
 
平成 1５年度「国際開発協力民間公益団体補助金」事業完了報告 

 
１． 補助事業の名称：専門家派遣事業「アフガン難民医療支援事業」（パキスタン） 

               ５．医療事業 （３）専門家派遣事業  
２． 事業実施地 ： パキスタン・イスラム共和国 バロチスタン州クエッタ市 
３． 事業実施期間 ： 平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 1 月 30 日 
４.  事業背景： 
バロチスタン州はパキスタンの西部に位置し、概ね乾燥した山岳地帯と礫砂漠が広がる、概ね人

口低密度の地域である。人々は地下水が確保できる限られた土地に市域あるいは灌漑農地を形成

して暮らしており、流動的な人口と都市部における密度は相対的に高い。 
こうした環境において、2001 年の９月以降、それまで帰還による漸減が進んでいたアフガン難民

数は再び急激に増加し、一時は 50 万人とも言われる難民が同州へ流入、多くの新難民キャンプを

形成した。 
各キャンプには基礎診療所（Basic Health Unit）が設置され、基礎的な診療は実施されているも

のの、所詮砂漠の仮設テント診療所でできる処置は限られている。結果としてクエッタ市内にあ

る医療施設へ、文化・言語の異なる難民患者が押し寄せ、ただでさえ乏しい現地の診療機関を圧

迫・混乱させるなど一時は既存の診療施設においても緊張が走り、診療拒否された難民患者が市

街をさまよった末に NGO に相談に訪れるケースも多数発生した。 
AMDA はこうした状況認識に基づき、「アフガン難民医療支援事業」としてレファラル・サービ

ス（重症・救急患者移送管理）活動を実施した。 
 
５．本事業による主な成果の概要 
（１）医療器具・消耗品等ロジスティクス体制の整備  
主として診療に要する医薬品の提供とその管理に要する医療器具、消耗品類の流通・在庫管理を

体系的に行ない、および検査用検体、患者データなどの管理体制を向上させ、ロジスティクス全

般の整備を行なった。 
これにより、それまで原則として患者自身の移送を前提とした臨床検査が、遠隔地からの検査ス

ライドや結核診断用喀痰検査など検体のみの定期移送による検査とデータ管理が確実にできるよ

うになった。効果としては患者移送にかかる経費低減、移送にかかる安全性、同時に実施できる

検査項目の拡大を得、臨床検査の迅速化を達成した。 
こうした検査体制の改善は、特に結核対策における大きな成果としてあらわれ、それまで不明瞭

であった郡レベルの罹患発見率を 70％以上までに向上させた。 
 
（２）適正な投薬管理・臨床検査指導員の派遣 
難民キャンプ内基礎診療所で対応の困難な重症患者はクェッタ市内の専門病院に搬送し、検査・

治療全般を援助機関が保障しているが、かつては移送先病院の適性について正確な判断が下され

ず、検査・医薬品など難民患者にかかる入院費用は適正管理がなされていなかったという事実が

指摘されていた。 



これに対し本事業では、 
① AMDA がレファー事務所（AMDA 救急室）にて二次診断を行い、適正な移送先を確定・中

継。 
② BMC（Bolan Medical Complex＝政府系総合病院）の医療体制の向上を促す。 
③ 入院時の母子栄養改善指導と栄養補助食品の配給および平行して乳幼児患者に関する 
  母子栄養改善対策により、乳幼児救急移送患者を大きく減らす。 
こうした成果により、難民医療にかかるアンバランスなコストは大きく削減されるとともに、難

民患者と病院側への迅速な対応と円滑な診療サービスにより「病院の入り口と廊下はアフガン難

民で一杯」といった病院職員・パキスタン一般市民の不満を緩和させ、他方、「きちんと診ようと

しない」といった難民患者からの病院側への不満や誤解も減少した。 
当初想定した、クリミア＝コンゴ出血熱など致死率の高い感染症は、本事業期間内では発症例は

確認されなかったものの、結核、ジフテリアなどの流行事例は多く、それらの対策を通じて構築

した医療情報ネットワークと診断情報の標準化を通じ、検疫体制は維持している。 
                           

 
                               

小児専門病院の集中治療室に

搬送された難民患者。 
同病院は、集中治療室を持ち、

未熟児出産から母子保健まで

対応可能であるが、医療単価が

高額であることから、緊急性の

高い乳幼児、小児患者のみをレ

ファーするように限定してきた。 

レファラル・サービスの出先で

ある病院内レファ ―室。難民患

者の診療状況全体を管理・モニ

タリングし、疾患の傾向を把握

する。 

 

 
 
 

（３）事業調整員を派遣、レファー患者への対応に関する関連諸機関との調整・合意形成。 
2003 年は UNHCR の予算削減等により、医薬品などの経費の引き下げを余儀なくされている地



元団体、あるいは錠剤の投薬以外（注射、外科処置など）は実施しない欧米 NGO による各 BHU
の医療水準低下、加えて最大の難民への医療提供機関であった PDH（Project Directorate of 
Health）の UNHCR との契約解除と人事問題により、2003 年は各地の難民キャンプ内 BHU で

の医療が極めて不安定になった。そのため十分な診療を受けることができなくなった難民患者を、

AMDA のレファラル・サービスで負担せざるを得ない状態に陥った。 
こうした各団体の医療活動状況と、患者数の月単位での変動、季節変動に対し、事業調整員は各

医療団体と協議し、レファラル・サービスで受け入れる患者の区別と Referral Criteria（レファ

ラルに関わる診断規準）に基づく管理の交渉を実施した。 
これにより[UNHCR の予算削減]→[難民キャンプ内 BHU の医療水準低下]→[レファラル・サ

ービスの負担拡大]→[地元診療施設への圧迫]、という流れを防ぎ、Referral Criteria の常時見直

しと確認・遵守交渉を実施した。特に一般的な外科処置に関し、それまで簡単な処置であっても

移送されてきた患者について欧米 NGO の各難民キャンプ内 BHU スタッフと協議し、彼らのキ

ャンプ内にて一次診療を適正に行うよう交渉、小児外科患者の減少とキャンプ内で家族とともに

診療・管理ができるようになったことはこれら派遣事業調整員の交渉による成果である。 
レファー（移送）先及びその移送患者数については下記の通り。 
 
 病院名称（クエッタ市内） 専門科目、備考 移送患者数 

１ Bolan Medical Complex.  総合病院、救急受入 ４５２人 

２ Children Hospital Quetta. 小児科（重症・救命） １８０人 

３ Civil Hospital. 検査、手術、総合 １９人 

４ AL-Khidmat Hospital. 整形外科 １５人 

５ Fatima Jinnah T.B.Senitorium Hospital. 結核療養 ２３人 

６ Late Rehwatullah Benevalent Trust Eye Hospital. 眼科 ７人 

 合計  ６９６人 

  
（４）入院患者の適正管理、栄養不良乳幼児と妊産婦を対象にした栄養補助食品の配布提 
   供、その確認と向上のための看護指導員の派遣。 
特に PDH の活動が停止状態になった 8 月、9 月は患者数が増加し、乳幼児の脱水症状に対する栄

養補助食品配布量が増加したが、全体として移送（レファー）しなければならない患者数は安定

的に減少させることができた。なお、11 月の患者数が特に減少したのはラマダーン（斎戒の月）

の影響が大きく、結果としてその後 12 月に再度 10 月の水準に戻った。特に看護指導員による栄

養指導の水準向上により、小児・母子患者の入院者数減数に加え早期退院が実現。これが小児科

を中心として移送される患者数全体の減少に大きく貢献した。 
 
（５）入院期間中の毎日のモニタリングや投薬指導をすすめる現地医療職の雇用と、医療機関と 
   の調整をすすめる現地調整員の雇用。 
 



レファラル・モニタリングでは医師、調整

員など３人 ―６人がチームを組み、アフ

ガン系の各種言語で付き添い人（多くの

場合は家族）に状況を問い掛ける。難民

にとって外国の病院という慣れない環境

では、患者自身のみならず付添い人の

ストレスを取り除くことも大切。医療と同

時にカウンセリングも行う。 

 

 
高額な経費を要する私立病院は別にして、パキスタンの標準の医療機関である市民病院、政府系 
病院では、アフガン系の言語による患者に対する医療説明は十分になされていなかった。 
当初、これに加えて病院などにおける医療職員の、急増するアフガン系患者に対する反感もあり、

医療職と難民患者の間に誤解や逃亡が頻発していた。AMDAはアフガン系を中心とした計6名（医

師 2 名、看護師 2 名、助産師 1 名、看護指導員あるいは臨床検査指導員）のモニタリング・チー

ムを毎日入院先へ出張させ、難民患者と家族の不安感を取り除くとともに、医療職に対する医療

経費の保証と責任分担を明確にし、両者の信頼関係構築を達成した。また、管理職員として 
現地調整員を中心に会計 1 名、運転手 1 名、調達・薬剤師各 1 名を配置、事業を円滑に運営した。 
 
４．裨益者と成果のまとめ 

直接裨益者 ＝レファラル・サービスによる難民患者診療数合計＝696 人 
＝上記患者の家族：約 696（人）×5.2（人/家族平均）＝約 3,620 人 

間接裨益者 ＝上記により感染症などの影響を免れる難民＝約 16 万人 
（クエッタ近郊滞留） 

本件の目的は、レファラル・サービスを実施することにより、円滑で合理的な難民医療サービ

スを維持するシステムを構築することにある。よって目標は、①各難民キャンプ内 BHU での

診療と移送された患者への栄養指導をすすめ、難民キャンプ内で診療できる患者の割合を向上

し、②重症患者ではないにもかかわらず移送されている軽症難民患者数を減らし、③移送され

る難民患者を受け入れる既存の医療機関への圧迫と負担を合理的に軽減し、④地元行政が維持

できる規模での必要なレファラル・サービス・システムを構築する、の 4 項目に大別される。 
このため、事業の成果は ①各難民キャンプや各病院にて重症患者や救急患者が放置されるこ

となく、且つ ②（移送される患者）＝（直接裨益者数）は次第に減少することが事業として

の成果が上がっていると言える。 
もし、逆に（移送される患者数）＝（直接裨益者数）が日々増加する場合、その意味すると

ころは各難民キャンプ内 BHU の診療が不十分な状態であり、本来ならば BHU で診療できるは

ずの軽症患者も移送されていると考えられる。すなわちレファラル・サービスは、その輸送費、

医療費、入院費など諸経費が肥大化、不合理で過剰な経費負担なしに難民に対する医療を維持

できなくなる状態を指すことになる。 



この点では、直接裨益者総数よりも移送された患者数の減少する割合（＝重症患者数の減少

＋軽症患者の各難民キャンプ内 BHU での可能診療数の増加＋既存の病院の負担軽減＋高額私

立病院への依存率の低下）とその同時進行がこの事業の成果と言え、必ずしも直接裨益者数を

増加させることが成果とは言えないことに留意されたい。 
ただアフガニスタン国内の治安情勢が、事業期間中においても安定しなかったことから、申

請時の想定に比べ難民帰還は進まず、結果として対象となる間接受益者は減少しなかった。本

件は、上位目標として健康な難民の帰還を掲げていただけに、帰還計画が延期されざるを得な

かったことは残念である。 
 

５． 事業実施後の継続性について 
アフガニスタンの治安情勢の不安定さに加え、近隣諸国での戦争の影響から事業期間中の難民

帰還は概ね停滞してしまった。このため、事実上難民はパキスタン国内でより安全な地域の難

民キャンプへ移動（Relocation）があったものの、本質的な解決には程遠いと言える。 
また計画では地元アフガン難民の医療所轄である PDH への段階的な移管を進め、PDH とその

上部機関である CAR（アフガン難民支援代表部 Commissioner of Afghan Refugees）が自立

して運営できるように支援していく計画であったが、平成 15 年８月に UNHCR が PDH に対

する事業契約の停止を通告し、その後混乱はあったが、PDH は 2004 年以降の難民対策からは

ほぼ解かれるにいたった。 
こうした事情により、難民医療は当面 AMDA 及び国際・地元 NGO で分業しつつ、AMDA が

レファラル・サービスを継続していくこととなっている。現在のところ、AMDA が責任を持っ

て継続していくべく、地元行政、国連諸機関と協議を進め、合意・契約に至っている。このた

め、導入した機材類は継続して使用していく予定である。 
 

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 

医療機材費 1,264,869 1,264,869 0 
薬剤費 1,849,332 1,468,270 381,062 

栄養給食費 1,908,230 1,908,230 0 
医師等人件費 2,502,000 830,000 1,672,000 
現地調整費 1,734,000 691,000 1,043,000 

現地補助員費 6,519,042 0 6,519,042 
事業管理費 1,637,218 677,131 960,087 

計 17,414,691 6,839,500 10,575,191 
（単位：円） 

 
以上 


