
平成 15年度国際開発協力関係民間公益団体補助事業完了実績報告書 
補助事業の成果 

 
 
1. 補助事業の名称： 10. 地域総合振興事業 

4. 保健衛生事業 （専門家派遣事業） 
5. 医療事業   （専門家派遣事業） 

 
 
2. 事業対象国・地域： カンボジア王国プノンペン市およびコンポンスプー州プノム・スルイ地区 
 
 
3. 事業実施期間：  平成 15年 4月 1日 ～ 平成 16年 3月 31日 
 
 
4. 事業背景：   
 

カンボジア王国（以下「カ国」）は、1970年以降の長期に亘る内戦を今なお引きずっており、
地方においては基礎的な保健医療サービスでさえ充分提供されていない。特に都市部のスラ

ムに居住する貧困者層や山間地に住む農民の生活環境は悪化したままである。現在カ国では、

多くのドナーの支援を受け、基礎保健医療分野においても、貧困削減を視野に入れたシステ

ムの改善が求められており、さまざまな試みが実施されている。その過程において NGOの役
割も重要視されている。 
当該事業対象地域である首都プノンペン特別市の基礎保健環境は特に貧困者層の間で深刻な

状況にある。一方コンポンスプー州は多くの地雷が埋められていた地域であり、被害を受け

た障害者も多い。AMDA は両地域において、保健医療サービスへのアクセスが困難な人々、
特に貧困層や障害を持つ人々に基礎保健医療サービスを提供するための活動を行ってきた。 
しかしながら、永続的にサービスを提供することは困難であるため、今年度は、「診察」を核

とした活動に加え、「予防」に焦点を置いた活動を複合的に実施し、障害者・貧困層の人々へ

の保健医療サービスの提供と平行して、コミュニティ住民の保健衛生に対する意識改革と、

自主的な取り組みを促進することを念頭に置いて活動を実施した。 
 
 
5. 事業成果： 
 
5-1：AMDAカンボジアクリニック（＝AMDAカンボジア診療所、以下「ACC」） 
 

(1) 概要 
首都プノンペンに位置する ACCは、社会的弱者と呼ばれる人々、特に障害者や貧困層の人々
へ質のよい医療サービスを求めやすい形で提供することを目的とした診療所である。 
今年度は、医師 4 名、看護師 4名、薬剤師 1名、会計 1 名及び補助スタッフ 4名の人員で活
動を進め、一般診療（成人・小児）、エコー診察、小手術、各種検査（尿、便、血液、化学物

質）、心電図検査、保健教育の 6つのサービスを提供した。 
 
(2) 診察報告 
今年度の総来院数は 18,887名で、昨年度より 1,093人多い（昨年度比 6%増）結果となった。
68%が成人で、32%が小児である。また成人・小児を含む男女比は、男性が 39%、女性 61%
であった。一方、他の NGO などの外部から搬送された患者は、全体の 18%であり、残りは
自分の意志で来院している。 

 
外来患者を当診療所基準の身体的・生活指標特徴で分類すると、健常者 72%に対し、貧困層
18%、最貧困層 2%、障害者 8%という結果になった。健常者以外の分類では、昨年度に比べ、
貧困層が 855人増加した。 

 
患者の分類は最も難しい作業であるが、ACCは、貧困層や生活基盤が脆弱なコミュニティの
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ために活動している他の NGOと緊密な協力関係を築き、支援を必要としている貧困層が、容
易に保健医療サービスを受けることができるよう努めてきた。 
最貧困層に属する人々は、さまざまな社会的便益を享受できないグループ、例えばストリー

トチルドレン、生活のためにごみ集めをする子ども、支援がほとんどない HIV感染者やエイ
ズ患者などに属する人々である。来院者の主な疾患傾向は、耳鼻咽喉疾患、胃腸障害、神経

障害が多かった。 
 

(3) 今年度の新たな活動成果 
当診療所のより良いサービスを目指し、新たに 2 つの計画を実施した。まず一時入院施設を
完備すること、そしてもうひとつは HIV/AIDS患者へのカウンセリングである。 
入院施設は、診察後の半日もしくは 1 日療養、つまり点滴投薬された患者などの状態が落ち
着くまで安静にしてもらい、状態を観察するために利用された。利用者は月に 10-15 名程度
で、患者の疾患としては、高血圧、下痢、脱水症状、肝腫瘍などが多かった。 
一方、HIV/AIDS患者に対するカウンセリングについては、診察時間中に必要と判断された場
合に行った。患者の多くは他の NGOから紹介されるケースが多く、今後はカウンセリングサ
ービスを充実させることができるよう、スタッフのカウンセリング能力の向上を図っていく

予定である。 
 
5-2：（社会的弱者を対象とした）巡回診療 
 

(1) 概要 
巡回診療は、コンポンスプー州の事業対象（遠隔）地域に居住し、地理的・経済的理由から

保健医療サービスへのアクセスが困難な人々、特に身体障害者とその家族、老人、貧困層の

人々を対象に、無償で診察と薬の処方を行う活動である。 
今年度は、対象地区内の遠隔地 23ヶ所を各 3回ずつ巡回した。受診者数は昨年度より 1,995
人多い 5,178 名（昨年度比 63%増）であった。昨年は首都プノンペン特別市から往復 4 時間
以上をかけて巡回していたが、今年度は巡回医療チームを活動地域内に常駐させたため、巡

回診療実施の情報を各地域へ確実に届けたことが一番の要因であると考えられる。 
今年度の活動において特筆すべき点は、患者が巡回診療チームの到着を待たず、保健医療サ

ービスへのアクセスを自ら求め、また病気の予防に積極的に取り組む姿勢を身につけてもら

えるよう、自発的活動に重点を置いたことである。各患者の生活に則した、身近で具体的な

助言を行えるよう、患者の受診記録のみならず、家庭・生活環境などの情報を含めた受診者

プロフィールを含めた患者カルテの利用を進めた（後述）。 
 

(2) 今年度の活動成果 
(a) 受診者プロフィールカルテの作成 
巡回診療を訪れる患者の罹患傾向を把握し、病気

の治療や予防に向けて適切な助言が行えるよう

受診者のうち障害者のプロフィールカルテ作成

に取り組んだ。プロフィールカルテには、疾患の

記録にとどまらず家族構成や生業なども記載し、

それらの情報をもとに、患者の生活に基づいた、

より身近で具体的な治療や予防のアドバイスを

するように努めた。2004 年 2 月末現在のプロフ
ィールカルテ保有者の数は、男性 429 名、女性
163名である。 
 
(b) 保健教育の実施 
今年度は、巡回診療の診察開始前ならびに巡回診

療を行わない日は各村へ出向いて、保健教育を行っ

者及びコミュニティの人々が予防可能な病気を知り

施した。今年度のトピックとして、昨年度の巡回診
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巡回診療での診療の様子 
 

た。保健教育は、巡回診療を受診する患

、自ら予防していくことを目的として実

療活動評価より抽出された課題：①薬の



正しい利用、②衛生、③性感染症を取り上げ、巡回診療を訪れざるを得ない人々に、身近な

病気の基礎知識を伝え、行動変容を促した。保健教育に参加した人々は、それらの知識をも

とに、自分の体や住環境を清潔に保つ、水を沸かして飲むようになるなど、少しずつではあ

るが行動を変えてきている。 
 

 
5-3：コミュニティ保健改善活動 
 

(1) 保健婦（AMDA保健ボランティア（以下「AHV」））の発掘・育成 
自ら積極的に公共サービスへのアクセスを改善するために、率先して活動する AHVの発掘・
育成を昨年度に引き続き行った。今年度は、新たに 2つの地域に 8名の AHVが養成された。 
また、すでに AHVがいる地域でも、新たに 3名が加わり、合計 24名で活動を進めてきた。
AHVは、村の問題、特に保健に関わる問題を取り上げ、考え、それらの問題を解決していく
ために何が必要か、そのために自分たちで何ができるかを AMDAスタッフとともに考え、実
行してきた。 
 
(2) ワークショップの開催 
AHV が保健の基礎知識を得、自ら率先して行
動・習慣を変え、またコミュニティの人々の行

動変容を促し、コミュニティ全体の保健状況を

改善するようになるために、今年度は 4回のワ
ークショップを行った。 
巡回診療と連動したトピックを取り上げ、より

予防の重要性を伝えるとともに、それらをコミ

ュニティへ伝えるための練習を行った。AHV
は学んだことをコミュニティへ還元するため

に、ワークショップ参加後に各々の村でフィー

ドバックミーティングを開いた。 
 
(3) AHVの各村での活動 
AHVは、AMDAとのミーティングを通して村
の問題を解決し、保健状況を向上させるための

さまざまな活動を行った。前述したワークショップのフィードバックミーティングの他、村

の実状に合った課題に取り組んだ。栄養をテーマにしたフィードバックミーティングでは、

栄養のある離乳食を実際に作り、母親と子どもに食べさせたり、衛生を促す張り紙を作成し

たり、リーフレットを用いて村人を訪問し、病気や予防について話したりといった活動も見

られた。 

村での保健衛生教育の様子 

 
5-4：カンボジア―日本友好小学校 Cambodia Japan Friendship School（以下 CJFS） 
 

(1) 地域保健所（兼保健教室）の建設 
2004年 2月、小学校での保健活動やコミュニティでの保健を推進するための場となる地域保
健所（兼保健教室 2教室）を、CJFS敷地内に建設した。現在、この教室が学校での保健、ま
た家庭やコミュニティでの保健に関する情報を発信していくことを教師、児童、家庭に広め、

住民が積極的に利用していくことを働きかけた。 
また利用にあたっては、保健活動を推進していくための教材・器具、ポスター、紙芝居、体

重計などを揃えた。これらを整備し、児童やコミュニティの人々の健康への関心を高め、実

際に情報を得、活動が行うことができるように整えた上で、2004年 3月に利用を開始した。 
 

(2) 保健教育の実施 
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児童を対象にした保健教育の実施に関して、AMDA、小学校、地区教育局が協議し、授業の
一環としての保健教育が実現した。内容は、AMDAスタッフと教師が話し合い、児童の生活
環境に必要な 8 つのトピックを選んだ。またそれぞれ１トピックに対し、各学年とも授業の
１コマを使って行うことを決定し、現在も引き続き行われている。 
カリキュラムに組み込まれた形の保健教育は、初めての試みであったが、児童たちは真剣に

話を聞き、強い関心を持った。学校ではもちろんのこと家庭でも保健に努め、家族にも学ん

だことを伝えるよう促した。 
 
(3) 定期健康診断の実施 
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児童の健康を推進する一環として、毎月定期

健康診断を実施し、具合の悪い児童に対して

は診察および処方を行った。今年度定期健康

診断を受けた児童は、361名であった。 
一方で、診察時に児童の日常行動を確認し、

変えるべき行動や望ましい行動、予防の方法

について伝えた。また親が付き添ってくる場

合には、親への保健教育を行った。 
 
(4) 栄養補助食品の支給 
ビスケット、豆乳等の栄養補助食品を保育所

の児童へ支給した。 
休憩時間に食べるこれらの補助食品は、児童

の健やかな成長を支えていると同時に、充分

な栄養摂取の重要性を親へ伝える機会につながった。 

 
栄養補助食品を児童に配布する様子 

 
 
6. 会計報告 
 

経費区分 総事業費 補助金確定額 自己資金使用実績 

保健所設置費 1,329,700 751,197 578,503 

資機材設備費 88,395 20,000 68,395 

教材費 137,993 30,000 107,993 

保健婦養成費 51,827 50,000 1,827 

母子栄養給食費 119,990 50,000 69,990 

医療機材費 448,803 448,803 0 

薬剤費 1,828,753 940,000 888,753 

現地調整員費 1,800,000 250,000 1,550,000 

現地補助員費 5,289,848 2,500,000 2,789,848 

外部監査費 177,100 60,000 117,100 

事業管理費 2,228,088 1,400,000 828,088 

計 13,500,497 6,500,000 7,000,497 
 （単位：円） 


