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バングラデシュで緩和ケアとの出会い、そして看護学校建設へ 

二ノ坂 保喜

看護学校建設へ 建築資材高騰、資金集め難航・・開校 2016年 7月に延期

看護学校建設プロジェクトが今回のツアーの最大

のテーマです。2012年12月にガンニ市のション

ダニ学校の敷地に、看護学校の建設が始まりまし

た。同時に日本でも、資金集めの活動をはじめま

した。 

 

建築中の看護学校 正門から見たとこらろ 

 

現地訪問前（2014年5月）までに2300万円を集

めて送っています。建物は写真のように、３階ま

で立ち上がっています。しかし、最近のバングラ

デシュの物価の高騰、建築資材の高騰で、資金調

達が追いつきません。その現状と今後の対策を考

えるのも今回の訪問の目的でした。 

現時点で３２０万タカ（日本円で約４１６万円）

の赤字（借金）が出ています。このままの計算で

行くと、開校までに２８００万タカ（約３６４０

万円）が必要です。 

建物が３階まで完成し、１学年を迎え入れること

ができるようになったら開校し、その後は各学年

の入学に合わせて建物を増築して行く方法です。 

開校までに４０００万円近くかかると聞いて、あ

らためてその厳しさを感じました。現在の日本側

の活動状況ではとても無理です。開校時期、資金

集めの方法、などを日本に戻ったら改めて考える

必要があると痛感しました。 

 

 

 

建築中の看護学校の階段で  

 

河野洋一郎さんという建築士が現在バングラで協

力隊として活動しています。バングラで医科大学

や看護学校などの建設に関わる仕事をしていると

いうことで、事前に連絡をもらい、現地で協力を
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お願いしました。 

彼が看護学校建設の現場にも同行してくれました。 

河野さんの指摘では「（看護学校の建築は）バング

ラデシュの建築基準には合っている。また、この

建物であれば１億円くらいの費用は妥当だろう。」

ということでした。また、「現場がきちんと片付い

ており、質の高い仕事をしていると思う。」といっ

てくれたのは、ありがたかったです。 

 

田んぼの中から看護学校を撮影する河野さん  

 

 

ことこつと看護学校を積み上げる  

 

問題はありながらも、私たちは「２年後の２０１

６年７月に開校を延期する」ことで合意しました。

延期するのは残念ですがやむを得ません。 

ちょっと驚いたのは、延期に関して現地スタッフ

があまり残念そうな表情をしなかったことです。

外国からの援助に頼ることの多いこの国ではいろ

いろな事業やプロジェクトがこのような形で計画

変更されるのが普通なのか、あるいは厳しい現状

を踏まえて、じっくり腹を据えてかかろうと思っ

ているのか・・・ 

延期になって生じた２年間を意味あるものにしよ

う、現在かなり浸透してきた地域とのつながりを、

さらに深め、地域で作り上げる看護学校にしてい

こうではないか、と私は呼びかけました。 

インドのケララに行き、地域の緩和ケアの広がり

を経験した私は、ケララの緩和ケアの広がりは、

住民に支えられていると思います。政府や外国の

大きなＮＧＯからの資金はほとんどなく、大部分

は住民の募金なのです。町のあちこちの銀行や商

店に募金箱が置かれていました。ＮＧＯの主要メ

ンバーが、各商店や家庭を回って募金を集めてい

ました。少額でも多くの人が参加するこのような

活動こそ、住民に支えられた活動で、しっかりと

根が張っているのだろうと思われます。 

看護学校建設プロジェクトが、日本からの募金だ

けを頼りにするだけでなく、自分たちでも資金を

作り出していく活動へと発展して欲しいものです。 

 

送別会では募金集めの芝居を事務局長が熱演 

会場のメンバーからも募金を集めた。  

 

日本でも改めて＜資金作り＞、＜支援の輪＞を広

げる活動をすすめたいと思いま 

皆様、どうぞ御協力をお願い致します。 
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「私は緩和ケアに恋をした」バングラの緩和ケアとの出会い

バングラの緩和ケアセンターで原口先生のプレゼンテーション「日本の緩和ケアについて」 

 

今年のバングラツアー（６／２〜１１）では、看

護学校建設に関する現地調査、現地との話し合い

とともに、バングラの緩和ケアに関する調査見学

がもう一つの目的でした。わが国では、全国に緩

和ケア病棟が300カ所を超え、在宅ホスピスも各

地に広がり、拠点病院では緩和ケアチーム、がん

相談などが義務づけられてきました。それらは、

欧米先進国のやり方をモデルにしたものです。イ

ギリス、アメリカを初めとする医療先進国で、ホ

スピスが広まってきていることは評価すべきです

し、日本もそれを学んで来ました。 

同時に私たちが目を向けないといけないのは、途

上国の人々のいのちです。 

毎年 5000 万人が地球上で亡くなっています。

4000万人に緩和ケアが必要といわれていますが、

その大部分は途上国に住んでいます。 

考えてみて下さい。日本などと違って、医療機関

も少なく、医療保険もなく、病気や健康に関する

知識も少ない途上国では、病気が発見されるのも

遅く、見つかった時点ですでに（がんの）末期状

態、ということも少なくなりません。私もバング

ラデシュで診察したときに、お腹が痛い、という

男性患者が来て、お腹を触ってみると、握り拳大

の大腸がんらしいしこりが触れた経験があります。

すぐに手術が必要ですが、それでもこの国の医療

環境の中で、手術ができ、完治できるかどうか。 

緩和ケアは世界中に広がっていますが、その必要

性は先進国よりも途上国での方が多いと思われま

す。進行して発見されるケースが多いこと、それ

に再発した場合にほとんど対応ができないことか

ら考えると、途上国でこそ緩和ケアが必要だとい

うのは当然です。 

 

 

さて、今年の大きな収穫は、バングラデシュの緩

和ケアとの出会いでした。“ehospice”というイン

ターネットのサイトでバングラデシュの緩和ケア

に関する記事を見つけました。厳しい医療環境、

貧しい生活の中でどのように緩和ケアが行われて

いるのか。早速ダッカのシェイク・ムジブ医科大

学（BSMMU）の緩和ケアセンターのネザム教授
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に「見学希望」のメールを送りました。その日の

うちに返事が来ました。「私は福岡で緩和ケアを学

びました。福岡大学に1ヶ月滞在し比嘉教授にお

世話になりました。」 

話はとんとん拍子に進み、ネザム医師には

BSMMUの見学と交流をお願いし、快く引き受け

てくれました。 

おまけに今回のメンバーが、医師2人看護師2人。

医師は私と、もう1人は那珂川病院の緩和ケア医

の原口先生。日本でも緩和ケア分野で著明な方で

す。 

6 月 9 日カラムディ村からダッカに戻った翌日の

朝、BSMMU訪問。ネザム医師初め11名の医師、

看護師、その他のメンバーが迎えてくれ、意見交

換を行いました。 

 

ネザムさんに「博多とおりもん」を献上  

 

ネザム医師はトワイクロス先生の「緩和ケア入門」

の本を読んで、『緩和ケアとは何か、まったくわか

らなかった！ このような医療があるのか！』と

衝撃を受け、インド・ケララで緩和ケアの基礎研

修を6週間受けました。その後日本の福岡大学で

も1ヶ月滞在、麻酔科の比嘉教授から「日本で何

を学びたい？」と聞かれて「緩和ケアを学びたい」

と応えたそうです。福岡のホスピスを見学し、先

進国日本と、途上国インド・ケララの対比がたい

へん興味深かったそうです。 

帰国して大学に緩和ケアセンターを作りたいと申

請、2007 年 10 月ようやく外来のみでスタート。

その後 2009 年に、脳卒中救急センターの一角を

借り、トイレもない病室（2 ベッド）で細々と始

まった緩和ケア。2011年に現在の建物に移り、「緩

和ケアセンター」として17床（男性9床、女性8

床）のベッドを有するようになりました。入院患

者数も、2009年27，10年54、11年211、12年

413，13年490と着実に増えています。 

 

この緩和ケアセンターは、外来、入院、デイケア、

リンパ浮腫、それに 24 時間の電話相談にも応じ

ており、地域の在宅患者も診ています。また、全

国の医師、看護師の教育や住民の啓発活動も行っ

ています。 

図はそのときに提示されたスライドから、緩和ケ

アセンターの活動を示したものです。 

 

 

センターでの活動 

・ 外来／入院／デイケア 

・ リンパ浮腫のケア 

・ 24時間電話相談 

・ 在宅ケア（大学から10平方キロ以内の患者に

限る） 

・ 医療関係者に対しての教育・研究 

・ バングラの緩和ケアの調査研究 

・ 市民に対する啓発活動 
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ネザム教授の穏やかな中にも情熱のこもったプレ

ゼンテーションが印象的でした。 

年配の女医ファルゾナは、「バングラでは伝統的に、

死について語らない、タブーなのよ。でもここで

は、死について告知しているわ。」 

 

 

貧しい人が多く、ここの医療費はすべて寄付でま

かなっているといいます。毎年のロータリークラ

ブからの寄付、イスラム教の喜捨という教えに基

づく寄付などです。 

その使い道は、医療費、薬代、その他に、親が亡

くなった後の子どもの生活費や教育費にも使われ

ているということでした。 

 

緩和ケアに恋をした女医たち  

 

ここで働く若い女医さんが、「私は緩和ケアに恋し

たのよ！（fall in love）といった言葉が心に残っ

ています. 

 

ションダニ学校 全国でも有数の学校に成長

１９９９年からスタートしたションダニ学校は、

今では全国でも有数の学校に成長しました。現地

からは、全国一斉に行われる中学卒業時の試験で、

地区の３０００校の中で７番の成績だった、とか、

先生たちが表彰された、といったレポートが次々

に送られてきます。今年も先生方との交流の機会

を持ちました。 

「これまで、ションダニや日本人の協力、地域の

人々の協力でここまで来た。いろいろ問題があっ

たが、同時に地域の人たちに支えられた。初めは

（ションダニ学校の活動に対して）妨害もあった。

でも今では周りの学校の先生たちが、“自分の子ど

もはションダニ学校に入れたい”と言うようにな

った。」 

「卒業生同士の協力、卒業生への働きかけも行っ

ている。地域コミュニティが支える学校といえま

す。」先生たちは、自信たっぷりに話してくれまし

た。 

 



6 

ションダニ学校の生徒たちとの交流は、毎年楽し

みです。いろんな質問が飛んできますが、今年興

味深かったものから— 

・ 広島・長崎の悲劇から、どうしてこんなに早く復

興することができたのか？ 

・ パソコンを学校教育で普及させたいが、どうした

らいいか？ 

・ 日本人はよく働くが、なぜか？ 

・ バングラでは民族的マイノリティを優遇する制度

があるが、日本にはあるか？ 

・ 日本人は、なぜ箸で食べるのか？ 

・ 女性の方が寿命が長いのはなぜか？ 

さらに質問が続き、 

・ 日本はアメリカとの戦争に負け、原爆を落とされ

多くの日本人が死んだのに、アメリカの言いなり

になっているのはなぜか？ 

・ 国歌を歌って下さい。 

さて、読者の皆さんはこれらの質問に、どう答え

ますか？ 

 

 

 

通訳およびいろいろとお世話をしてくれた抜水君。本当にお

世話になり、ありがとうございました。 

 

ションダニ学校のお昼の時間。手で弁当を食べます。 

先生も一緒です。 

 

ションダニ学校の特徴はいろいろありますが、授

業時間が１時間（公立は、３０−３５分）で、１日

７時間（３−４時間）、授業日数年間１８０−２００

日（８０−９０日）などとともに、「教員採用に関

してワイロなし」クラブ活動が活発（音楽、ディ

ベート、美術、演劇など）といったことも特色と

いえるでしょう。 

 

 

女学生とカメラに収まりご満悦の原口先生 
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ションダニ学校の先生たち。若々しく、意欲満々。 

 

教室を回ったり、交流会をしたりした後、先生た

ちとの話し合いを持ちました。今ではションダニ

学校の教員になるのは大きな誇りと考えられるよ

うになっており、競争率は１０倍だとのこと。 

「先生たちが、やる気と自信に満ちている。」と原

口先生は感じました。 

 

カラムディ村のジャパニ小学校、カラムディ中学

校などとももっと積極的な交流を図り、村の先生

たちの質の向上、教育カリキュラムの検討などを

行っていけるように願っています。 

 

 

ションダニ学校の女生徒たち。この子たちの未来に 

希望を！ 

 

 

パキスタンとの独立戦争の時の歌を歌ってくれました。人々

を勇気づける歌だということで、気持ちを奮い立たせるよう

な心地よい歌でした。 

 

 

ジャパニ小学校 手をつなぐ会の原点、再び！ 国際協力財団の支援で

ジャパニ小学校は私たち「バングラデシュと手を

つなぐ会」の原点です。 

1987年に「バングラデシュに小学校をつくる会」

が発足、2年間の募金活動の結果、約400万円の

募金で建てられたのが、ジャパニ小学校でした。

しかしそれから 25 年近くがたち、厳しい自然環

境もあって建物の老朽化が進み、壁や天井のあち

こちが壊れてきていました。 
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日本国際協力財団の支援を受けて、全面的な建て

替えが実現しました。（今年の夏に落成式が行われ

る予定です。） 

 

新築なったジャパニ小学校 

ジャパニ小学校は、貧しい村の家庭の子どもたち

が通う学校です。「すべての子どもたちに教育

を！」という願いのもとに小学校ができましたが、

多くの問題を抱えていました。教員の質、イコー

ル教育の質の問題や、途中でドロップアウトする

子どもたちが多いことなどなかなか解決のできな

い問題が今でもあります。次第に、生徒たちが学

校から離れていくようになった、といわれていま

した。 

今年村に行ってみると、真新しい真っ白な2階建

ての校舎が私たちの目の前に現れました。先生た

ちも生徒たちも、生き生きとしていました。 

「生徒たちが戻ってきた。」と運営委員会（日本の

PTAみたいなもの）の村人たちが喜んで話してく

れました。 

恒例の歓迎会がホールで開かれましたが、生徒た

ちが生き生きと歌ったり踊ったりして、私たちを

歓迎してくれました。これまでの黒っぽい壁の、

暗くて暑苦しい部屋が、真っ白な壁の明るい部屋

に変わり、私たちも明るい気持ちで参加すること

ができました。 

楽しかったのは、「相撲の実技」 

日本の国技は？という質問に原口先生が実際に子

どもを相手に相撲を取って見せたのです。見たこ

ともないスポーツに、皆大喜びでした。 

 

 

 

小学生を相手に、相撲の実技  

 

今回は、ションダニ学校、ジャパニ小学校、カラ

ムディ中学校と3カ所の学校を訪問し、歓迎会に

参加し、生徒や先生たちと交流しました。都市部

の私立学校で成績も全国でも有数のションダニ学

校、先生たちも誇りを持って生徒の教育に当たっ

ています。同じ敷地に看護学校建設も進んでおり、

勢いを感じました。ジャパニ小学校は古い、壊れ

かけた建物が建て替わり、生徒も先生たちも新し

い気持ちで、生き生きとしていました。どちらも

これからが楽しみだと思われます。 

 

小学生とは思えない妖艶なダンス 

 

一方で、カラムディ中学校では、正式な校長先生
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がおらず、先生たちの意気込みが感じられません

でした。歓迎、交流会では携帯を持った生徒たち

が、最初から最後まで撮影しており、私語も多く、

生徒たちの無秩序さを感じました。 

先生たちの資質や教育姿勢によって、生徒たちの

態度がこんなに違ってくるのか、と痛感させられ

ました。 

しかし、全体的には 20 年前に比べて、生徒たち

の服装もきちんと制服を着るようになり、生活自

体は徐々に豊かになりつつあるように感じました。 

 

写真を撮られるのも好きですが、近頃は日本人にカメラが

向けられます。 

 

カラムディ中では、携帯が多く、気になりました。 

 

 

 

 

 

ションダニ病院の皆さん ごめんなさい、今年はゆっくりできずに 

今年は、ションダニ病院で、医師や看護師、ソー

シャルワーカーたちとゆっくり話す時間が持てま

せんでした。ごめんなさい。 

 

ドクター・マフーズやドクター・シャヒン、看護

師たち、ソーシャルワーカーたち、薬局担当、検

査技師などなど皆それぞれに仕事に誇りを持ち、

村人の信頼を勝ち取りながら働いていました。 

少ない時間を塗って、マフーズはある日の夕方、

日本の医療のこと、医者のくらしのこと、などい

ろいろと聞いてきました。 

看護師たちも、時間があると二人の日本人看護師

と語り合ったものでした。 

 
手をつなぐ会の初代代表 大木松子さんの記念碑。 

ションダニ病院の敷地にあります。彼女はカラムディ村を

「第 2のふるさと」と呼んでいました。 
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大木さんの葬儀の時の写真（福岡）。 

大木さんがバングラでもほほえんでいます。 

 

その後、マフーズとシャヒンの二人の医者が辞め

ることを聞きました。残念です。ノルジャマン、

ロコン、サイードその他の医師たちも、皆辞めて

いきます。都会の条件の良い病院に移っていくの

です。カラムディ村で一緒に働いて欲しいと思う

のですが、彼らの家庭や子どもたちのこと、これ

からの人生を考えるとやむを得ません。 

（わが国でも離島僻地は、同じような状況にある

のではないでしょうか。 

 

 

現在のションダニ病院。建物の外装も塗り替え、庭も、樹も

育ち、涼しい木陰を提供しています。 

 

でも、看護学校建設にともなって、医師や看護師

などの人材が地域へ定着してくれることを願って

います。地域全体のケアの力を育てていきたいも

のです。 

 

 

 

バングラに恋をした日本人看護師〜山形—ダッカ友好病院と小林レイコ看護師 

山形-ダッカ友好病院は、ダッカ市内にある民間の

病院。院長のラーマン先生が山形大学で学んだこ

とからこの病院名がつけられたとのこと。カラム

ディ村の滞在を終え、ダッカに戻ったその日に病

院を訪問しました。早速クーラーの効いた部屋に

通され、昼食が出されました。 

テーブルには、なんと巻き寿司が並んでいます。

この病院でボランティアで働く小林レイコ看護師

が村でカレーばかり食べていた私たちのために、

と作ってくれたものです。外にもサラダや冷たい

コーラなど、村では手に入らない食べ物、飲み物

で歓迎してくれました。 
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院長のラーマン先生は穏やかな人柄で、敬虔なイ

スラム教徒です。 

日本に留学したり勉強に行く医師はたくさんおり、

バングラに戻って開業する医師もいます。しかし

ラーマン先生は、開業した後も毎年、山形大学へ

出かけて、最新の知識技術を身につける努力を怠

りません。仲間の医師たちにも日本での勉強をす

すめています。 

 

 

 

 

また、手術場を初めとする院内の清潔にもたいへ

ん気を配っています。特に彼は整形外科が専門で、

清潔に関しては非常に気を遣っています。その成

果は、整形外科の術後感染がゼロ、という実績に

表れています。 

外にも、医療費の払えない人の多いバングラで、

時には無料で医療を提供し、10年後にお礼に来た

患者の話、などその人柄を語るエピソードがあま

たあります。 

 

ここでボランティアで働いているのが、小林レイ

コさん。看護師です。山形大学でラーマン先生と

知り合い、その人柄に惹かれてバングラデシュへ、

今では山形—ダッカ友好病院にとってなくてはな

らない人材になっています。 

ダッカ在住の日本人にとっても、日本語が通じる

病院ということでたいへんありがたい存在だとい

うことでした。 

 

バングラ人はカメラに写るのが大好き。 

足の傷の処置中でも、カメラを向けるとにっこり 

 

 

山形−ダッカ友好病院は来年をめどに、新築移転の

予定です。今度訪問するときは、新しい病院で、

お会いできることでしょう。 
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ダッカー山形友好病院で。白いひげのラーマン院長と、前

列中央の小林レイコさん。温かいもてなしに感謝。 

 

山形—ダッカ友好病院の小林レイコさん。 

サリーがよくお似合いです。 

 

私たちの目指すもの シスターローズに学ぶ

写真は今年、ボロブプール病院を訪問したときの

ものです。 

ボロブプール病院については、2010年の「現地訪

問報告書」に詳しく書いています。ここでは再度

簡単にご紹介します。100 年以上前からイギリス

の支援で継続している病院です。原口先生と私の

間にいるのはシスターローズ。この病院の管理者

です。年齢は不詳、いつも早口の英語をしゃべり

ながら、院内を動き回っています。職員、患者さ

ん、地域の人たちから慕われる人柄です。 
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ここには病院に併設されている看護学校がありま

す。この看護学校は，農村部の地域に根ざした看

護師を養成しているものの，保健家族福祉省から

認可を受けていません。卒業生は公立の病院には

就職することができないということですが、授業

料が安いため農村部出身者を中心に入学希望者が

多いということです。学生たちは病院での看護業

務を行いながら経験の中で看護を学んでいるとい

うやり方なのでしょう。 

カラムディ村のションダニ病院は、母子保健、子

どもたちの成長支援、それに村に出て行っての巡

回検診、さらに周辺地域へのサテライトクリニッ

ク活動、と広い地域の保健医療活動の要となりつ

つあります。 

さらにションダニ学校の敷地に看護学校ができる

と、その実習病院としてションダニ病院は大きな

役割を果たすことになるでしょう。ションダニの

看護師やソーシャルワーカーが行っている人々の

中へ、という医療や看護は、看護学生たちにも大

きなインパクトを与え、成長を促すと思われます。 

シスターローズ率いるボロブプールの病院と看護

学校は、私たちの目標であり、ライバルでもある

のです。 

 

ボロブプール病院の病室。廊下に？並んだベッド。 

 

 

生まれたばかりの赤ん坊と一緒の母親。 

 

病棟の看護師さんたち。ボロブプール病院の看護師たちは、

技術を優しさを備え持っており、ションダニ病院で活躍して

いる看護師もいます。 

 

病院の中庭にある売店のおじさんは、事故で両下肢麻痺。

店番をしながら徐々に回復。
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  今 年 の 主 役 た ち   

 

 

ションダニ病院の前で。左から谷口・原口・河村 

 

 

ションダニ学校での交流会で 

 

BSMMUのネザム医師と抜水さん 

 

BSMMU緩和ケアセンターの女医さんたちと二ノ坂 

 

 

 

ヘルスワーカーのエクラムルと原口先生 
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協力隊として働く建築家の河野洋一郎さん。 

 

 

 

日本大使館の皆さんにも、大変お世話になりました。ごちそ

うさまでした。 

 

ションダニ学校のハビブ校長。 

 

副校長のアクタル先生 

 

 

懐かしいゾホラ。今はションダニ学校で働いています。 
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現地訪問報告書 2014・6月 

             河村富美子
【はじめに】 

バングラへは、2012、8以来 3回目の渡航になり 

ます。私達 4名は（医師 2名看護師 2名） 

次の 3つのテーマを掲げ旅立ちました。 

① 看護学校建設の現状を確認する。（1級建築士、

河野洋一郎さんとの出会い） 

② 現地の NGOスタッフ、村人と交流し、現地の

意見や、問題意識を可能な限り共有する。 

③ バングラデシュの緩和ケアの現状視察を行い、

将来につながるように意識づける。 

＊ ボロブプール病院訪問 （シスターローズ

との出会い） 

＊ 山形ダッカ友好病院訪問 （小林レイ子さ

んとの出会い） 

＊ BSMMU国立緩和病棟訪問 （ネザムジン教

授「ザムちゃん先生」との出会い） 

 

今回、私達はバングラデシュの首都ダッカで活躍

する、3人の日本人と交流をもち、それぞれの専

門分野の立場から、掲げたテーマについて沢山の

参考になる意見を述べて頂きました。また、ショ

ンダニのスタッフと対話することで見えてきた課

題や正しい情報を日本に持ち帰ることが出来まし

た。実り多い有意義な旅となりましたのでご報告

致します。 

 

 

【看護学校建設状況にについて】 

現地に直接行って看護学校建設の進捗状況を

自分達の目で見る。遅れがちになっている支援金

の送金不足について現地スタッフと話し合う。今

回プロの（1級建築士）河野洋一郎さんに現場を

視察して貰う。送金額に見合った建築内容になっ

ているか資料に目を通して貰う。バングラ的には、

基準に叶っている。（日本だと支柱の本数をもっと

多く立てる。この間隔だと日本では基準を満たし

ているとは言えない）その結果①基礎工事（支柱

の本数、全体の強度、コンクリートの質など）建

築内容に問題はない。②現在3階の屋根と壁、窓

枠、各部屋の仕切りの壁などが出来ており、これ

から内装に入る前の状態であったためチェックが

しやすい状態であった。③現在日本円にして2300

万円の支援金を送っているが、その使用内容につ

いても、バングラの物価高騰などの事情からみて

必要経費であり、正しく使われ妥当である。④建

築工事を行う作業員が安全靴、ヘルメット、安全

帯などを装着しておらず危険である。大きな事故

となり、工事がストップしたり、メディアで報道

されたりすると、支援団体や支援者から支援を打

ち切られるという事態を招くことも危惧しなけれ

ばならない。バングラという国が暑い国であって

も、安全に配慮がなされた上で建築が進められる

べきである。ションダニ側にそのことを話すと「大

丈夫、大丈夫ちゃんと危なくないようにやってい

ます」とのんきな答えが返ってきた。私達からみ

ても、殆どの作業員の人達が草履を履いており、

裸足の人もいる。どうみても安全とは思えない。

再度注意を促す。⑥全体を通して言えることは看

護学校建設は送金の遅れを除けば建設内容は、バ

ングラの基準に合ったやりかたで行われている。

今後も、現地を訪問し看護学校建設の状況を把握

していく必要があると感じた。 
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今回、河野洋一郎さんに同行して頂き、専門的で

的確なアドバイスや指導を受け正しい情報を日本

に持ち帰り伝えることが出来ました。 

河野さんは民間企業で1級建築士として働き現在、

青年海外協力隊としてバングラデシュ政府・建築

局で活動、医療建築部門に所属しておられ医科大

学、病院等の設計を担当されています。また、工

事現場の労働環境改善、人に優しい街づくりを目

指してセミナーなどを行い政府関係者へ発信して

おられます。更に、休日を利用し「バングラデシ

ュ農村にこどもたちが安心して学べる学校建設プ

ロジェクト」を立ち上げ奮闘されています。今後

のご活躍を期待するとともに河野さんのような日

本人にバングラデシュで出会えたことを誇りに思

います。 

 

【山形ダッカ友好病院、小林レイ子さんとの

出会い】 

 今回、私は、小林レイ子さんに出会い、自身の

ライフスタイルが変わるかもしれないと思うほど

の衝撃を受けて帰国しました。小林さんのプロフ

ィールを紹介します。 

小林レイ子さん：北海道美唄（びばい）生まれ。

東京、神奈川を経て1976年山梨へ 

看護師として45年勤める1989年バングラデシュ、

ロキプール村のマザーテレサ病院で 

1ヶ月ボランティアとして滞在する。それを機に

1990～2011年まで18回バングラデシュを訪れボ

ランティア活動を行う。その間、バングラデシュ

の教育支援を目的に「シャプラニール山梨パニの

会」を立ち上げ8年代表を務める 

現在、バングラデシュの「山形ダッカ友好病院」

でボランティアとして病院長の秘書業務や看護指

導を行い、多忙な毎日を送られています。 

小林さんは、昨年8月カラムディ村を訪れ、初

めに訪れた村の風景と重なり胸が一杯になったそ

うです。施設内を案内され、先ず初めに「清潔が

保たれている」と感じたそうです。山形ダッカ友

好病院でも、小林さんの指導や努力により、病院

内、特に手術室の室内、器具類はきちんと整理整

頓され、厚生労働省の査察でもお褒めの言葉を頂

くそうです。ラーマン先生は整形外科医ですが、

手術後に今まで感染を起こした患者さんは１人も

いないと言われました。バングラデシュに来て大

部屋でベッドとベッドの間に間仕切りカーテンを

している病院を小林さんのいる山形ダッカ友好病

院で初めて見ました。24時間この環境下で生活す

ることから重要な一要素であると思います。一方

日本では近年「カーテン使用に対する患者さんの

意識や使用状況が変わってきた。患者さんの気持

ちを理解し、開閉を調整する必要がある。」と題し

て研究調査が行われている。 

山形ダッカ友好病院、ラーマン先生が掲げている

ことの中に①嘘をつかない。②約束を守る。③時

間を守る。などがあり、これらは日本では、小さ

い頃から親が教え当たり前の事として習慣化され

ていることなのにと、哀しげに話してくれました。 

日々、看護業務、看護教育に奮闘されている小林

さん、「私にも、お手伝いさせて下さい」 

バングラデシュの看護事情を知り、看護学校開校

後の将来につなげるためにも、小林さんのように

現地で働きたい。そういう思いを強く持って帰国

しました。 

 

【ションダニ病院のこと】 

ションダニ病院では、朝の朝礼で1分も遅れる

ことなく集合している。施設内は隅々まで整理整

頓され、清潔が保たれ維持されている。と、小林

さんに言われ、ションダニスタッフの日頃の努力

褒められているようで自分の事のように誇らしく

嬉しく思いました。 

大木松子さんが滞在の折、「道ばたに唾を吐かな

い」「ゴミを捨てない」「村の発展はあなた方にか

かっていますよ」と、言い続けた言葉は今も生き

続けていると思いました。 

村での楽しく充実した日々はアッという間に過ぎ
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て行きました 

村にお別れをし、さあ、いよいよ後半、各地の病

院訪問です。 

 

 

【ボロブプール病院】 

広い敷地、木立に囲まれた静かな環境の中にボ

ロブプール病院がありました。 

紙面でしかお会いしたことがなかった、シスター

ローズとの出会い、何度もお会いしたことがある

ような懐かしいような優しさに包まれた対面でし

た。 

「ご年齢は？」誰かが尋ねると「忘れたわ」「年収

は赤字だけど神様のおぼし召しで何とかなるでし

よう」と、優しい眼差しがすてきな方でした。 

 

 

【BSMMU国立緩和ケア病棟】 

ネザムジン教授「ザムちゃん先生」はこの緩和

ケア病棟を立ち上げるにあたり忘れてはならない

2つのことがある。1つは、ケララでの学び、2

つめは福岡大学病院、麻酔科比嘉和夫教授の下で

研修を積んだ事をあげてありました。 

ザムちゃん先生は、福岡大学病院研修の時のプレ

ゼンをされ画像が映し出されると、私も麻酔科外

来で、一緒にお仕事をした懐かしい先生方のお顔

を沢山見つけ、バングラデシュという異国の地で

このようなプレゼンを受け普通にお話しているこ

とに不思議な感覚を覚えました。どこかでみんな

つながっており赤い糸で結ばれていると感じまし

た。 

もちろん、比嘉先生と渡航前から連絡を取り合い

ました。私達にたくさんの支援の言葉を頂きまし

た。ザムちゃん先生は「バングラには緩和ケアと

いう概念が無いと苦慮されておられました。福大

にお招きし専門病院を紹介しました。大変なこと

を乗り越えられ、バングラデシュの国で初めて緩

和ケアを立ち上げられたこと、本当におめでとう

ございます。」と比嘉先生からです。比嘉先生の伝

言、お伝えしました。 

「緩和ケアに恋をした」からこの病院で働いてい

るという若い医師の言葉を聞きました。私が「カ

ラムディ村に恋をした」と、同じ事を言っている

人達がいる。とても嬉しいです。 

そして。どうやら、私は、2番目に小林レイ子さ

んに恋をしたかも知れません。これからもいくつ

増えるか分からないくらい恋多き女性かも知れま

せん 

 

 

【日本大使館での集い】 

日本人の私達の「バングラデシュと手をつなぐ会」
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の趣旨を理解して頂き「会」の活動に対する支援

についてお話をしに行きました。昨年に続き2回

目です。大使館長はじめ、皆さん気さくな方達ば

かりでホッとしました。ションダニスタッフの皆

さんは「草の根運動」の松本さんから、私達日本

人は、齋木医務官から病院で破棄されたディスポ

注射器の行方を追跡調査したプレゼンをして頂き

ました。とても興味深く拝聴致しました。支援に

ついては両方集まりお話を聞きました。課題もあ

がりました。 

夕方、場所を大使館内のお住まいに移動し、お食

事と飲み物で歓迎してくださり夜更けまで盛りあ

がりました。仕事の時と私的な時間とではこうも

違うのかしらと思うくらいお互い打ち解け合いま

した。そんな中、齋木医務官、佐々原書記官から

「自分たちは国の任命により任務を果たしている

に過ぎない。NGOの「会」として長年続けられ

ていることに 

敬意を表したい。バングラの国を良くしたいと言

う気持ちは同じですので、出来る限りの協力はし

ていきたい」と、力強い言葉を頂きました。そし

て、ダッカで活躍している日本人、小林レイ子さ

ん、抜水さん、河野さん達とも日頃から交流を持

ち支え合って両国の 

今と将来を見据える努力をされておられると感じ

ました。 

 

【旅の思い出】 

今回の旅で一番の抜擢はなんと言っても、谷口

和子さんではないでしょうか。バングラに行く前

から「1回きりだから、もう2度と行かないから」

と言いながら、乗りに乗っていたのは和子さんで

した。 

和子さんが行動すると、総ての人達が笑顔になり

ます。村ではすっかり「谷口さん」「和子さん」と

呼ばれていました。シャリーでの挨拶、ザフォル

さんが「赤と白のシャリーは、バングラのお祝い

や意味深い時の色です。6月は大木松子さんが亡

くなられた月です。このようなシャリーを来て下

さってとても嬉しいです」と言われ、深い意味も

知らず着ていたので喜んで頂けて、私達も嬉しく

なりました。スタッフのみなさん着付けありがと

うございました。 

浴衣姿で踊った「おてもやん」「炭坑節」、原口先

生のマジックショー、二ノ坂先生のオカリナ優し

い音色で癒されました。 

ションダニスクールのある女子生徒が手を上げて

「私は、日本に行って医療に関わる勉強を一生懸

命し自分の国でNGO等の医療に携わり、国のた

めに役に立つ仕事をしたい」 

私は、思わず、前の方に来て貰い、「貴女のお役に

立てるよう協力しますよ。いつでも待っています

から是非いらっしゃいね。」通訳の後「ワッー」と

歓声が上がりました。私達二人はアイコンタクト

しながらずっと笑顔でいましたね。幸せなひとと

きをありがとう。 

 

まだまだ書き足りません。6/2～6/11まで楽しい

笑いっぱなしの旅でした。私達4人は自分にない

お互いの性格や気持ちを尊重し、支え合える仲間

でいられたから、心に残るたくさんの宝物を頂き

ました。準備して下さった会の皆様、全行程寝食

をともにして通訳に臨んで下さった抜水さん、お

気持ちを寄せて下さった比嘉先生、ザムちゃん先

生、ラーマン先生、小林さん、ションダニスタッ

フの皆様、家族、二ノ坂先生、原口先生、谷口さ

ん、お世話になりありがとうございました。 
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バングラデシュで、原口勝に何が起こったか？！ 

〜〜個人的なエピソード〜〜 

１． お茶 

「現地の人は緑茶を飲んだらまずそうな顔を

する」という言葉を聞きました。確かに現地

では紅茶しか飲みませんでした。それもミル

クや砂糖でかなり甘くして飲みます。カラム

ディ村を散策している時に、村人たちは、「テ

ィー？」と言って紅茶を勧めてくれました。

一杯飲みながら、会話がはずみます。現地で

はアルコールを飲まないのでお茶を勧めるこ

とで、「おもてなし」の心を示しているのでし

ょう。 

私は八女の出身なので、実家で作っている

緑茶を持参しましたが同行したメンバーに飲

んでいただきました。谷口さんが試行錯誤し

てお茶をこして、水出しで美味しく作ってく

れました。ポカリとは違った水分補給・滋養

効果がありました。今後はお茶パックを持参

したらよいと思いました。 

  

２． アリ地獄 

 

夕方暗くなってから村のパン屋さんを訪れて

クッキーを 20 個ほど購入しました。味見を

したら、とても美味しかったのですが、灯り

をともしながらの会計をしました。谷口さん

は暗い中でお金の数字が見えないようで、支

払いに苦労していました。買ったクッキーは

ビニール袋に入れてスーツケースの真ん中に

納めました。翌々日スーツケースの中のクッ

キーの袋を見たら数百匹のアリがクッキーに

群がっていました。抜水さんが、「現地の人は

アリを払いのけて食べてくれますよ」と助言

してくれましたが、クッキーは周りを衣服で

囲んでいましたので、その時は心のゆとりが

無く、アリがたかったクッキーを袋ごと取り

出してゴミ箱に入れて、スーツケースの中の

物を全部出して、アリの除去に悪戦苦闘しま

した。写真をお見せできたらよかったのです

が、その時は、そういう心のゆとりがありま

せんでした。子供の頃は、お菓子にアリが付

いていても、掃って食べていたので、「もった

いないことをした」と後悔しています。 

冷蔵庫を開けた時に河村さんがクッキーを入

れていたのを見て、「僕もこうしておけばよか

った」と思いました。密閉されていないお菓

子は冷蔵庫に入れておくことをお勧めします。 

 

３． 街中で受けたマッサージ 

 

 カラムディ村からダッカへ帰る途中に、バ

スのクーラーが故障しました。修理を待つ間、

街中の理髪店でマッサージを受けました。散
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髪の椅子に坐って上半身裸になって、モミモ

ミを受けました。気持ちよかったです。首を

捻じったり、手を引っ張ったりと普段は伸展

しない筋肉も伸ばしてくれました。メニュー

に髭剃りもありましたが、日本を出てから、

伸ばしていた髭は剃らずに伸ばし続けること

にしました。マッサージをしてくれる理髪店

もあることをご紹介します。 

 

４． ルンギをカラムディ村で買いました。 

ルンギは現地の人たちがはいているスカートのよ

うな衣類です。抜水さんもミャンマー風に身につ

けていました。ルンギの着け方は、いつも食事の

お世話をしてくれる方から教えてもらいました。

ルンギをはいて歩くと村人が親しげに声をかけて

くれます。ルンギの下はノーパンでいいそうです

が、パンツははきました。涼しいのですが、村人

から膝から上を露出しないように注意を受けまし

た。僕の勤める緩和ケア病棟では、クリスマスに

はいろいろな衣装でパフォーマンスをしますので、

今年はルンギをはいて踊ろうかなと思っています。 
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「バングラデシュという名の忘れ物」 

             谷口和子 

 

口車に乗ってバングラデシュへ 

ミロンの「チョー ゆかいな仲間たち」の拡大

版を「バングラデシュという名の忘れ物」と題し

皆様にお届けします。 

しかしながら、あくまで私見、勘違い、聞き間

違い、思い込み、情報不足を多々はらんだ報告に

なっていることをご理解いただき、広い心でサラ

ッと流し読んでいただければ幸いです。 

このたびのバングラデシュ訪問のきっかけは

ニノ坂代表が今年の3月1日に大牟田市においで

いただいた事に始まります。この日、サービス事

業者協議会主催の「実践報告会」において基調講

演「みんなで支える看取り支援」の講話を頂いた

折、10分程「バングラデシュと手をつなぐ会」の

こと、現在の活動のことをお話になられました。

実は私自身も中学生のときにテレビでバングラデ

シュを捉えたドキュメント番組を見て、貧困にあ

えぐ人々の映像がず～と心に残っていました。「私

が看護師になったら、何かできることがあるんじ

ゃないか」という純粋な気持ちを持ち続けていた

ことが災いし、代表の口車に乗せられてしまった

というのが正直なところです。このようにして私

の人生の「忘れ物探し」のような、「帳面消し」の

ようなバングラデシへの旅が幕を開けました。 

 

タイの首都バンコクの潜入捜査 

6 月 2 日に福岡を出発した私たちはタイ経由で

したので、バンコクに一泊しました。日本を出発

した同行者は、飛行機やバスの中で良く寝ていた

ニノ坂代表、バスの助手席を独占し妙にバングラ

デシュに馴染んでいた原口先生、いつも真剣でピ

ュアでよく笑い転げていた河村さんの４名。 

バンコクの空港から 20 分ほどで到着したホテ

ルはリゾート風ですばらしく快適でしたが、眼下

には何やら東北震災後の仮設住宅のような 20 軒

あまりの長屋がズラリ。川のような池のような沼

のような所にせり出しながら、このような長屋が

数十棟も立っているのです。夕暮れの中、ある人

は川側の玄関先に椅子をおいて夕涼み、ある人は

玄関先で夕食の準備、お隣さんとおしゃべりした

り洗濯物を取り込んだりしているのです。 
 

 

パパは、黒髪の美女!? 

 

奥の方には子ども達が水遊びかシャワーか、み

たいな風景が繰り広げられ、昔見た映画のワンシ

ーンようでもあり、何ともいえない懐かしさを覚

えました。戒厳令がなければ即行したい気持ちを

グッと抑えつつ、その夜はモヤモヤした気持ちを

抱きしめながら床につきました。 

朝です。それも抜けるような青空のピカピカの

朝です。ちょっと不安げな河村さんを引き連れて、

長屋探検に出発です。何処までも続く長屋は一つ
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の町のように生き生きとして子ども達は学校に、

若い人達も仕事用のユニホーム姿で出かけていま

した。 

「Good morning」と挨拶をすると人懐っこい

笑顔で返してくれます。突撃訪問にも関わらず丁

寧に部屋を案内してくれ、勿論マジマジト見てき

ました。部屋は6畳程度、壁や床は板張りで、い

らん世話と思いつつ狭い部屋にもちゃんと祈りの

為の祭壇がありました。信仰心の厚いタイ、さす

がです。夜具はクルクル巻いた煎餅布団。トイレ

や洗面台はあったかな？マジマジと見てきた割に

は記憶がありません。 

違う道を引き返すとベッドが玄関から覗ける

長屋の一室を発見。ヤッパリ突撃訪問。英語が話

せる娘さんがいて、どんな暮らしぶりなのか家族

調査です。愛嬌のいいママがいて、「パパは？」と

尋ねると「パパ!!」と呼んでくれました。隣の住

宅から出てきたのは何と黒髪の美女。記念撮影で

思わず、その美しい胸元をタッチしてしまいまし

た。 

 

バングラデシュの地を踏む 

6 月 3 日昼過ぎにダッカ到着です。東大出の語

学堪能な通訳兼アテンドの抜水さんと合流しまし

た。今回のツアーの概略は次の通りです。6 月 4

日から8日の4泊5日の滞在中に「会」の訪問目

的である看護学校建設プロジェクトの進捗状況や

今後の支援のあり方、ジャパニ小学校やションダ

ニスクール、カラムディ中学校の生徒達との交流、

ボロブプール病院の視察がありました。8 日の早

朝に出発し首都ダッカにある山形ダッカ友好病院

の視察。 

9 日は政府の機関病院における緩和ケアセンタ

ーの視察と代表と原口医師によるダブルプレゼン。

さすがに英語での資料に発表だったので私にはチ

ンプンカンプンでしたが「Attention  please」だ

けは何とか分りました。 

10 日にダッカで抜水さんのチョイスによる買

物を慌ただしく済ませ、昼過ぎにバングラデシュ

の地をあとにしました。タイ空港で念願の全身マ

ッサージと買物に明け暮れ、深夜に日本に向け出

発し8時過ぎに福岡空港に到着しました。全行程、

10日間に及ぶ濃厚な旅でした。と言うことで、こ

の報告を終わりにしてしまったら「バンコクの長

屋探検で終わっているゾ」と代表から冷たい視線

を投げかけられそうなので、この行程で印象に残

ったこぼれ話しを高尚にして美しく、旅情に満ち

たタッチでお届けします。 
 

 

 

緩和ケアに恋した若きドクター達 

 

バングラデシュ～覚え書き～ 

ここでバングラデシュのことを尐し。バングラ

デシュはインド洋の真上あたりで、インドとミヤ

ンマーに隣接し、真冬でも 15 度くらいです。日

本の国土の40％に1億5千人が暮らす超人口過密

国家。平均寿命は68歳強。 

1948年にガンディーの願いも虚しく、イギリス

からインドとパキスタンの2国として分離独立を

果たしました。23年後の1971年にパキスタンか

らも独立しようとして、一般国民を含めて300万

人以上が犠牲になったと言います。国旗は日の丸

と同じような形で「緑地に赤」これはバングラデ

シュの「豊かな自然と独立で流された血」を象徴

しているそうです。 

主産業は農業。天然ガスがあり、それらの殆ど
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を自国民で消費しています。何故か中古の日本車

が目立ち天然ガスを燃料用に改造したバイクや自

動車が氾濫し、交通ルールなんて存在しないよう

な運転には驚きました。村までの7時間走行の間

に5回も接触事故を起こしているんですから。無

論保険なんて存在していないようでお互いに大声

で喧嘩の如く文句を言いあって終わりのようでし

た。ベンガル語なので、言語明瞭にして意味不明、

お互いに「お前が悪い」と言っていたのでしょう。 

バングラデシュでは縫製がさかんに行われて

きており、それが女性の職場であると同時に、世

界に安い衣料を提供しています。また、中東を中

心に出稼ぎ者も多く家族への仕送りも外貨獲得の

大事な手段になっているといいます。 
 

 

バングラデシュはエネルギッシュ 

 

宗教はイスラム教、ですから禁酒で豚も食べま

せん。言語はベンガル語ですが、カラムディ村の

子ども達は英語も学んでいて、私より英語力は確

かなようでした。バングラデシュは最近やっと就

学率が高くなってきていますが、途中で学校に行

けなくなる子供も沢山います。 

江戸時代（一説には室町時代）から寺子屋が至

る所にあり既に江戸末期には武士は 100%、庶民

でも50%以上の人が読み書きでき、世界が驚嘆し

たという教育熱心な日本。義務教育制度が確立し

ている日本では考えられない位、教育が行き届か

ない状況があることを感じました。 

 

バングラデシュを堪能する 

宿泊したションダニでの食事はとにかくカレ

ー。朝から晩までカレー。日本で言う調味料の醤

油や味噌などがバングラデシュではカレーなので

すから、当然ですよね。サラサラ、トロ～リのカ

レールーに具は牛肉と鶏肉と山羊肉などの肉料理、

豆や卵などの野菜カレーなど3種類。とっても上

質なお米を使い、日本人の口に合うように味付け

されていて、ついつい食べ過ぎてしまいました。

でも味付けはやっぱりカレー。隠し味ではなくカ

レーそのもの。パンが出てもカレーがおかず。そ

れが毎日でしたので、カレーを直接手で食べるの

がとっても上手になりました。お粥が出たり、カ

レーチャーハンもあり、新鮮なライチにマンゴー

フルーツも食べ放題で、ションダニスタッフの

方々の心遣いに感謝でした。 

ホテル以外に洋式の水洗トイレはありません。

無論ウォシュレットもです。まぁウォシュレット

は世界中旅しても出会えない日本が世界に誇る技

術の集大成ですからね。まずバングラデシュのト

イレは何処も丁度日本の昔ながらの和式トイレ風

だったり、段付の和式トイレ風だったりです。左

手後方に水道があり桶が備え付けられていますの

で、手を洗い桶にたまった水で汚物を流します。

トイレットペーパーは学校にもちゃんと準備して

ありましたので、それなりに清潔でした。 

蛇口をひねれば色のついた水が出てきます。鉄

分が多いのでそんな色になってしまうのだそうで

す。宿泊施設のトイレはシャワールーム兼洗濯室

になっており、2,5 畳程のゆったりサイズです。

ここで毎日洗濯しては扇風機の下で乾かすと数時

間でパリッと気持ちよく乾きます。シャワーもち

ょっとぬるめで肌に気持ちよく、一日に何度も浴

びてしまいました。  

ちゃんと食堂には冷蔵庫がありミネラルウォ

ターが常備されていてビールじゃありませんでし

たが冷たい飲み物が喉に有り難かったです。 

ただ、ただ「もう勘弁」と言いたかったのは30
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度以上の気温に湿気と虫たち。ベッドを囲う蚊帳

（かや、といいます。分らない人はご両親あたり

に聞いてください）と扇風機があるだけいいか、

と思いつつ夜間の停電はバングラデシュでは常識

なので懐中電灯は必須、電力が追いついていない

のです。 

カラムディ村の住民との交流、具体的にはショ

ンダニに設置してあった卓球台で尐年達との交流

試合、買い物ツアー、などなどが愉快でした。バ

ングラデシュでは普段着としてよく着られている

サロワカミューズをオーダーしてもらった時のこ

とです。あんなに「ゆったりと作ってね」と言っ

ていたのに、タイトに出来上がっていて、その場

で仕立て直してもらいました。仕立て直しする手

元をじーっと見つめる私たちの視線はきっと夢に

まで出てくるくらい怖かったかも。 

 

山形ダッカ友好病院･･･ 

愛すべきレイ子さんとの出会い 

6月8日の早朝に村を出発し15時過ぎにダッカ

到着。その足で山形ダッカ友好病院に向かいまし

た。この病院は日本の大学に留学なさっていたラ

ーマン院長らが地域の貧困層に医療を届ける目的

で助成金を投入し改築された病院です。    

 

すばらしい日本的な整理整頓術 

 

院長自身が日本語を流暢に話されるのでダッ

カで病気になった多くの日本人はこの病院で治療

を受けています。公費で日本に留学したラーマン

院長。実際のところ、このようにバングラデシュ

に戻ってくる医師は希で日本に留まるか欧米に渡

る場合が多いそうです。更に、この病院には何と

日本人看護師の小林レイ子さんがいました。私た

ちの訪問に際し、冷たく冷えたお茶やお寿司や煮

豆が出てきて大感激でした。レイ子さん、働いて

いるのかと思っていたら友好病院は貧困者のため

の病院なので給与を出す余裕がなくレイ子さんは

自分の年金で生活しているボランティアでした。

日本人患者のために、巻き寿司や赤飯、煮豆など

を料理してお出しすることもあるほどで、後日医

療費が送られるとホッとするそうです。そうなの

です。バングラデシュは日本のような皆保険や皆

年金制度が無いので、全て自費です。医療費が支

払われないと、その金額がそのまま病院の負担に

なってしまうのです。詳しくは「レイ子さんに恋

してしまった」河村さんの報告書を拝読なさって

ください。 

 

何故、看護学校？ 

日本には 100万人の看護師がいるのにバングラ

デシュは 3万人以下。入院しても家族介護が基本

で、十分な回復を待たずの退院も多いそうです。

日本も終戦直後までは同じような状況で家族の誰

かが入院すると布団を持参しての入院も珍しくな

かったそうです。私が看護師になった頃はすでに

基準寝具という言葉がありましたので、寝具を提

供することに加算があったのだと思います。看護

師の配置による基準看護なんて言葉もありました。 
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建設中の看護学校 

きちんと造られているそうです 
 

バングラデシュではイスラム教を背景に女性

が自立して働く職場は尐なく、きちんとした教育

を受けた女性の職業として医師や教師、そして看

護師がやっと生まれてきました。そこで「会」は

ションダニスクールの優秀な生徒に看護師の道を

開き、地域の在宅医療、母子保健（乳幼児の死亡

率が高い）を担える人を育成する看護学校建設プ

ロジェクトを立ち上げたと理解しています。 

実際、ジャパニ小学校を訪問した時、案内して

くださった先生方、実はジャパニ小学校出身で何

人もジャパニ小学校で教師として子どもの教育に

あったっていました。そんな現状を見ると「会」

が行なってきた 25 年の長きにわたる活動の成果

に拍手喝さいの思いでした。ションダニスクール

での交流会の最中、「将来、どんな職業につきたい

ですか？」と質問したところ「看護師」という答

えが返ってこなかったのがちょっと残念でした。

たぶん、身近に看護師と出会うことがなく、看護

師という職業のイメージが構築しにくいのと先に

触れましたように家族介護が基本のバングラデシ

ュにおける看護師の職業的な評価の現状に起因す

るのかもしれないと推察しています。でも心配無

用です。日本の女の子の人気職業の1位は「パテ

シエ」で「看護師」はトップ 10 入りもしないの

ですから。もっと高学年になったときに「看護師」

という職業を実感してくれることでしょう。期待

しています。 

 

５人が揃った唯一の写真 

右から代表、河村さん、わたし 

最左が現地スタッフのような原口先生 

  後ろの青年が若き実業家の抜水さん 

 

親日国のバングラデシュ 

村に行く途中で、特に私達が滞在した村では人

気女優の如く何処にいっても「写真を一緒に」と

言われ、学校では何故か「漢字で僕の名前を書い

て」と子ども達に囲まれ、散歩に出かけては子ど

も達が付いて回り、買い物すれば人だかり、こん

な調子でした。 

最終日の送別会後、浴衣を着て河村さんと歩き

回っている時、ちょいとイケメン風の青年に声を

掛けられてしまいました。久しぶりのこと故、ト

キメクを通り越してドギマキしてしまい訳の分ら

ない英語を並べ立て、逃げ出してしまった情けな

い私達をどうかお許しください。 

 

子どもたちも興味津  々
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バングラデシュはとにかく尐子高齢化の日本

と違い子ども達が目立っていました。中には裸足

の子もいましたが、それでも駆け回りとっても元

気です。ダッカでは物乞いする痩せた老婦人も良

く見かけましたが、集まったお金を数える姿がし

たたかな女将さん風で頼もしくもありました。甘

い茶や菓子類を好む食文化を有するバングラデシ

ュ人は最貧国と言われつつも糖尿病の罹患率が高

く太った方も多っただけに、物乞いする人の体型

維持は大変な苦労かも知れないと不謹慎な事に思

いを馳せたりしてしました。代表の口車に乗って

しまった私が直接目の当たりにしたバングラは多

くの血を流しながらも屈することなく独立を果た

し、バングラデシュ人民共和国として世界から認

められ、エネルギーに満ち溢れていました。 

４０年を経た今日、純粋な中学生の頃に見た涙

も出ない痩せ細った子ども達は輝くような笑顔を

取り戻し「学校の先生になりたい」「医者になりた

い」「私は科学者」と沢山の夢を語ってくれました。 

 

日本っていいな～ゆかいな仲間たち 

最後は、とってもユニークだった大使館員お二

人との新たな出会いに触れたいと思います。今回

の目的の一つに日本大使館訪問がありました。同

行者は日本を出発した4名と抜水さん、山形ダッ

カ友好病院のアイドルナース小林さんの計6名で

した。一方大使館員は国交省でダム建設に関わっ

た経験を持つ佐々原一等書記官と整形外科医とし

てメスを握っていた齋木医務官のお二人。6 月 9

日大使館を訪問した理由は看護学校建設の助成金

に関する相談でした。生まれて初めて大使館に足

を踏み入れて、持ち物検査など本当に敷居の高い

ところだと納得してしまいました。そこでは齋木

医務官が医師の視点でのバングラデシュ徘徊の経

験をプレゼンしてくださいました。破棄される破

傷風のワクチン、日本円で4千万円あまり。保管

や輸送、配布先の管理などがシステム化されない

ために、先進国からの支援物資が無駄になりまし

た。病院では清潔なガーゼ類が汚物と同じ場所に

置かれ、臓器移植も可能な高額で高度な医療機器

が誰にも振り返ってもらえず手術場の片隅に放置

されたまま、などなど。 

バングラデシュの中でも最新の医療現場から

見えたものは偶然の産物ではなく日常を映し出し

ているとしか思えず驚きの連続でした。レイ子ナ

ースが現場を仕切る「山形ダッカ友好病院は決し

て最新の医療機器は揃っていません。でも、ここ

だけはきちんと管理されています。小林さんの力

ですね」と。最後に日本人夫婦がバングラデシュ

の孤児を引き取って育てているホームの映像があ

りました。ホーム周辺の整理、整頓と子ども達の

日本的な躾を身につけた行動など。「これが大事な

んです」と、齋木医務官のプレゼンに「日本って

スゴイ。日本っていいな」と思ったのは決して私

だけではなかったでしょう。  

その後、「夕食をご一緒に」と佐々原書記官か

らお誘いを受けた時は驚きました。あの敷居の高

い日本大使館で、多分バリバリと働いていらっし

ゃる大使館員と夕食を共にするのです。「遠慮なく、

どうぞ」と言われ、本当に遠慮なく上り込んだ書

記官の私的ルームにはちゃんとクーラーが完備さ

れ、リビングも広い事広い事。何故か漫画の単行

本も数冊あって、ニンマリしてしまいました。  

 

 

ユニークな大使館員コンビ 
 

後から駆けつける予定の齋木医務官を待つこ
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となく始めた交流会。料理人が準備してくれた久

しぶりの日本食を堪能し、本人の「勝手にどうぞ」

をいいことに本当に勝手に冷蔵庫からビールを取

り出し、オレンジジュースを飲み干し、ワインを

何本も空にしてしまって。きっと翌朝、空になっ

た冷蔵庫を前に呆然と立ち尽くされるお姿が想像

できるだけに、申し訳ないやら可笑しいやら。佐々

原書記官、ご馳走様でした。 

交流会では大使館員お二人の身元調査をしっ

かり行っていくと、抜水さん以外は同世代と分っ

てからの私達、共通の話題はなんと言っても脱脂

粉乳でしょう。給食に出された脱脂粉乳の思い出

話に花が咲くこと咲くこと。でも大使館員の私的

ルームで盛り上がったのは、決して脱脂粉乳の思

い出話ばかりではありません。お二人は「会」の

25 年に渡る長期的な活動を高く評価されており、

何らかの形で協力したいとの意向を示されました。

その上で「バングラデシュに必要なのは物ではな

く人。物は先進国から充分すぎるくらい送られて

いる。人が大事。この国に貢献するという志を持

った人を育てる仕組みが重要だ」と熱く熱く語ら

れました。確かにラーマン院長みたいに自国に戻

って、貧民層の人々の健康を守るという高い志を

持ち、実践者として自国民に貢献している人は皆

無なのかもしれませんね。 

レイ子さんはボランティアとしてラーマン院

長と共に日本の医療、それこそホスピタルの語源

でもあるホスピタリティの「心からのおもてなし」

の担い手として頑張っていらっしゃいますが、ラ

ーマン院長もレイ子さん状態なのかもしれないと

心配になりました。 

大使館員のお二人の話では国費で留学したと

しても、現在働いている職場からは「好きで行っ

たんでしょう」的な感じで戻って来ても、元のポ

ジションがあるとは限らないそうです。そのため

自国に帰らず日本に留まることになってしまうの

でしょう。今後、留学の約束事として自国の医療

の発展に尽くすこと、元の職場に復帰できること、

社会的にも評価されること、を仕組みにする必要

がありその準備にかかる予定であると説明してく

ださいました。 

 

「看護学校の寮母になりませんか？」 

 

さらに話は明治維新前後に外国船で密出国し

た人や国費で海外に留学した人たちにも及びまし

た。新島襄にしても津田梅子らにしても自分の学

んだことを確かな信念のもと日本国民のために捧

げたんですよね。今は立派な大学になっています。

夏目漱石にしても、その業績は計り知れません。

数え上げたらキリがありませんね。 

お二人の弁舌はさらに続き、特に齋木医務官の

「今のバングラデシュは江戸時代の日本にスマホ

と自動車が導入されたような状況」と語られ、モ

ノを使うため、モノを使いこなすため、モノが人

を幸せにするための仕組みが無いことが問題であ

ると指摘されていました。そういえばションダニ

スクールでは沢山の子ども達がスマホで私達を盗

撮していたことを思い出しました。 

佐々原書記官は、というと壁に飾ってあった地

図を「こんなに精巧なバングラデシュの全景地図

を持っているのは日本人では私だけでしょう」と

ドヤ顔で、記念撮影を代表に強要しておられまし

た。さすが国交省でダムに携わっていらしただけ

に地図への想いが尋常ではないのでしょうが、個

人的には全く興味はありません。「そんなに大事な

地図を押しピンで留めていいの？」と、どう見て

も印刷にしか見えないバングラデシュの地図を冷
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ややかに眺めてしまいました。 

話しは夜の帳が下りるとさらに輝きを増し、美

味しいお酒の勢いでお二人から私たち3人に「看

護学校で寮母をしませんか。①きちんと挨拶する

②正直であること③時間や約束を守る という日

本式の躾ができる寮母さんになりませんか」と口

説かれ、「エー!!寮母!?」と河村さんの素っ頓狂な

声が耳に届きました。「もしかしたら、もしかした

ら今夜は雑魚寝？」と河村さんが思った瞬間、「さ

～」とテーブルに手を付いたのはやっぱり代表、

お酒を飲んでも飲まれない。お酒を飲むならトコ

トン飲まれたい私と違い、冷静です。 

気がつけば「夜の9時以降は眠ってしまう」と

いう原口医師はやっぱりうたた寝していました。

抜水さんは「いつの間にそんなに呑んだの？」と

思うくらい顔を真っ赤にして、ニタニタ笑ってい

ます。レイ子さん一人だけは一滴のビールも飲め

ず、酔っ払いの戯言をニコニコしながら見守って

いた、らしいです。河村さんは本人曰く「みんな

の話が面白すぎてずーと笑いっぱなしだった」と

言いますが、ンなことはありません。旅の間中、

振り向けばいつも笑っていましたから。 

後日談ですが、レイ子さんは日本から医師2人

と看護師2人が友好病院を訪問し視察と意見交換

をされると聞いてとっても緊張なさったそうです。

数時間を共にして「緊張して損した」なんてきっ

と思われたでしょうね。 

そんな「チョー ゆかいな仲間たち」が帰るの

を大使館員お二人はとっても名残惜しそうに見守

っていらしたとか。これも河村さん情報です。本

人たちは気づいていませんがこのお二人こそが私

達にとっては「チョー ゆかいな仲間たち」なの

です。 

 

最後の最後に抜水さんのことを 

全てにおいて抜け目なく準備し、通訳も完璧だ

った抜水さんとのエピソードは山のようにありま

すが、とにかくトンチンカンな私達二人。「もう

面倒は見切らん」というようなことが多々あった

でしょうが、最後の最後まで甲斐甲斐しくお世話

してくださいました。 

 

沢山の笑顔に出会い、驚きに満ちたバングラデ

シュ。今もそれなりに純粋な私の人生の「忘れ物

探し」のような、「帳面消し」のようなバングラデ

シュの旅はこうして幕を閉じました。 

平成26年7月記 
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現地訪問団に同行して 

抜水 義博 

今回もいつものように？、楽しく個性的なメンバ

ーの方々と一緒に楽しく同行させてもらい、まず

はお礼を申し上げたいと思います。 

 

会の方々には説明するまでもないご存じ二ノ坂さ

ん、しっかり者かつ熱い情熱を持った河村さん、

どこでもムードメーカーでさりげなく気を使って

くれる谷口さん、優しく穏やかな原口さん。それ

ぞれとの、または全員での楽しい・面白いエピソ

ードもたくさんあるのですが、それを書いている

と字数大量オーバーになってしまうので、今は省

略致します。 

痛感したのは語学力不足。。。バングラデシュに

住みだして、早７年が経とうとしているのに、ベ

ンガル後の難しい単語等は全くと言っていいほど

覚えておらず、途中情けなくなることもありまし

た。うまく伝えきれなかった時は、本当に申し訳

ありませんでした。 

その国の言葉を上手にしゃべれるということは、

それだけでその国への想いが伝わると昔誰かから

聞いたのですが、その通りだと思います。日本語

の上手なベンガル人はそれだけで、日本・日本人

との関わり・想いを持ってくれているんだなーと

感じ、ありがとうと言いたくなります。 

続けるだけでは意味がないというに人もいますが、

２０年以上もバングラデシュの人と日本の人がバ

ングラデシュのひとつの村・地域のことを考え、

一緒に活動を続けてきたことは、とてもすごいこ

とだと思います。 

今回のションダニとの議論での大きな論点のひと

つであった当事者意識。 

看護学校建設工事が始まる前、ションダニの人達

に土地を見せてもらった際、「お金がんばって集

めてくださいね」と言われた時に、思わず「お金

持ちの人が看護学校予定地に隣接する土地を持っ

ているんですから、その人にその土地をもらって

くださいね」と冗談っぽく笑いながらですが、か

なり本気で言ったことを思い出しました。 

今回の議論のあと、自らで寸劇募金活動を考え実

演してくれた時は、みんなの想い・考えをきちん

と感じ・考え・さらに行動までしてくれて、とて

も嬉しく思いました。 

東北の震災では、バングラデシュからも日本に対

して支援の手が差しのべられました。日本・日本

人が困っている時、バングラデシュ・バングラデ

シュ人が困っている時には、お互いが自然に助け

合えるそんな関係になれればいいなと思います。

普段は対等な友人として。 

普段はビジネスを通じて、または友人としてバン

グラデシュの人たちとつきあっていますが、NGO

の活動や田舎での時間は、新しい気付きがあった

り、忘れかけていたことを思い出させてくれたり、

私にとってはとても貴重な機会です。これからも

どうぞよろしくお願いします。 
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寄稿 河野洋一郎さんから 

看護学校建設現場を訪れて 

平成 26年 7月 18日 

青年海外協力隊一級建築士 河野 洋一郎 

 

現在、私はバングラデシュ政府の住宅・公共事

業省建築局という省庁で医科大学に関連した建築

を設計しています。インターネット上で看護学校

を建設しているという内容を知り、今回、看護学

校現場に手をつなぐ会の皆様と共に訪問させて頂

きました。 

 

私が看護学校建設現場に訪れた理由は、バング

ラデシュで援助活動している団体が陥りやすい２

つの事項を確認するためです。 

 

① 支援することでバングラデシュの人が援助

に慣れてしまわないか？ 

② 適正な金額で工事が行われているか？ 

 

①のバングラデシュの人が援助に慣れてしま

う問題に関しては「援助慣れ」という言葉で表現

されます。「援助慣れ」してしまうことで、援助を

受ける側が自助努力をしなくなり、一方的な支援

の形になってしまいがちです。また、努力をしな

いで手に入ったものは大切に扱われません。 

 この問題を解決する一つの方法は、しっかりと

会話をする機会を設けることだと思います。手を

つなぐ会の皆様と会議に参加させて頂き、日本の

皆様が看護学校建設の為に努力をしていることや

日本側とバングラデシュ側両方が一緒にこのプロ

ジェクトに取り組んで行こうという強い意志は伝

わったのではないでしょうか。このような話し合

いの場を設けることで、お互いに歩みより一緒に

協力して看護学校建設に取り組んで行けるのだと

思います。 

 ②に関しては、詳細な見積書を確認しませんで

したが、看護学校の規模を考えると妥当な金額だ

と思います。残念ながら、バングラデシュでは海

外の援助団体に高額な見積もりを提示する場合が

あります。しかし、今回の看護学校建設に関して

は大きな問題はないと思っています。 

 

 バングラデシュと手をつなぐ会の皆様の活動を

見て、バングラデシュの人々と正面から向かい合

っている姿が印象的でした。正面から向き合うこ

とがプロジェクトを成功させる大切な要素だと思

います。今後も、バングラデシュの人々と正面か

ら向き合い看護学校建設が成功することを祈願し

ております。 
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−バングラデシュ医療事情について− 

山形ダッカ友好病院 看護師 小林レイ子  

 

2013 年 8 月初めてお会いした「バングラデシュ

と手をつなぐ会」の皆さんとメヘルプールへ同行

させて頂きました。ションダニ病院に足を踏み入

れ、まず感じたのは“清潔感”でした。バングラ

デシュの多くの病院か埃にまみれ、ゴミか散乱し

てる 事も珍しくありません。スタッフ皆さんの仕

事への“責任感と誇り”が感じられまし た。バン

グラデシュの医療は日本の 30 年前に近い・・と

考えます。宗教上「からだに触れる卑しい仕事」

とみなされた経緯かある事、富裕層の子供は看護

師より医師 になる事を選び、貧困層では授業料そ

の他経費が払えないため進学出来ない事・・ など

が看護師不在の原因になってると言われています。

日本の総人口を3000万人 超えたハングラデシュ

ですが医師 58000 人に対し看護師はようやく

30000人を超 えたところです。「正規の資格を持

った看護師(3 年制又は 4 年制)は群立病院レベル 

以上にしか存在しない」と言われてますがダッカ

市だけを見ても大小の病院は乱立 しており、そこ

には短期間(1~2 年)の医療専門学校を卒業した者

が勤務しています。 政府は「資格者」を増やすと

言いつつも、いわば免許を持たない看護師が居る

事を みてみぬふりをしている事になります。患者

さんをしっかり受け止めて「私はこの 仕事が好

き!」と言えるプロフェッショナルな看護師を育て

るためにも「看護学校 建設プロジェクト」協力し

て行きたいと思っています。 

 

 

当院で年に何度か貧困層の患者さんを対象に形成

外科医による兎唇の手術が行われています。手術

費用は銀行協会？的なところから支払われてるそ

うです。１日に40~50名の患児に付き添った両親

とで病院の外まで人が溢れ、診察後手術が深夜ま

で行われ翌朝にはそれぞれの村に帰って行きます。

清潔は帰宅後どうしてるのかな・・いつも心配に

なります。 
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