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イリアンジャヤの医療施設見学

沖純子、エヴァ・ガルシア、瀬口春道
高知医大アジア僻地医療を支援する会

目的

今回ニューギニア医学学術調査隊 1次隊として

参加したが、私自身、その地域のことやインドネ

シア全体の医療行政、その方針、そしてその実態

やその問題点など全く分かっていなかったため、

まず、自分で地元の保健所や病院、診療所、助産

婦所をまわり、調べることにした。

インドネシアの保健医療供給システム
インドネシアにおいて地域のプライマリーヘル

スケア(以下、 PHCとする)と一次医療を担うの

は、プスケスマス (Puskesumas)と呼ばれる保

健センターであり、 1995年の時点で人口 10万人

当り 3.6施設の割合で設置されている。保健セン

ターでは、 一次医療サービスに加え、家族計画や

予防接種、学校保健などの予防衛生活動も行って

いる。

保健センターにはTypeAとTypeBの2種類

があり、 TypeAには医師(一般医や卒後3年間

の義務的勤務として特別に契約された医師)が常

勤し、その他歯科医、助産婦、臨床検査技師、環

境衛生士など10人程度の保健スタップがその活

動を支えている。TypeBは準保健センターとも

呼ばれ、医師は常勤せず、通常は lつのTypeA 

保健センターが、 3~5 つの Type Bを指導(医

師による巡回診察など)している。

しかし施設長を兼ねる医師の多くは臨床も地域

保健も経験が浅く、また数年で交代していくため、

十分にその機能が発揮されていない。村レベル

(人口約数千人規模)では、現在地域助産婦が順

次配置されており、すでに約1万人が各村で母子

保健サービスを中心としたPHC活動を行ってい

る。地域助産婦は、中卒後に3年間の保健看護婦

学校を卒業し、さらに I年の特別コースを終了し

てむらに配属される人材で、住民の寄付などで作

られた助産所を拠点に活動している。しかし実際

の分娩の多くは家庭で行われ、ドゥクンパイ

(Dukun Bayi)と呼ばれる伝統的助産婦を利用す

る女性も多い為、その指導や教育も重要な任務と

なっている。

さらに公的PHCサービスを補完する役割とし

て、住民参加活動は幅広く導入されている。その

中で代表的なものが、全国の各集落と約26万個

所で実施されている総合的保健活動 [Pos

Pelayanan Terpadu:ポスヤンドゥ (Posyandu)] 

である。活動内容は家族計画、母子保健、栄養指

導、予防接種、経口補液配布などであり、住民の

中から選ばれたボランテイアが記録・体重測定・

栄養指導を担当し、個別検診や予防接種などは保

健センタースタッフや地域助産婦が出張してい

る。

また、必須医薬品が入手しにくい地域では、ポ

スオパットデサ (PosObat Desa)と呼ばれる簡

易薬局が試験的に実施されている。これは住民が

資金を出し合って薬を購入し、その売益などで運

営してい くもので、個人の家庭に薬棚を設置する

だけの形態が多く、全図的にはまだ浸透していな

し、。

イリアンジャヤ州クルル郡における実態

私は、最初、ソロパ地区を含むパブマ村のポス

ヤンドゥを訪問した。このポスヤンドゥは 8つの

地区(面積133km'、人口944人)を対象地域とし

ている。そこには、 Bidandi dcsa (地域助産婦)

であるマルタ=ジ、ユダが一人で駐在していた。イ

ンドネシアのポスヤンドゥは乳幼児死亡率を減少

させるため、それまで個別に行われてきた家族計

画、栄養改善、予防接種、母子保健、下痢症対策

を一つにまとめ、村レベルでの5歳未満児と妊産

婦の健康増進を図るという、明確な目的をもった

インドネシアの国家保健施策の一つである。マル

タとの言葉によるコミュニケーションは困難であ

ったが、見える範囲内でもいろんなことが分かつ

た。
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私がそこを訪れると、まず、体の不調を訴える

母親(推定30歳)が来ていた。助産婦のマルタ

は母親を問診し、診察した後、彼女の体重を測定

し、腰のあたりに注射を打つ。しかし、注射の衛

生状態が気にかかった。マルタはさっきまで事務

作業をしていた手そのままで患者に注射を打ち、

また、使用後の注射は机の上のトレイに置きっぱ

なしである。その後、薬も渡していたが、もちろ

ん手も洗わず、そのままで薬棚をさわっていた。

そして、診断の結果やその施療をノートに簡単に

記録していた。患者は治療費を Rp2∞o(約40円)

ほと守を支払っていた。

ここでの母子保健としては、「小児健康カード」

に乳幼児発育曲線を使用して天秤などの適正技術

を利用し、定期的な体重測定が行われているはず

が、そのカードを見てみると、不定期にしか記入

されていなかった。また、このポスヤンドゥでは

年間に 10-12人ぐらいの赤ちゃんしか出産され

ていなし、。この辺りの人口、家族数から考えてみ

ると、ほとんどの妊婦が家庭で出産していること

が推測できる。また、訪れる患者や妊産婦などは

一日平均1-2人程度である。住民にとって、ポ

スヤンドゥが遠い存在なのではなかろうか。

翌日、私はこのクルル郡全体を把握するために、

この郡にある 16個所のポスヤンドゥを統括して

いるプスケスマスを訪れた。ここのプスケスマス

には医師がI人、看護婦(土)が14人、助産婦が

2人、検査技師が1人働いていた。プスケスマス

での活動は、一つがここで施療を行うこと、もう

一つがこの地域のボスヤンドゥを統括することで

ある。しかし、統括すると言っても、 16個もある

ポシアンドゥを医師一人が統括するのは容易では

ない。場所によっては車道もない。道も平坦で、は

ない。一番遠いポスヤンドゥで、プスケスマスか

ら74kmの距離がある。医師と看護婦(士) 1-

2人がポスヤンドゥを巡回するのだが、実際それ

は一個所につき 1カ月に一度程度である。

その日私は医師と看護士1人についてプスケス

マスから 15km離れたシパ(面積42kmヘ人口701

人)という村のポスヤンドゥを訪問した。そこで

は、その日、日本でいう母親学級みたいなものが

聞かれ、助産婦が乳幼児の栄養指導や予防接種、

体重測定が行われていた。この日来ていた母親は

10人近くいた。ここの助産婦は、「小児健康カー

ド」にも定期的に体重が記入していた。医師が助

産婦の仕事の様子をチェックし、また、その日は、

看護士が助産婦の仕事を手伝っていた。ここの助

産婦の活動の様子とパブマ村の助産婦マルタの活

動を比較すると、多少差があることを感じた。

そのまた翌日、私は再びプスケスマスを訪れた。

その日はプスケスマスでの診療の様子を見学する

ことができた。近くで自動車事故があり、患者が

数人運ばれてくる。その中に頭に数cmの深い傷

を負った患者が3人いた。まず、看護士が頭に何

度も麻酔注射を打ち、イソジンをぬり、そして針

に糸を通し、傷を縫い始めた。さらに、次の患者

にも、同じ針で、傷を縫っていた。

同じ針と糸で3人の傷を縫った。更に、使用済

みの道具はそのまま水で洗ってまた元に戻してい

た。手も随時消毒している様子などない。

この地域における問題点

この辺りの医療の中核を担っているプスケスマ

スでさえ、このような状況である。ここでは、医

師、看護婦(土)、助産婦などといった垣根など

ない。看護士が手術を行うなど日本では考えられ

ないが、ここでは、誰が治療を行い、誰が薬品を

扱うかなど決まってはいない。管理面、衛生面、

安全面など劣悪な状況を挙げるときりがない。し

かし、実際、ここで治療を受けられる人は、ず、っ

とましである。このプスケスマスを訪れる患者は

一日平均5人程度である。これだけの人口を抱え

ている地域に病人が一日5人とは考え難い。医師

がいても、診てもらえない人が大勢いる。現に、

医師や看護婦(土)助産婦のいないソロパのよう

な地区では、あのような傷を負った人の傷はその

ままである。

上記の「インドネシアの保健医療供給システム」

で書かれているような内容は、このインドネシア

でも一番僻地にあたるイリアンジャヤ州、さらに

その奥にあたるこのクルル郡では、到底当てはま

らない。ここに、中央政府の方針と現実とのギャ

ップが生じている。そのギャップをどう埋めるこ

とができるのか。

本来、ソロパ地区はパブマ村に属し、この地域

のボスヤンドゥで傷の治療や母子保健などを受け

ることができる。しかし、ここを訪れる住民はほ

とんどいなし、。つい数十年まで周辺地域と戦争ば
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かりしていた住民達は、外部に対し非常に排他的

である。ここには水道もガスも電気もない。飲料

水も生活水も全て使うのは川の水である。住民は

今でも原始時代のような生活を送っている。食料

もいもがほとんどである。PHCの基本項目 3)と

照らし合せてみると、問題点は非常に多い。

当会では、 PHC、最低限の健康保健を提供でき

るように活動を行っている。しかし、我々の考え

を現地人達に理解してもらうのも決して容易なこ

とではない。 我々が良かれとしてやっていること

が、相手にとって押し付けになるかもしてない危

険性をもはらんでいるからである。

考察、そして今後の課題

私が今回最も重要だと感じたことが、医療問題

を考える上で、地域や対象者・集団の特性や特徴、

またその全体を把握することの大切さである。ポ

スヤンドウやプスケスマスなどの医療施設に来る

患者は何故少ないのか。そこにはただ治療費の問

題だけではなく、また、医療施設までの物理的な

距離の問題だけではなく、精神的な距離の違いも

存在している。そのギャップを考える上で必要な

のは、地域の医療システムの把握だけでなく、そ

の地域の人々の持つ生活や文化、信条などを理解

することも大切である。どこの社会にも、そこの

生活習慣、文化、宗教、フォーマル、インフォー

マルな制度が存在している。それを考慮した上で、

私自身、彼らに何ができるのか。

今回、ソロパ地区を含めたクルル郡の医療を取

材して、いろんなことを見ることができた。まず、

衛生面の問題である。今回の取材で衛生面におけ

るその問題点をはっきりと認識することができ

た。来年、またインドネシアに行く機会に恵まれ

れば、専門家の方にも協力を受け、 一緒にその状

況を改善していきたい。
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Summry 

Health Care Services in Irianjaya 

Junko Oki. Eva Garcia del Saz. Harumichi Seguchi 

Kochi medical School 

1 visitted health care service station around soroba village in Irianjaya In Indonesia， public health 

care centers called "Puskesumas" (Type 1 and 2) bear primary health care and medicine. There are 

also 260000 civilization-supported stations called "Posyandu" which bear family planning， child and 

maternal health， nutrition g凶 dance，vaccination and so on. In villages around Soroba， Posyandu sysytem 

does not seem to work e笠ectivelydue to dissociation between political planning and health related needs 

of primitive residents. 
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