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はじめに

以下 に ボランティアとして派遣されてから約 ヵ月が過ぎ、 で

の生活や活動にも慣れてきて少しずつ周りが見えるようになってきました。今回、この ヶ月の間に活

動してきた事についてまとめたいと思います。このレポートを読んで、 での活動や派遣先の

について少しでもイメージして頂ければと思います。

について

通信

東部に位置する

州の州都である は、人口約 万人の地区です。

第二次世界大戦では、戦地にもなり軍人の山本五十六や

漫画家の水木しげるさんも兵隊として訪れていました。

そのような歴史もあり、戦争関係の博物館や慰霊碑など

もあります。また、多くの人達は日本人に対して友好的

で、戦争時に日本兵から学んだ歌や挨拶などは未だに受

け継がれており、街中でもよく「こんにちは」と声を掛

けられます。

↑火山活動で壊れた道路

←火山灰で埋まった戦闘機

しかし、 年から始まった 火山の噴火の影

響で の町に火山灰が降り注ぎ、町が破壊された

ため、州都は へ移動しました。現在は、

の町に多くの人が移り、賑やかになっています。しかし、

去年から火山活動が収まり、少しずつ の町も復

興し始めています。今では、火山を登ったり、火山の周

りにある「ハママス温泉」（火山の影響で海水が暖かくな

っている場所）と呼ばれる温泉に入ったりできます。

現在の
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食べ物について

のレジャー・観光について

主食はイモとバナナですが、最近は米も主

食の仲間に入りつつあるみたいです。

の人達は魚も良く食べ、調理した

ものをバナナの葉っぱで包んで食べるの

が特徴です。タピオカというイモみたいな

ものにココナツミルクと「ミンミン」とい

う赤いバナナを混ぜた「タピオカ餅」は、

とても美味しく、水木しげるさんも

滞在時にはよく食べていたようで

す。

←タピオカ餅

現地のマーケットで

よく売っています。

昼ご飯→

米とかバナナなど

色々な種類がある。

は、海がとてもきれいなのでダイビングなどのマリンスポーツが盛んに行われています。海水の

透明度が高いので、ダイビングが出来ない人でも、シュノーケリングで十分楽しめます。

独自なものは、山本バンカーと呼ばれる基地や戦争関係の博物館、防空ごう、火山で

埋もれた町や旧空港へ行ったり、火山を登ったり、火山の周りの温泉に入ったりと、他の州に比べて色々

と観光できる場所があります。また、毎年 月に開催される「マスクフェスティバル」は特に人気で、

多くの観光客が訪れます。特に、 の守り神である「トゥブアン」のダンスやバイニン族の「フ

ァイヤーダンス」は、とても迫力がありますので、一度見て見る価値はあります。

←

から少し離れた島。コ

バルトブルーの海水は、とても

きれいでダイビング、シュノー

ケリング共に楽しめます！

↑トゥブアンのダンス

マスクフェスティバルでは、色々な州の

ダンスを見ることが出来ます。

タバルバル火山周囲

ツカツクリの卵堀の人達

がいっぱいいる。この卵

は、大きく、味はクリーミ

ーで美味しい！
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配属先について

理学療法科について

現在私は、 にある 以下

に配属されています。 は 年に州の基幹病院として設

立された州最大の国立病院です。診療科目は、外科、内科、小

児科、麻酔科、理学療法科、救急救命など多くの科を有してい

ます。

しかし、 年から始まった 火山の噴火の影響で

道路は壊れ、病院は火山灰に埋もれてしまいました。そのため、

病床数は 床から 床に減少し、病院機能も縮小してしまい、

州の基幹病院としての機能が失われました。

現在は、火山活動も収まり火山灰もだいぶ除去されましたが、病院の劣化が進み病院機能を縮小し

た状態が続いています。

火山灰が積もった道路 病院の近くの壊れた道路 火山灰で破壊された病室

理学療法科のスタッフは、 国内の理学療法士養成校を卒業し、卒後研修期間を終了した現地人

の理学療法士と、卒後研修中の理学療法士 、 ボランティアの 人です。

基本的な業務は、入院外来診療、訪問診療、 以下 ：日本のクリニックに近い診

療所での外来診療、障害者関連の が行う への参加、州保健局の障害者部

門担当者と共に行う啓蒙活動など、色々とやっています。

今回は、去年特に力を入れていた①車椅子関係②他の組織と協力した活動についてお話していきま

す。

水治療法室や個室の治療室

などがあって、比較的に大き

い。

同僚

左：

右：

訪問で使っている、

ランドクルーザー



〈 〉

・

・

・

〈 〉〈 〉

Construct W/C 

Provide to Patient

Referral

Home Visit

In/Out Patient

Evaluation by PTPatient

Order

①車椅子について

国内では、車椅子を作れる業者や技術者がいないため、

殆どの車椅子が他国からの寄付か輸入品です。患者さんの住

む自宅環境が、山奥の村であったり、砂浜に近い環境であっ

たりすることが多く、日本で使われているような標準型の車

椅子では、すぐに壊れてしまうため、三輪式の車椅子が頻繁

に使われています。 では、

という から 社製中国製の三

輪式の車椅子が、寄付されています。しかし、小児用の物は

無く、大人用の車椅子しか寄付されません。
社製の車椅子

私が派遣された当初、私の前任者が首都

にある という政府の義肢装具会

社を通して に注

文した 社製中国製 の三輪

式の車椅子 台が届いていたのです

が、車椅子を組み立てる技術者がいない

ため、リハ室に放置されていました。ま

た、その時はまだ、車椅子を提供するた

めのシステムもありませんでした。

そこで、首都の へ車椅子の組み立て方を習いに行き、せっかく寄付された車椅子をただのばら

まきにならないように、同僚と相談して理学療法士が患者を評価し、本当に必要な患者や障害者に対し

て車椅子を提供し、その後も修理等のモニタリングが出来るようなシステムを作り、去年の 月から

車椅子の提供を実行してきました。その結果、 台の車椅子を患者や障害者に提供することができ、

その時作ったカルテを へ渡し、新たに 台の車椅子の寄付の契約を取ることが出来ました。

ダンボールに入ったまま

の車椅子
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②病院以外での活動

・ での活動

・州保健局との活動

・ パラリンピック

先ほど記載したように、火山活動の影響によって配属先の病院はスケールダウンし、患者数も少な

くなっているため、院内の仕事はあまり沢山ありません。前任者の活動を引き継ぎ、派遣先の病院

だけでなく、 州全体のリハビリテーションサービスを充実させるため、障害者

関連の や州の保健局の活動にも参加していきました。また、州からの要請で去年の 月に

で開催された パラリンピックにも、医療チームの一員として参加することが出来まし

た。

と呼ばれるミッショ

ン系の の アウ

トリーチに参加し、小児患者の治療

を中心に行って来ました。マラリア

後の髄膜炎や など色々な小児患

者を見ることが出来ました。

アウトリーチの場面

州保健局が行う「 」とい

う、障害者関連の に参加して、

様々なヘルスセンターへ行き、啓蒙活動

などを行ってきました。遠方のヘルスセ

ンターへ行くことが多く、時には帰り道

にある橋の無い川が増水して帰れなく

なったり、車が川に流されそうになった

りと色々と日本では経験できないこと

を経験することが出来ました。

ヘルスセンター

村での啓蒙活動

国内のパラリンピックで、様々な州からの選手が参加していました。競技は、リレーや車椅子レ

ース、バレーボール座って行うタイプ、砲丸･円盤･槍投げなど色々とありました。当初同僚から「各

州から が来るから忙しくないよ」言われて安心していたのですが、行ってみたら は私と同僚、

ニュージーランドのボランティアの 人しかいなく、人で全選手のコンディションを見ることになり、

奴隷のように働かされました。

チーム バレーボール 車椅子レース
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③第 回大洋州リハビリテーション分野広域研修へ参加

最後に

今回は、私が派遣されている地域の紹介と活動を簡単に紹介しました。活動についてのお話を多く書

いたため、少し堅苦しい内容になってしまいました。すいません。このレポート読んで頂いて のこ

とや での活動について少しでもイメージして頂ければと思います。

現在、海外の情報はインターネットで検索すれば簡単に、その国の情報を得ることが出来る時代にな

りました。ただ、実際に、途上国で生活してみるとインターネットの情報とは異なることや、インター

ネットの情報の中には作られた情報が沢山あることに気が付きました。そして、実際にその国に来てみ

ないと、分からないことが沢山あります。

「知るコトは、感じるコトの半分も重要ではない」という昔の偉い人の言葉があります。今回、 通

信２を読んでみて、 に興味を持った方は、是非 に来てみてください！ 、

であれば連絡さえもらえれば、いつでも案内しますので！来ていただいて、色々と感じて頂ければと思

います。

派遣 ボランティア 理学療法士 福島健士

大洋州では年に一回のペースで、 ボランティアが主催して行う「リハビリテーション分野広域

研修」というものを行っています。今回はソロモンで行われ、 、フィジー、ソロモン、パラオ

の四カ国から、 、看護師、 、 などの職種が集まり、各国の活動報告や技術研修、

ケースステディーなどを行いました。英語での発表はとても大変でしたが、様々な国の人達と行うデ

ィスカッションはとても有益で、勉強になりました。

活動報告 ケーススタディー 介助方法のワークショップ
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