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文字の読めない人のための投薬型指示図（p､６４参照）

､>"』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む週

､Ｊ云

う○‐
１１ 凶’|） ､ン』皇〈《

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾗ6ご
Ｉ、 凶’

､ｼ』k<，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾌさ
Ｉ， 幽’

）
､>/｣k<，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む量

ﾗ○一
、 凶’|）

Ｉ

､ﾝ』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む量

ﾌさ
Ｉ， ､坐｜）

､ﾝ』<／

､ｆ戸

ﾗ○一
、

､ゾ･塁，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む量

､ン里〈，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾗ6こ
１， 、巻

）

､>"坐､<，

，』

ﾗ○
Ｉ，

､魁塞，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む量
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文字の読めない人のための投薬量指示図（p､６４参照〕

-ン』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾗ○一
、

､》と4K，
）

､ﾝ』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

1回に飲む国

ﾗ6ご
Ｉ，

､1基く，
）

､>〆』急ぐ『

患者の名前

葵の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾗ6官
Ｉ， ､魁’|）

､ン皇〈，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む鼠

ﾗさ
１，

､当国些／
）

ヘン』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための葵か

１回に飲む量

、ノー

ﾗ○壷
、

､､‘墨《，
）

､ﾝ土､<，

者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

、Ｊ〆

ﾗ○‐
Ｉ，

､１基し
）

､ン』k<／

忠者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾌさ
Ｉ，

､y呈肘し
）

､シベ，

、Ｉ〆

ﾌ○‐
Ｉ，

､1｣呂〈，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量
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文字の読めない人のための投薬量指示図（D,６４参照）

〕）

､ン』k〈，

忠帯の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾗ○『
、 幽｣）

､ン』皇<，

患者の名前

蕊の名前

何のための薬か

１回に飲む量

ﾌ6官
１， ､当」 ）

､>〆』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

､ノ〆

ﾗ○‐
Ｉ、

､)』Eとく／
）

､ン上<，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む伍

､Ｊ－

ﾗ○‐
Ｉ，

upK，|） ､ン』良く，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む画

ｧさ
Ｉ，

､》』志／
）

~ﾝペ，

､ｊ〆

ﾌ○一
、

､哩宝〃

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

.､>〆とく，

、』

ﾗ○
Ｉ、

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量

､ﾝ』息<，

ﾗ○冒
Ｉ，

患者の名前

薬の名前

何のための薬か

１回に飲む量



患者の記録

医療機関に患者を紹介するときに用いるもの

患者名：

男性女性

今の主な病気または問題は何か？

いつそれは始まったのか？

どのようにそれは始まったのか？

以前にも同じ問題があったか？

どこに住んでいる人か？

あるとすればいつか？

年齢：

熱はあるか？どれくらい高い熱か？一度いつからどれくらいの間続いているか？

痛みは？どこが痛むのか？どんな痛みか？

以下、どのように具合が悪かったり、普段と週うのか？

皮 膚：耳：

眼：口と喉（のど）：

陰都：

尿：多いか少ないか？ 色は？ 排尿困難はあるか？

排尿困雌の性質を説明する

便：色は？－

１日何回出るか？

２４時間での排尿回数

血液または粘液は混じるか？

－腹痛はあるか？

夜間の排尿回数

一下痢は？－

脱水は軽度か重いか？

呼吸：呼吸数／分一

呼吸困難（状態を説明)－

端鳴（ぜいめい）はあるか？

脱水は？

便に寄生虫がいるか？ どんな種類の虫か？

深い、浅い、または正常な呼吸か？

咳（状態を説明）

‐疾（たん）の有無血液が疾に混じるか？

42ページに列記されている危険な病気の症状のどれかを示しているか？

あるとすればどの症状か？（詳しく番くこと）－－－－－－－

他の症状：

飲んでいるとすればどんな薬か？薬を服用しているか？

これまでに薬で琴麻疹

あるか？

(じんましん）やかゆみを伴う腫れ物や他のアレルギー反応を生じたことが

どんなアレルギー反応？‐一－－－

病人の状態：さほど深刻ではない

非常に函症

かなり重症

この紹介状（情報提供雪）の裏に、あなたがほかに重要と思う情報を書き込んでください。



患者の記録

医療機関に患者を紹介するときに用いるもの

患者名：

男性女性

今の主な病気または問題は何か？

いつそれは始まったのか？

どのようにそれは始まったのか？

どこに住んでいる人か？

年齢：

以 前にも同じ問題があったか？あるとすればいつか？

熱はあるか？どれくらい高い熱か？度いつからどれくらいの間続いているか？

痛みは？どこが痛むのか？どんな痛みか？

以下、どのように具合が悪かったり、普段と違うのか？

皮 膚：耳：

眼：口と喉（のど）：

陰都：

尿：多いか少ないか？

排尿困難の性質を説明する

便：色は？－

１日何回出るか？

脱水は軽度か重いか？

呼吸：呼吸数／分

呼吸困難（状態を説明)－

端鴫（ぜいめい）はあるか？

色は？

２４時間での排尿回数

血液または粘液は混じるか？

腹痛はあるか？

排尿困難はあるか？

夜間の排尿回数

下痢は？－

脱水は？

便に寄生虫がいるか？どんな種類の虫か？

深い、浅い、または正常な呼吸か？

咳（状態を脱明）

‐‐疾（たん）の有無血液が疾に混じるか？

４２ページに列記されている危険な病気の症状のどれかを示しているか？

あるとすればどの症状か？（詳しく衝くこと）

他の症状：

飲んでいるとすればどんな薬か？薬を服用しているか？

これまでに薬で蕊麻疹

あるか？

(じんましん）やかゆみを伴う腫れ物や他のアレルギー反応を生じたことが

どんなアレルギー反応？

病人の状態：さほど深刻ではない

非常に重症

かなり璽症

この紹介状（情報提供響）の褒に、あなたがほかに璽要と思う慣報を閏き込んでください。



患者の記録

医療機関に患者を紹介するときに用いるもの

患者名：

男性一女性一

今の主な病気または問題は何か？

いつそれは始まったのか？

どのようにそれは始まったのか？

どこに住んでいる人か？

年齢：

以前にも同じ問題があったか？あるとすればいつか？

熱はあるか？どれくらい高い熱か？度いつからどれくらいの間続いているか？

痛みは？ どこが痛むのか？ どんな痛みか？

以下、どのように具合が悪かったり、普段と違うのか？

皮 層 ：耳：－

眼：

陰都：

尿：多いか少ないか？

排尿困雌の性質を説明する

便：色は？

１日何回出るか？

脱水は軽度か重いか？

呼吸：呼吸数／分

呼吸困雌（状態を脱明)－

端鳴（ぜいめい）はあるか？

口と喉（のど）：

色は？

２４時間での排尿回数

血液または粘液は混じるか？

腹痛はあるか？

排尿困難はあるか？

夜間の排尿回数

下痢は？

脱水は？

便に寄生虫がいるか？どんな種類の虫か？

深い、浅い、または正常な呼吸か？

咳（状態を脱明）

疾（たん）の有無血液が疾に混じるか？

42ページに列記されている危険芯病気の症状のどれかを示しているか？

あるとすればどの症状か？（詳しく番くこと）

他の症状：

薬を服用しているか？

これまでに薬で蕊麻疹

あるか？

飲んでいるとすればどんな薬か？

(じんましん）やかゆみを伴う腫れ物や他のアレルギー反応を生じたことが

どんなアレルギー反応？

病人の状態：

非常に鰻症

さほど深刻ではない かなり重症

この紹介状（憎報提供蜜）の璽に、あなたがほかに璽要と思う憎報を蜜き込んでください。



患者の記録

医療機関に患者を紹介するときに用いるもの

患者名：

男性女性

今の主な病気または問題は何か？

いつそれは始まったのか？

どのようにそれは始まったのか？

以前にも同じ問題があったか？

どこに住んでいる人か？

あるとすればいつか？

年齢：

熱はあるか？どれくらい高い熱か？一度_いつからどれくらいの間続いているか？

痛みは？どこが痛むのか？どんな痛みか？

どのように具合が悪かったり、普段と違うのか？

耳：－

以下、

皮膚：

眼： 口と喉（のど）：

陰都：

尿：多いか少ないか？ 色は？ 排尿困難はあるか？

排尿困難の性質を脱明するー‐２４時間での排尿回数

便：色は？血液または粘液は混じるか？

１日何回出るか？腹痛はあるか？

夜間の排尿回数

一下痢は？－

脱水は軽度か重いか？

呼吸：呼吸数／分

呼吸困難（状態を脱明)－

端鳴（ぜいめい）はあるか？

脱水は？

便 に 寄 生 虫 がいるか？どんな種類の虫か？

深い、浅い、または正常な呼吸か？

－咳（状態を説明）

疾（たん）の有無血液が疾に混じるか？

42ページに列記されている危険な病気の症状signsのどれかを示しているか？

あるとすればどの症状か？（詳しく書くこと）

他の症状：

飲んでいるとすればどんな薬か？薬を服用しているか？

これまでに薬で蕊麻疹

あるか？

(じんましん）やかゆみを伴う腫れ物や他のアレルギー反応を生じたことが

どんなアレルギー反応？

病人の状態：さほど深刻ではない

非常に甑症一一一一

かなり函症

この紹介状（惰報提供書）の裏に、あなたがほかに重要と思う情報を書き込んでください。



『医者のいないところで』：その真価
日本の農村地域社会のヘルスケア・ニーズに合致

医学博士・医師バルアスマナ＊

世界保健機関東南アジア地域事務局

地域アドバイザーハンセン病対策プログラム

これまでの数十年間、日本は社会の高齢化に合わせて「基本的な人間ニーズ」（BasicHumanNeeds）

を満たすべく、さまざまの、緊昭らしい、「機械的イノベーション（新機軸)」を発展させてきました。同

時に乳幼児及び妊産婦の死亡率の低下という点でも目覚ましい進歩を遂げました。これらは世界的に認め

られる成功であり、素踊らしい例として引用されています。

日本の隅々にまで質の高い高齢者ケアをもたらした、これらの努力と賀やされた時間とに対して、私は

尊敬の念を覚えます。しかしながら、私の考えを申し述べることをお許しいただければ、本書「医者のい

ないところで」に密かれている人の手の温もりを持つ内容は、今現在の、さらには将来の高齢社会のケア

に不可欠の、かつ永続的な使用に耐えるツールだと思われます。とりわけ日本の地方の高齢社会に当ては

まるのではないでしょうか。地方において若い人たち（彼らもやがては高齢者と呼ばれるようになるので

すが）を含めた、自助的なケアのグループを組織化していくことは、「コミュニケーションの世代間ギャッ

プ」を埋めるのにも役立ちます。このような方法は、世代間の循環的継承と、社会契約に基づく「ふるさ

と魂」（コミュニティ・スピリット）を、永続的に生み出していくことでしょう。

複数の報告が、日本では出産可能年齢に属する既婚女性の多くが様々な理由により、子どもを産まない

選択をしていると報じています。最大の理由の一つが産科医不足とのことです。都会の三次医療機関にお

いてさえそうなのです。日本の農村地域社会がこの問題の解決を図っていくために、「医者がいないところ

で」に雷かれている、いくつかの関連する章が役立つと思います。すでに出産経験済みのお母さんたちが、

これから母親になろうとする若い世代をサポートするために、本箇を良き教本として使うことができます。

まさに、数十年前に地方で保健婦さんが取ったのと同様なアプローチではないでしょうか。

唐突に物を言っているとお思いかもしれません。どうぞお許しください。しかし私はまったく何の脈絡

もなくこのようなことを申し上げているわけではありません。すでに多くの日本人の皆様がご存知のとお

り、本書は８０言語以上に翻訳されており、日本語はその翻訳言語リストの最終行に付け加えられます。

私はアジアの国々で、地域に根づいた保健ワーカーを訓練するにあたって、個人的に本書の複数の翻訳本

を利用してきました。１９７９年から１９８９年にかけて、私自身タガログ語に翻訳された本習を使い、男性

助産師.男性君瞳師のIilll練を受け仕頗をし、最終的にフィリピン、レイテ県で医者になりました。１９８１年、

本謡の著者、デビッド・ワーナー博士がレイテの田舎を訪問された際に、ご案内するという栄誉ある機会

も得ました。

ところで、私は１９８１年以来、日本の医学生たちに、フィリピン、パングラデシユ、インド、ネパール、

及びその他のアジア諸国の鯉村地域を、学生のうちから早期に体験してもらうプロジエクトに関わってい

ます。本宙の英語版とドラフト段階の日本語訳とを読んでもらった際、学生たちが目を輝かせていること

に気がつきました。学生たちは、英昭版日本謂版を見比べて読みながら、本圃が発展途上国で必要な医学

英語を覚えるのにとても役立つということを発見したのです。日本人医学生はぜひこの方法を試してみて

ください。

日本人の同僚たちは、この本の翻訳のために多大な努力と忍耐を費やしました。この日本語版を出版に

こぎつけるまで、彼らは決してあきらめませんでした。というのは、彼らは本書の有用性を多くの国々で

目撃して来ていたため、その決意は揺るがなかったのです。日本語版が自国日本でもまた広く使われるの

を目のあたりにすることで、彼らが長いこと抱いてきた夢はきっと実現することになるでしょう。

＊上記のコメントは簸占自身のものであり､箪省の隅する団体の意見を反映するものでも､その団体の保証を与え

るものでもありません。



‘‘WhereTherelsNoDoctor，'：ltsrelevance

FocusingonheaIthcareneedsofJapan，sruralcommunities

Ｄ｢Barua,Sumana衝

ＷＨＯ,SEARO

Durin9theIastfewdecades,JapanmadeanumberofremarkabIeprogressesinthearea
of“mechanicaIinnovations'，inchaIIengingthe“basichumanneeds”ofthegrowingeIderIy
society・InparalleI1othis，remarkableprogresseshavealsobeenmadeinreducingthe
infantmortalityandthematemaImortalityratesinJapan・Theseachievementsareglobally
recognizedandarecitedasexamples．

IrespectaIIeffortsandthetimespentthatledtoquaIityeIderIycareaIIoverJapan・
However,frommyviewpoint,presentＩｙａｓｗｅｌｉａｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅｙｅａｒｓｔｏｃｏｍｅ,thecontents
ofthebook,“WhereTherelsNoDoctor，'wiIlbeanessentialandsustainabletooIincaring
thegrowingelderlysocietybwithmorehumantouch,especiallybintheruraIcommunitiesin
Japan・Organizin9self-helpcaregroupsbyinvolvingtheyoungercitizens(andsomeday
whowouIdbeaIsoseniorCitizens)intheruraIcommunitieswillalsohelpinreducingthe
‘age･gapcommunication，ａｍｏｎｇａＩＩ・TheapproachwiIlcreateasustainablecycIic-orderwith
thecommunity-spiritbasedonthesociaIContract

ReportsshowthatinJapan，manyofthereproductiveage-groupmarriedwomenprefer
nottobearachildforvariousreasons・ＯｎｅｏｆｔｈｅｐｒｉｍｅｒｅａｓｏｎｓｃｉｔｅｄｗａｓｔｈeIackof

obstetricians,eveninthetertiarycareurba、hospitals・TbaddresslhischalIengeintherural
communitiesinJapan,thereIatedchaptersinthebook“WhereThe『ｅｌｓＮｏＤｏｃｔｏｒ,，can

beusedastrainingmateriaIsfortheruraImotherswhohadchild-bearingexperiencesto
supporttheyoungeroneswhowouIdbemothers,ThismaybeasimiIarapproachthatthe
pubIicheaIthnursesusedtopracliceintheruraIcommunitiesfewdecadesago．

AIlowmeplease,totellyoualIthallamnotsayin9theabovefromthebIue・Ｍａｎｙｏｆｙｏｕ
ｍａｙｂｅａｗａ『ethatthisbookhasbeentranslatedinmorethan801anguagesandJapanese
isthelastlanguagetobeaddedonthelist、Ｉｐｅ『sonallyusedthebookinanumberof
languageswhiIeconductingtrainingofcommunity-basedheaIthworkersinva『iousAsian

countries・lstartedtousetheTagaIogversionｗｈｉｌｅｌｗａｓｔｒａｉｎｅｄａｎｄｓｅｒｖｅｄａｓａｍaIe
midwife，ａｍａＩｅｎｕｒｓｅａｎｄｔｏｆｉｎａＩ１ｙｂｅｃｏｍｅａｍedicaldoctorinLeyteprovinceinthe
Philippinesduringl979tol989･ｌｎｌ９８１，lhadtheopportunitytowelcometheauthor,Ｄｒ
ＤａｖｉｄWarnertoLeytetovisittheruralcommunities．

Bythewaybsincel981，lhavebeenhandlingearly-exposureoftheJapanesemedicaI
studentsintheruraIcommunitiesinthePhilippines，BangIadesh，lndia，NepaIandin
otherAsiancountries，InoticedenthusiasmamonglhesestudentswhenIetthemreadthe
draftJapaneseversionwiththeEnglishｏｎｅWhiIereadingtwoversionsside-by-side,the
studentsfoundthebookasabettertooloflearningmedicaIEngIishinDevelopingcounlries・
lurgetheJapanesemedicalstudentstogiveatry．

lttookmucheffortsandpatienceforagroupofJapanesecoIIeagueswhonevergaveup
untilfinaIlytheJapaneseversionissettobepublished・Ｔｈｅｙｗｅ『edeterminedastheyhave
seentheusefulnessofthebookinmanycountries．ＩtwiIIsureIyfuIfiIltheirlongche『ished
dream,especially,whentheywiIlseetheJapaneseversionisalsowidelyinuseintheirown
country,Japan．

☆ＴｈｅａｂｏｖｅｃｏｍｍｅｎｔｓａｒｅｏｆｔｈｅwriteranddoesneitherrefIecttheopinionnorthe
endorsementoftheorganizationofhisaffjliation．



DavidWemerもｃｏｍｍｅntsontheJapaneseeditiOnofWhe尼７he尼jsNODocro尻

IamdelightedthatmyhealthcarehandbookWhe尼７he尼jsjVbDocforhasnowbeen

translatedintoJapaneseandwilIsoonbepublished､AndIamespeciallyhappythatthe

initiativeforthiseditionhasbeentａｋｅｎｏｎｂｙＳＨＡＲＥａｎｄｍｙｅｓｔｅｅｍｅｄｃＯｌIeagueDnbru

Honda,ｗｈｏｓｅｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔｔｏｔｈｅｈｅａｌｔｈａｎｄｒiｇｈｔｓｏｆｕndeIservedpeoplehasprovideda

beaconofcompassionandegaIitarianvisioninthesetroubledtimes．

IwouldaIsoliketothanktheoriginaltransIatorofthebook，Ｍｓ･KawataIkoi,whowith

thecooperationofstaffatSHAREhavemadesurethecontentofthebookisaccurate,up

todateIandpresentedinsimpIeclearIanguagethatthosewithoutanymedicalorpubIic

healthtrainingcanunderstandit.ＩfeelmorethanmerecoincidenceandalIthemoIBhappy

toknowthatMs・KawataisarBsidentofSaku,wheretheIateDEWakatsukiTbshikaｚｕａｎｄ

ｈｉｓｔｅａｍ，hadstartedtheepoch-makingruralhealthmovementinSakuCentraIHospitaI

morethan60yea鱈ago,IongbeforetheAlmaAtaDeclarationonPnmaryHealthCa鱈(1978）

wasprocIaimed．

Inviewoftheconvergingcrises-economic，ecoIogic，andspirituaI-currentIyfacing

humanity,theheaIthOftheworld君peopIewillaImostsurelybeinc幅asinglycompromised，

ｗｉｔｈｍｏ『ｅａｎｄｍｏ鱈hung『ypeopIeandwithdesperateIyneededhealthcareincreasingIy

outofreach・ItistherGfO尼myhopethatthisnewJapanesetransIationofWhene777e尼ﾉs

lVbDoctor-inthehandsofcompassionatehealthworkerssuchasｔｈＯｓｅｉｎＳＨＡＲＥ,ｗｉｌｌbe

asourceofmuchneededandpossiblyheaIth-protectinginformation．

ItismyhopethatthisheaIthcarehandbook,inthehandsofJapanesevolunteersand

changeagentsworkingwithdisadvantagedandma『ginalizedpersonsaroundthegIobe，

wilIcontributetohelpbuiIdaheaIthienkinder;ａｎｄmoIesustainableworIdforusaI1，

July2009

DavidWemer



あとがき:｢医者のないところで」WhereTherelsNoDoctor日本語版刊行に寄せて

本書の著者､デビッド･ワーナー氏は､筋萎縮症という障害を子ども時代から持ちながら､自然観察や動植物のス

ケッチに長け､カリフォルニアの高校の生物学教師だった1960年代には､メキシコ西部の山地にトレッキングを

繰り返していた｡ちなみに､彼の住むニューイングランド地方は､アメリカの偉大なエコロジストにして人権思想

家、ＨＤ､ソローを生んだ土地であり､デビッドの文章や生き方にも､ソローの影響を臨み取れる。

彼がメキシコの山の中で知り合い､親切にしてくれた､貧しい農民たちが､自分たちの力で無医村の健康改善を目

指した自立的活動に取り組んでいることに深く感銘を覚え､彼らのお手伝いを1960年代半ばに始めたことが､こ

の本の来歴となっている｡彼の､ものことを絵画で表現する優れた能力が､わかりやすい保健教材を作る上で大いに

役立つこととなった｡初版はスペイン語で智かれ､ガリ版印刷のようなものであったらしい。１９７０年頃のことだ。

英語の初版が出されたのが1977年､それから30年以上経過して､この本は、８０以上の目脂に訳され、300万部

以上が世界中で頒布され､途上国の草の根医撤･保健活動のもっとも頼りになる手引き函として活用されてきた｡こ

の一冊と､その後に続く多くの途上園での彼の活動だけでも､ノーベル平和賞級の業綱と雷ってよい。

私は､本雷と､佐久総合病院の故･若月俊一氏の｢村で病気とたたかう」（岩波新習)との通深い網神的な共通性に思

い及ぶ｡若月氏の本も､｢医者のいないところで｣とほほ同じ時期、１９７１年に初版が出ている｡無医村状況の中で、

どのように人々の健康を守り､病気を予防していくか､さらには住民自身の社会的参加意鯉を育てていくかといっ

た､両者に相通じる思想とスピリットが存在することを､強く感じてきた｡若月氏もデビッド氏も､保健･医療におけ

る革命的な福音となった、ＷＨＯ（世界保健機柵)による1978年のプライマリ･ヘルス･ケア(PHC)に関するアル

マ･アダ宣言が公布される､ずっと前から、PHCを世界の異なった地域で実践する同志だったことになる。

本晋のもとになったのは､佐久在住の翻訳家･河田いこひ氏による、2003年英語版のウエブサイト上での平

易ですぐれた日本語訳である｡河田氏と､このサイトの主宰者である佐久病院の内科医･色平哲郎氏のご厚意で、

ＮＧＯ･シエア＝国際保健協力市民の会が､最新の2009年英語版に基づいて､アップデートと改訳･監修をさせてい

ただくこととなった｡なお、2004年には､はんせん舎の大谷勝彦氏の尽力で､この本が名古屋で出版されている。

河田氏は､本圃回頭の｢村の保健ワーカーヘの目葉｣を読んで､強い感動を受け､多くの日本人に醜んでもらいたいと

一念発起し､全文の翻訳を志したという｡確かに､この一軍を熟醜するだけでも､私たちが､自立した市民として､自

分自身や､家族､コミュニティの人々のために､どのような心柵えと知凝をもって､健康を守りはぐくむ活動をして

いくべきか､読者は大きな啓発と鼓舞を得ることになるだろう。

一方で､この本の内容を無批判に､すべて受け入れることが､今の日本の状況にふさわしいこととは思わない｡デ

ビツド氏自身も､繰り返し､本書をどこまでも､それぞれの地域の実悩や状況に合わせて利用･参照してほしいと

言っている｡とくに、ＡＩＤＳをはじめとする感染症や､リプロダクテイブ･ヘルス(性や生殖をめぐる健眼と権利)､な

どについては､最新の医学の進歩や､男女平等な参画型社会の理想に照らして､すこし時代遅れだったり､首肯でき

ない不適切な記述もあるだろう｡しかし､それらも含めて､デビッドさんが､超人的な努力と滅憩､深い人間的なやさ

しさと愛をこめて､この本を､長年にわたり育ててきたことに心から敬意を表したい。ＷＨＯのバルア医師が彊い

ているように､この本を通して､日本の市民や医療関係者が､より幅広い世界の保健(グローパルヘルス)の課題や、

翻って､日本の地域の高齢者医療･福祉問題､母と子の健願問題などに取り組むヒントを得ていただければ､これほ

どうれしいことはない。

私どもシェアは、２６年前誕生して以来､海外の保健協力活動でも､在日外国人健殿支握やホームレスの人々への

疾癒活動などでも､常に､この本を座右に画き､限りない源泉としてきたことを､感謝とともに記しておく。

終わりに､この本の企画から､監修･出版に至る2年以上の長丁場の努力に､辛抱強く付き合い､支えてくださった、

医療関係を含む多くの監修協力者､シェアのスタッフ､ボランティア､そしてベーテル出版の皆さんに心よりお礼申

し上げる。

2009年９月

特定非営利活動法人シエア＝国際保健協力市民の会代表理頭

本田徹



監択荷：

2003年版WhereTherelsNoDoctorの原訳者：河田いこひ、I2I治医大・国際医撫翻択チーム監修

2009年版・慌修統括：特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会

翻訳監修協力荷

伊雌憩祐：医師・プライマリヘルスケア研究所附属あやめ診縦所艮、シェア代表アドバイザー（22蹴）

加藤琢真：医師・慶鯉義塾大学医学部小児科学教室（９，１４噸）

具芳明：医帥・国立感染症研究所感染症情報センター実地疫学帆'１家盤成コース（９，１４章）

越藤可奈子：粁謹師・殿灸師・訪問看護ステーションコスモス、緑蔭堂［鎖灸院］（１３，２３噸）

小松裕和：医師・JA長野厚生連佐久総合病院地域ケア科（２，３章）

沢田働志：医師・シェア副代表、港町診療所長（16章、新しい知撤一ブルーページ）

杉江英子：保仙師・トロント市公衆衛生局（19,20章）

間柵和il:：翻択家・学生・佐久大学石痩学部府iMI学科（11噸）

商柵優子：学生・筑波大学医学群看巡学類、元シェアカンポジアリリ務所現地側桜口（13,23噸）

尚山捜浩：咲師・厚生労働省健康局結核感染症課、新型インフルエンザ対繭推進室（９，１４，１８章）

’'1久水服-.：歯科医師・東京医科歯科大学顎顔面外科助教（17章）

仲佐保：医帥・シェア理事、国立国際医療センター国際医療協力局課長（１０，１５章）

中村安秀：灰師・大阪大学大学院人間科学研究科教授（21市）

仁科’1W弘：医師・シェア理ﾘ｛、祉東病院外科（６，７，８噸、ことばの意味）

木、徹：朕帥･シェア代我則り『､洩箪桝院（この木の使い方、まえがき、この新版についての党えil｝き、

村の保他ワーカーヘの笥集、グリーンページ、全軍慌修）

森川ひかり：地域開発ソーシャルワーカー、ケースウェスタンリザーブ大学ソーシャルワーク大学院

フィールドインストラクター（１，４，５策）

李祥任：看捜師・シェア東京事務局国内保健事業担当（12章）

四泳里典：医師・国立国際医娠センター皮膚科（15章）

校正細梨チーム

ｉ¥木災由紀：シェア束京耶務局海外堺業チームリーダー（コーディネーター）

小泉香織：シェア東京蛎務局東ティモール事業担当

本田徹：医師、シェア代表、浅草病院（全体統括）

三宅千穂：学生・東京医科歯科大学医学部保健衛生学科、元シェアインターン

校正アシスタント

移川笈季：シェア束j;〔TII務局インターン

ilIi林世子：シェア東京耶務ﾙＪインターン

栗原秀ril：シェア東京耶務局ボランティア

中山蝋：シェア東京堺務局経理担当

西山美希：シェア東京事務局タイ事業担当

花岡澗：シェア東京覗務局カンボジア事業旧当

森本山ｲｌｉ子：シェア東京Ｗ務局支援者サービス担当

山口賊史：シェア東京ﾘ｛務肘鎧

111瀬耐〔了：シェア東京ﾘ務局カンボジア４F業根当

111本裕子：府惚師／保健師・シェア東京事務肋国内保健ﾘ｛業アシスタント

山根麻衣子：シェア東京瓢務局インターン

我紙デザイン：

飯沢幸世：シェア東京那務局腿報Ｉ日当

酒井海弓美：デザイナー

畑野逝一：アート・ディレクター

横尾斑侶：クリエイティブ・ディレクター

(あいうえお順）



脇ＳＨＡＲＥ
lすべての人に健顛を![NGOｼヱｱ]|share､or抑

どｼｪｱ=国際…力市罵の会とは
シェアの活肋の根本にあるのは、「プライマリ・ヘルス・ケア」という考え方。すべての人が心

身ともに健康に馨らせる社会を目指し、“いのちを守る人を育てる”保健医療支援活勤を、海外

及び日本ですすめていま説

&ﾉｼｴｱの活動
タイ U蜜蝋舞潔ﾛジｪｸﾄ

※躯ﾀｲ地…ｴｲズﾛジｪｸﾄ‘蛋磯態プ国ジｴｸﾄ間アフリカ

住民参加型エイズプロジェクト&リ軍ﾃｲﾓｰﾙ
保健教育促進プロジェクト

|E壷酋ＨｌＶ感染の有無に関わらずお互いに協力していける社会へ

村人たちが主体となり行う予防牧育・キャンペーンや、ＨＩＶ陽性者がお互いに助け合い充実した日々が過ごせるよう慨性
者のグループづくり迩支提しています。

｜カンボジア｜カンボジア農村で人々が暮らすために

カンボジア股村地帯で、地域の人材育成、病院や保健センターといった保健システムへの支扱を通し、伽服な農村づくり

を目脂して活動してい誤ﾂ゙ 。

’東テイモール｜住民に届く保健教育の普及を目指して
保側に関する知臓を住民に伝えていける「保他教育を実銭できる人材育成」を通し、家庭や地域で予防活動が爽竪され

ることを目婚して活動しています。

｜南アフリカ｜深刻なアフリカのエイズシェアはアジアの経験を活かす
アジアで培ったエイズプロジェクトの軽誤を、アフリカでも活かしていくために、ＪＶＣと共同でＨＩＶ悶性折主体の

ＨＩＶ/ＡＩＤＳの予防啓発活動＆ケアを行っています。

唖医療にアクセスするのが困難な人々がいるのは海外だけではない
在日外国人への支担として出喪健康相談やエイズ電話相談、行政と連携した結核療養支援などのサービスを提供。また、

日本の市民に途上国の状況を伝え日本との関係などを理解してもらう啓発活動を行っていま魂

ど寄付･募金……………
私たちの活動をより充実したものにするため、皆様のあたたかいご支援をお願いします。

郵便振替の場合’

銀行振込の場合

口座番号．００１００－１‐１３２７３Ｃ

口座名；国際保健協力市民の会

三菱東京ＵＦＪ銀行春日町支店

口座番号：普通預金０８６６５２４

口座堀.シＩア国際保健協力市民の会代表本田徹

|クレジットカードの場合'， 右記URLよりお手続きください。http://share､orjMoin/donalG／

（認定）将定非営蒋ﾘ活動法人シェア孟国隙保健協力市民の会

〒１１０．００１５束京祁台束区東上野1-20.6丸幸ピル5FTELO3-5807-758IFｼdlXO3再3837-2151Ｅ･mailinfo＠shareorLII2
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擬溺肖緬

副００Ｋ

すべてのいのちの卸きのために

国際保鯉ＮＧＯ・シェアの２５年

鯛

すべてのいのちの師きのために

国際保伽ＮＧＯ・シェアの２５年

灘 ２０分・日本膳／英語シナリオ付き

会員１枚限り無料

価格１．０００円（税込）

サイズＡ５版

323ページ／カラー口絵８ページ

価格2,625円（税込）
‘認＆愚《

本柵

ＲＯＯＫＢＯＯＫ

|Ⅲ|Ⅲ

ＮＧＯで働くには？？？ＮＧＯ

スタッフ９人の｢生き方』を大解剖！

日本でできる国際協力

在日外国人と歩んだ１０年
＆［極魯昼２Ｋ

脳竃ｒＦＰＢＲ用阿、

稔侭脊垂且Ｄ色A､劃禿

場ｌＺ毎

今語『･jn狸

サイズＡ４版

１０４ページ

価格1,000円／会、８００円(税込）

サイズＡ４版

１３３ページ

価格５００円／会貝４００円（税込）

シェア商品一覧

鯛

6枚セット

※6枚セット購入の方には、もれなくオリジ

ナルDVD「すべてのいのちの疎きのために」

唾プレゼント！（シナリオは付きません）

セット

副Ｖ|ロ

Ｏ
一

Ｎ
一

ノ
グ
一

ｓ
一

海
一

員
一

会
一

一
噸
一

一
巳
一

一
一
Ｔ
一

》
榊
一
》
一
面
一

各２時間、資料付き

価格１枚：2,000円

６枚セット：１０．０００円（税込）

私もできる国際協力

いのちを守る連続醐座全６巻

巻×牧

巻×枚

volｌ最初に択牲になる母と子一側発途上国における母子保健一

ｖｏＩｚ雌にでもできる国際協力とは？一世界における命の格差一

voI3,開発途上国の貧困を背景に拡がるエイズ－あなたは地域で何ができるか

vol4.緊急災害霞助とは一国際・国内災害握助で必要なスキルとは一

vol5.私通の身近にある命の格差在日外国人はなぜ医療にかかりにくいのか一

ｖｏｌ６永遺の副題「保健教育」コミュニケーションから始まる健康づくり

ル主文につい℃
必要那項ご記入の上FAX（Ｏ3-3837-2151）をお送りください。別途送料(実費)がかかります。

インターネット〈http://shareorjp/shop/）からもご注文できます。
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バイタル・サイン（生命徴候）についての知識

体温

体温計の目盛りには、摂氏(℃）と華氏（｡F）の２種類ある。どちらも人間の体温を測るのに用
いることができる。

摂氏

４０＄

華氏

摂氏：この体温計の読みは、４０℃（摂氏４０度）である。

華氏：この体温計の読みは、１０４°Ｆ（華氏１０４度）である。

心拍数

…|毒芸封諜碧蕊
体温が１℃上がるごとに、心拍数は、１分当り２０回増加する。

小器目＆理母型由

血圧（ヘルスワーカーが血圧計を持っている場合は、このバイタル・サインも含める）

休息中の人：１２０/ＢＯが正常であるが、かなりの変動はある。

第２の読み、すなわち音が聞こえなくなる点が１００以上の場合は、高血圧の危険

なサインである(ｐｌ２５を参照＞。
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重鼠（どれくらい重いか示す）

１６オンス(oz)＝１ポンド(Ib）

１ポンド＝454グラム（９）

１０００グラム＝１キログラム（キロ、ｋg）
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容稲（もののかさ・容稲がどれくらいあるか：液体を通るとき）

，000ﾐﾘﾘｯﾄﾙ(m,)=,リットル、三シ＋－ベシーー雪這三シ
１ミリリットル＝１立方センチ（cc）

．．．．．．．．．．．．．．、３１sｐ,＝１Tbs，
小さじ３杯＝大さじ１杯

＊謹じ,癖-幅ﾐﾘﾘﾂﾄ,‘…｡｡m,、…..!露,｡u､｡。
小さじ１杯＝５ミリリットル

－Ｊ
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《、

３０ミリリットル＝約水１オンス

８オンス＝カップ１杯

３２オンス＝１クォート（qt）

１クォート＝0.95リットル(1)

１リットル＝１．０６

クォート１リットル

は１クォートよりほ

んの少し多い。辰
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｢医者のいないところで」
は、単なる応急手当のための本ではない。下痢から結核に至るまでの病気のこと、有用な民間薬と有害な

民間薬のこと、ある種の現代医薬を用いるに際しての注意事項など、人々の健康にとって大切なことが幅

広く取り上げられている。澗潔と、健康的な食事と、ワクチン接種に、特別重点を通いている。出産と家

族計画の両方についても詳しく述べている。読者が自分で何ができるかを知るだけでなく、どのような問

題は、経験豊かな保健ワーカーに見てもらう必要があるかについても理解できるようになっている。この

改訂新版には、いくつかの新しい健康問題の知識が含まれている。主なものは、ＡｌＤＳ、デング熱、妊娠中

絶による合併症、麻薬常用など、また、これまでの版でとりあげた事項に関する最新の助言などてある。

この本は次のような人/々のためのものである…

村人

彼らは医療センターから遠く離れたところに住んでいる。やさしい言葉づ

かいと挿絵によって、彼らが多くの普通の病気を予防したり、何の病気か

を判断して、手当てしたりできるようになっている。

村の商店主や薬剤師たち

彼らは薬や保健用品を販売している。この本では、ある病気にはどの薬が最

も有効かを説明しているとともに、役に立たないものや危険なものに対して

警告を発している。危険性と予防措置については注意深く説明してある。伝

統的な薬と現代医薬の両方について、賢明な使用の指針を示してある、

村･の学校の教員

この本は、病気や怪我の人に対して実際にどのように助言をし、手当て

をするか、という場合の役に立つだろう。自分の地域社会の子どもや大

人に対して、健康、清潔、栄養の問題を教えるための指針にもなる。

村の保健ワーカー

そして自分の地域社会の人々の健康と幸福について関心のあるすべての

人に。この本のはじめにある、村の保健ワーカーのための一節は、人々

のニーズを見極めること、知識を共有すること、人々がもっと健康的に

なるための活動へ参加を促すこと、などのやり方について論じている。

母親と助産師

彼らは、家庭で出産することや母親と子どもの健康についての、明快でわかりやすい知識が役に立つ、と

実感することだろう。

l，べての人I&健続を,ING。ｼ,ﾌ']|share‘or,jpl

lllllllllllllllllll縦搬…。
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