供もいた。ここの施設に入る子供たちは、親に捨てられた

り、家庭の経済的な理由により入院するのだが、驚いたことに親子で入院することもでき

るのである。100 名まで入院可能な広さなのだが、スタッフ不足のため現在は 0～3 歳の計

30 名しか入院していない。スタッフは医師 10 名、看護師 40 名らしい。また、運営費の 100%
が国家予算によりまかなわれている。その上、海外からの寄付もあるらしい。もっと多く

の子供がこのような施設に入院できることを待っているのに、スタッフや施設不足のため、

施設に入りきれない子供がまだまだたくさんいることを忘れてはならない。

マンホールチルドレンという言葉を最近テレビなどで耳にしたことがある人がけっこう

いるのではないかと思う。モンゴルは世界中でも特に多く、首都のウランバートルだけで

も 2000 名いるといわれている。その理由は先ほど述べた、スタッフや施設不足。そしても

うひとつは、孤児院の財政難のためである。せっかく入院できても、孤児院が貧しく、食



べ物も十分にないため、自ら街へ行きマンホールチルドレンに戻っていく子供たちもいる

らしい。どのようにしたらそのような子供たちがマンホールでなく、きちんとした家なり

施設なりで健康に暮らせるのかを少し考えてみた。

§４ 実際に視察に行っての感想

やはり、モンゴルにはもっと多くの施設やスタッフが必要なのである。そのためにはよ

り多くの資金が必要であると思った。欧米の国々や日本はモンゴルに寄付をしているが、

今後もその寄付を続けていってほしいと思う。 

モンゴルに行く前までは、モンゴルの医療事情なんて想像もつかなかった。首都には大

きくてかなり設備の整った病院がいくつかあることに驚いた反面、やはりまだ多くのマン

ホールチルドレンが不衛生な状況で行き場がなく苦しんでいることにも胸を痛めた。モン

ゴルには‘医療費は 16 歳までは無料’というすばらしい制度があるのだから、その制度を

国民誰もがうまく利用できるような国になっていったら、よりよい国になるのではないだ

ろうか。モンゴルでは外国から医師がきて医療行為をするよりも、外国からの資金の援助

のほうが必要であることがわかった。もちろん自国で施設建設ややスタッフ育成のための

資金は賄うことが大切だが、それだけでは足りないときにぜひぜひ外国からの援助を利用

してほしいものだ。医療スタッフとして必要とされているのは、やはり小児科であろう。

小児科の医師や子供病院や孤児病院がもっとモンゴル国内で増えたらよいのだが。

私がモンゴルに行ったのはたったの 6 日だけだったが、私にとってこのプロジェクトは

永続的なものとして今後も続けていきたい。具体的には、機会があればまた他のアジアの

国々の医療事情を直接視察したい。また、国内にいても、国境なき医師団の人々との交流

や他大学の医学部の人との海外医療活動についての意見交換をより活発におこなっていき

たいと思う。 
今までアジアの様々な国の医療事情をいろいろな形で知る機会があったが、必要とされ

ているのは小児・女性医療であると今のところは感じている。実際、アジアの発展途上国

では女性や乳児の死亡率が高いのである。これは女性や子供が医療が満足に受けられてい

ないことをあらわしているのである。今回モンゴルに行くことで、それぞれの国で必要と

される医療はその国々で違うし、足りないものもその国々で違うということを肌で実感し

た。今後はアジアの国々それぞれがどのような医療を必要としているかを知ることができ

るように、さらに知識や興味を深く大きくしたい。そして、海外医療活動をするという夢

を実現したい。

参考文献：モンゴルとなかつ 松股孝 著



Ｃａｎｃｅｒ Ｃｅｎｔｅｒ

☆ 歴史

1961年 設立

1981年 今のかたちになる

1997 年～ 政府より癌予防のｎａｔｉｏｎａｌ ｐｒｏｇｒａｍに認定

☆ 職員

医師 300 名、看護師 170 名

☆ 年間診察患者数 40000 名

年間入院数 5500 名

☆ モンゴルにおける癌の現状

癌の死亡率 2000 年 世界第 6 位

2005年 世界第 2 位

何故か⇒モンゴルには癌を予防するという観念がない

定期健診がなく、実際に身体に異常を感じてから癌センターに来る 
しかし最近では、センター内に癌についての一般向けの教育システムも

できている

☆ 癌の種類

1 位 肝臓癌(40％)
2 位 胃癌

3 位 咽頭癌

4 位 肺癌

5 位 子宮ｏｒ卵巣癌

☆ 子供の患者

まずは小児科で診察を受けて、癌と判明してから癌センターへ行く 

☆ 機器

１、放射線 機械はモンゴルでたった 1 台

1 日に 70～80 人治療する

２、ＣＴ

３、マンモグラフィー



第３総合病院

☆ 1954 年設立

☆ 400 床、600 人の医師や職員

☆ 3 部門

１、治療 主なものは内科、手術科、耳鼻科、眼科、など

心臓外科、脳外科もある

内科には‘伝統医療’の科もある

２、教育 健康科学大学の実習生、卒業生向けの教育制度がある

３、研究 ｒｅｓｅａｒｃｈ ｃｅｎｔｅｒ

☆ 機器

Ｘ線、ｅｃｈｏ、人工呼吸器(ロシア製の古い型)
内視鏡(オリンパス)
ＰＣ(最近では記録をＰＣで残している病院はモンゴルで 20％にものぼる)

すべての治療の中で、伝統医療は 1 割を示している

この病院では 30 床が伝統医療をおこなう患者のため

リハビリの時に伝統医療がよく用いられる

女医について♪

モンゴルの法律で、女性が出産するときは計 2 年間の休みがもらえる

なお、そのときは給料もきちんと支払われる

休みの間は代わりの人を雇う 



国立子供病院

☆ 口蓋裂の治療に力を注いでいる(担当医 4名)

日本からもナツメ医師が年に 4回来て手術をした

この手術は誕生後 6ヶ月してから手術をする

☆ 1987 年設立

☆医師・看護師の数

出産・内科・外科 手術科

医師(人) １９０ ４０

看護師(人) ４００ １８０

主に病院内で手術をしており、全国から患者がきているが、緊急なときは出張手術

を行っている

☆ 年間 6000 例の手術数、一日平均 25～30 例

☆ もう手術のできない末期の患者

リハビリの必要な患者 合わせて 650 名(子供)

☆ 術後容態のよくない子の特別室⇒10 床

主に骨髄炎など



国立孤児病院

☆ この孤児病院のスタッフ全員が医師か看護師

運営費の 10％が国家予算

医師 看護師

(人) １０ ４０

☆ 100 名まで入院可能、現在は 0～3 歳児の 30 名が入院されている

入院の理由⇒親に捨てられた、母親が亡くなった、

親が何らかの事情で育てられない

出世時未熟児だった子で母親と共に入院している子が 15 名

体重が平均値になると、一般のクラスに入り、母親は育児教育を行う 
出生時カロリー不足、または重病を患っている⇒子供病院へ

☆ 1～3 歳 それぞれの年齢に分かれてプレイルームで遊ぶ 
3 歳になると、スタッフが絵本を読んで文字を少しずつ覚える

また、3 歳クラスの子供たちが上半身裸なのは、皮膚に太陽の光を当てる

ためという教育方針

☆ 孤児病院には障害のある子供もいる(当時 10 名)

☆ 里親制度もある(健康省、日本では厚生省)
子供たちに親をつくってあげるのもここの仕事のひとつ




