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ブータンで新生児と寄り添った878日

西澤和子
京大霊長類研究所・研究員、ブータン王立病院・医員

ヒマラヤ学誌　No.15, 61-67, 2014

1．はじめに
　京都大学の研究員としてブータンに 2011年 5
月に赴任した。それから約 2年半が経過した。本
稿は、その間に現場で得た経験をもとに感慨をま
とめたものである。2011年 5月 6日、パロ国際空
港に降り立った。この国への訪問はこれが二回目
である。前回の訪問の目的は視察を兼ねた観光
だった。ティンプー、パロ、ハを訪れ、農家にホー
ムステイし、District Health Officerの案内で住民に
最も近い医療施設である Out Reach Clinicや Basic 
Health Unit等各医療施設を見学してまわった。全
ての医療が公的サービスとして行われているブー
タンでは、保健医療提供システムを概観するのは
それほど難しい事ではない。どこへいっても保健
省が定めた公衆衛生活動に関する各ガイドライン
が整備されており、どこでも一貫した保健サービ
スを提供しようとする努力が垣間みられた。他方、
一目見てこの国の医療現場が極度の人手不足と資
源不足に悩まされている事も見て取れた。
　当時厚生労働省に勤務していた私は、臨床現場
を離れてしばらくたっていた。全てが日本語で行
われている日本の医学教育を受けたものが、英語
での診療に耐えうるだろうか。何より、日本とい
う先進国の都会生活に慣れきったものが、いわゆ
る発展途上国での生活に耐えうるのか。そんな不
安を払拭し、旅の終わりには、当時の保健省事務
次官にボランティア医師として必ず帰って来ると
約束した。
　今回の目的は、その約束を果たし、この国で初
めてのボランティア新生児科医師として働くこと
である。

2．新生児医療を全面的に任される
　ブータン王国には、新生児を専門とするブータ
ン人小児科医がたった一人しかいない。それがこ
の国最初の小児科医師 Dr. Kinzang P. Tsheirngであ

る。彼が立ち上げたこの国唯一の独立型新生児集
中治療室（NICU）が、この国唯一の三次医療施
設である Jigme Dorji Wangchuck National Referral 
Hosptial（JDWNRH）にある。そこで最初の数ヶ
月間は、彼について回り、この JDWNRH の
NICUでブータン流の新生児診療を学んだ。同じ
新生児医療でも、所変われば、使える薬も医療機
材も、共に働く仲間も、環境も何から何までみん
な違う。それをあたかもタイムマシーンに乗って
やって来た未来人気取りで、いちいち指摘し日本
流を主張したって始まらない。また多言語国家
ブータンでは、言語の壁が立ちはだかり、ブータ
ン人と同じようなパフォーマンスで働くことが外
国人にはどうしても難しい。そう悟った私は、こ
れまで培って来た事を全て一旦横に置き、自我を
捨て、ゼロから彼らに学ぶ姿勢で取り組んだ。
　毎朝 8時半、看護師への講義で新生児病棟の一
日はスタートする。この時間帯が恒例になったの
は、深夜勤と日勤の看護師さんがともに参加でき
るようにという、看護側の要望をかなえるためだ。
講義が終わると、医師と日勤の看護師との回診が
始まる。毎日、看護師さんからの申し送りを受け
て、その日の方針を決め、看護師さんに伝え、カ
ルテに書くというのが、私が来る前からのここの
回診のスタイルだ。
　回診は、重症患者を収容する 7床の NICUから
始める。続いて、お産を終えた産褥婦の入院する
3つの病棟を巡回し、入院中の正常新生児を診察
する。年間分娩件数が 4000件を超えるこの病院
では、毎日少なくとも 15人、多い時だと 30人以
上の正常新生児を診察することもある。正常新生
児の診察が終わると、新生児病棟に戻り、今度は
病床回転率の速い、13床の光線療法ユニットを看
護師と回診し、方針を決める。早くベッドをあけ
ないと、この時点で既に何人もの入院予定患者が
列をなしている事も少なくない。朝からここまで、
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立ちっぱなしだが、この退院手続きでようやくは
じめて椅子に腰を下ろすことができる。
　退院手続きが終わると、お昼を過ぎている事も
多いが、休憩室でお茶を一杯流し込み、NICUの
様子をうかがいつつ、引き続き 9 床の High 
Dependent Care Unit、続いて新しく開設した 5床
のカンガルーマザーケアユニットの回診にうつ
る。
　何もなければこれでようやく日勤帯の仕事が終
わるのだが、ほとんどの場合、この間にハイリス
ク分娩の立ち会い、急患の搬送入院、入院児の急
変、退院児のフォローアップなどが、アドホック
でどんどん入り込んで来る。一段落するころには
時計はゆうに 3時を回り、そのころから続々と次
の入院が入って来る。そして、気づくとまたお昼
を食べそびれたまま夕方に、ということになる。
そんな毎日の繰り返しだ。
　ブータン流の新生児医療にようやく慣れた 2012
年 4月、Dr. Kinzang P. Tshering が JDWNRH の病
院長に就任し、さらには 2012年 10月、新しく設
立が予定されているこの国最初の国立医科大学、
University of Medical Sciences of Bhutanの暫定総長
に就任したため、臨床現場を離れることとなり、
事実上、新生児医療をそっくりそのまま全面的に
任される格好となった。

3．見えて来たボトルネック
　ブータンの新生児医療は非常にチャレンジング
である。ではいったい何がボトルネックになって
いるのか。
　ある朝、ブータン中央部にある地方病院の小児
科医から電話が入った。「今、重症仮死のお産に
立ち会って、生まれた赤ちゃんにすぐ挿管したの
ですが、ここには人工呼吸器がないから、今から
そちらへ送りたいのですが、受け入れてもらえま
すか？」とのこと。
　この病院は首都ティンプーから車で約 8時間南
東に行ったところにあり、ここには小児科医が 1
人常駐している。ブータン全土で、首都ティンプー
以外で小児科医がいる病院は、ここと東部の中核
都市のたった 2カ所しかない。しかも、それぞれ
1人ずつという手薄い体制だ。彼は続けて、「患
者さんのエスコートには経験豊かなシニアの麻酔
看護師をつけたから、道中万が一何かあっても再

挿管できるはず。では宜しく。」と言って電話を
切った。
　山岳国家で地理的な条件から車両以外の輸送手
段が発達していないブータンでは、患者さんの搬
送には車が唯一の手段となる。しかし道路交通網
もまだそれほど発達しておらず、舗装もされてい
ないようなでこぼこ道をひたすら揺られながらの
長く厳しい搬送となる事もしばしばだ。
　新生児搬送に限らず、いかなる患者搬送でもエ
スコートするのは医師ではなく、看護師であるの
が通例だ。麻酔看護師とは、看護師の資格をとっ
て一定の経験を積んだ後、2年間特別な訓練を受
けて、簡単な麻酔をかける事が出来る技能を修得
した看護師のことを言う。麻酔科医も小児科医と
同じように非常に数が少ないため、麻酔をかける
人材を確保するための苦肉の策である。
　この電話を受け、私は何とも言えない気持ちに
なった。というのも前年、この病院から何人もの
看護師が新生児を含む小児の人工呼吸管理とその
看護を習いに、我々のところに研修に来ていたか
らだ。その後、当院の呼吸器を一台送ったはずだっ
たのに、なぜ？と不思議に思って聞いてみると、
送ったはずの呼吸器は、一度も正常に作動せず残
念ながら修理送りとなってしまったという。
　その夕方、そろそろ例の患者さんが着く頃かと、
今か今かと時計を眺めるものの、とんと音沙汰が
ない。搬送もとの病院に問い合わせ、ようやく事
の次第を知ることとなった。患者さんは道中で急
変し、途中の病院で蘇生処置等したが、甲斐なく
亡くなったとのことだった。
　無力感と無念。せっかくこの病院には、新生児
蘇生とその後の重症管理の出来る小児科医と看護
スタッフがいながら、結局それらがないのと変わ
らぬ結果となった。救命の連鎖、そのどこが欠け
ても患者さんのアウトカムは決して良くならな
い。極度の人手不足、診療資機材の不足、そのよ
うな自分の力ではどうすることもできないシステ
ムの欠陥から、日常的に常に妥協を強いられる診
療環境においては、医療従事者のモチベーション
を維持しつづけることもまた難しい。

4．院内感染対策の強化
　人手不足、診療資機材の不足は、また思わぬと
ころで患者さんの不利益を生む。新生児診療の場
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では、ことさら院内感染対策に気を遣う。それは、
新生児特に早産児は、まだ免疫機構が十分に発達
していないため、感染症にかかり易く、また一旦
かかると重症化し易く、致命的となりやすいため
である。
　しかし、手薄い看護体制から看護師一人当たり
の受け持ち患者数が増加すると、業務量の増加と
ともに、手洗い、手指衛生がおろそかになり、感
染症の伝播を招きかねない。また、手洗いに必要
な石鹸や手指消毒剤の不足もまた、病棟内の感染
症の伝播に拍車をかける。例に漏れず、JDWNRH
の新生児病棟も入院患者数が激増した時期に、多
剤耐性菌による院内感染のアウトブレイクを経験
した。
　これを機に、病棟をあげて本格的な院内感染対
策に取り組んだ。まず、患者を多剤耐性菌に感染
している「赤」、何らかの感染症に感染している

「黄」、特に易感染性の強い「青」そして、培養が
陰転化した場合の「白」というように色分けし、
多くの患者をケアする看護師が、一目見てその患
者の感染症の罹患状況がわかるようにした。また、
各スタッフが個人持ちの手指消毒剤をポケットに
入れて持ち歩くシステムに変えた。また手洗い
ソープを、透明な容器に移し換え、誰が責任を持っ
て補充するかを明確にし、手指衛生が常に行える
環境整備を行った。このような地道な努力の甲斐
あって、これまでのところ多剤耐性菌による院内
感染のアウトブレイクの再発は、何とか防ぐこと
ができている状況である 1）。

5．ハイリスク児発達フォローアップ外来
の立ち上げ
　言語の壁、理解力の壁もまた患者さんに思わぬ
不利益をもたらす。私が赴任した当初、NICUか
ら卒業した児の退院後のフォローアップは、小児
科一般外来で行われており、まだ 2 kgにも満た
ない早産児を、呼吸器感染症や下痢症で溢れかえ
る小児科外来に送り出す事に不安を拭えなかっ
た。また地方から搬送されて来た患者さんの場合、
ティンプーまでフォローアップのために来る事が
非常に難しく、事実上フォローアップが不可能に
近い現状があった。実際に、患者さんに退院時に
説明し、書類にもどこにいつ来るべきかを明記し
ていたにもかかわらず、患者さん側が完全に理解

しておらず、受診の遅れが、未熟児網膜症（ROP）
進行の発見の遅れに繋がったケースも発生した。
　そこでまず、眼科医と恊働し、未熟児網膜症の
スクリーニングを入院中から定期的に行うシステ
ムを構築した。また 2 Kgに達するまでは、退院
後も外来ではなく病棟に直接来てもらい、体重増
加の評価や外来診察を小児科外来で待たずとも行
えるようにし、発達及び眼科のフォローアップ、
予防接種の指導等、理解してもらえるまで繰り返
し説明出来るようにした。そして退院時にフォ
ローアップが必要なハイリスク児には、修正週数
とマイルストーンのキーエイジが一目で分かる一
枚紙を作成して手渡し、およそ 3ヶ月毎に小児理
学療法士とともに新生児科医が発達スクリーニン
グをするハイリスク児発達フォローアップ外来の
体制を整えた。今後は地方の理学療法士並びに小
児科医とも恊働し、少しずつ地方に住むハイリス
ク児の地元でのフォローアップ体制の構築へと展
開して行く予定である。

6．乳児健診及び母乳育児支援外来の立ち
上げ
　フォローアップが必要なのは、ハイリスク新生
児ばかりではない。正常新生児もまた、特に最初
の一ヶ月は黄疸や体重のモニタリング等、フォ
ローアップが不可欠だ。これまで産褥病棟から退
院した正常新生児は、小児科外来で肺炎や下痢症
等の感染症罹患児に混じって長時間行列に並び、
小児科医による乳児健診を受けざるを得なかった
が、兼ねてから水平感染の危険性やじっくり時間
をかけて診られない等問題意識がブータン人小児
科医の間で共有されていた。
　そこで外来看護師を一人、母乳育児支援専門
ナースとして教育し、また別の看護師に新生児診
察の基本を教育して、乳児健診と母乳育児支援を
産褥婦健診並びに予防接種と同じ建物にWell 
Baby and Lactation Clinicを新たに開設した。これ
により、母乳育児への継続支援が可能になり、水
平感染への懸念もなくなり、また看護師へのタス
クシフトによって小児科外来の負担軽減と、サー
ビス提供者並びに患者さん双方に裨益することが
期待されている。
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7．カンガルーマザーケアユニットの立ち
上げ
　「しばらく前にここに入院していた○○さんの
赤ちゃん、昨日自宅で亡くなったらしいよ」何度
となく耳にした悲しいニュースである。早産で生
まれながら NICUで急性期を乗り越え、折角無事
退院したものの、退院後に低体温や感染症等に罹
患し、体重増加不良で小児科病棟へ再入院したり、
自宅で死亡したりというケースがこれまでにも何
度かあった。またある程度の設備が整いつつある
中、NICUに入院した早産児の大きな死因の 1つ
が「院内感染」であった。この 2つの予防可能な
問題を、どうにか解決できる方法はないものか。
それが我々をカンガルーケアに突き動かした最大
の動機である。
　カンガルーケアとは直肌の抱っこの事である。
日本をはじめとする先進国におけるカンガルーケ
アは、母子分離の予防や、両親のエンパワーメン
トなどに重点がおかれているが、ブータンをはじ
めとする開発途上国でのカンガルーマザーケア
は、低体温の予防や、院内感染対策、そして母乳
育児推進が大きな目的となっている。もはや
WHOのガイドラインにも、不可欠な介入との位
置づけとなっているカンガルーケアであるが 2,3）、
これまでブータンで実践されてこなかった最大の
理由は、やはりボトルネックである「人手不足」
であったようだ。
　カンガルーマザーケアユニットは、（1）カンガ
ルーケアの安全な導入と実施（2）集中的な授乳
支援の提供（3）退院準備（4）在宅ケアに関する
情報提供（5）発達フォローアップの導入（6）早
産児への早期フォローアップをそのミッションと
する。立ち上げにはまずプランを紙にし、同僚の
ブータン人小児科医、そして新生児病棟の看護師
と何度も、何度も話し合った。小児病棟再入院を
予防するためのユニット、というのが一番小児科
医の心に響いたようだ。今回、看護師の新卒採用
時期に合わせて病院幹部を説得し、カンガルーケ
アユニット立ち上げを理由に、大幅な（といって
もまだまだ少ないのだが）看護師の増員を実現す
ることができた。
　こうして様々な人々の理解と協力を得て、2013
年 9月 3日ブータン初のカンガルーケアユニット
が誕生した。これからのブータンにおける早産児

発達支援の要として、カンガルーケアの実践のみ
ならず患者教育の充実等が期待されている。

8．母子健康手帳の改訂
　ブータンで妊娠をした女性には、最寄りの医療
機関から日本と同じ母子健康手帳が交付される。
ブータン政府は UNICEFの援助で 2007年に母子
健康手帳を導入し、全国規模で使用していたが、
5年が経過し改定の時期を迎えていた。
　そこで日本の母子健康手帳の経験を生かし、そ
の改訂作業に参画した。新たに母乳育児のコツ、
歯科衛生、安全対策等、これまで足りなかった健
康情報を補填し、また予防接種率の高いブータン
の利点を活かし、最前線の医療従事者が予防接種
時に、予防接種だけでなく精神運動発達や身体発
育のチェック、ビタミン剤や駆虫剤等の投与を同
時に行えるよう促す工夫をこらした。
　今回の改訂における最大の変更点は、全ての母
子に固有の ID番号をつけて、母子保健に関する
様々な情報を一元管理できる仕組みを構築しよう
とする野心的な試みだ。これにより、母子保健サー
ビスの需給状況が正確に把握され、その安全と質
が向上する事が期待されている。

9．全国の新生児死亡個票の分析
　ブータンでは今でも、たくさんの新生児が亡く
なっている。その数は、推定 25対 1000出生で、
現在の日本の新生児死亡率の約 20倍にのぼり、
丁度日本が 1950年頃の新生児死亡率の水準にあ
たる。ではこれをどうやって減らして行けばよい
のか。それを知るためにはまず、いったい何が原
因で赤ちゃんが亡くなっているのかを知る必要が
ある。
　ブータンの新生児医療の基礎が芽生え始めた
2006年、新生児の死亡原因を調査するための報
告システムが立ち上がった。その報告システムと
は、新生児が死亡した場合、調査票に医療従事者
が詳細を記入し、3ヶ月毎にその内容を各県に組
織された妊産婦新生児死亡調査委員会で審議し、
その審議結果を調査個票とともに保健省に提出
し、保健省が組織したナショナルレベルの妊産婦
新生児死亡調査委員会で全国集計を審議の上、毎
年毎の推奨を出し、これを国の政策に反映すると
いうものである。
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　2011年からこのナショナルレベルの委員会に
も出席させて頂けることになった。全国から送ら
れて来た死亡個票を分析していると、赤ちゃんが
どこで、いつ、なぜ亡くなっているのかが少しず
つ見えて来る。日本では信じられないかもしれな
いが、まだまだ病院以外での死亡の報告が後を絶
たない。ブータンでは車道の整備されていないよ
うなところにも人が暮らしており、医療機関まで
の距離と移動手段が 1つの大きなボトルネックと
なっているのだ。
　また、新生児死亡の約 6割以上が生後最初の一週
間に、なかでも半数以上が生後 3日以内に亡くなっ
ていることがわかった。その原因は、早産による合
併症が最も多く、次いで感染症、仮死、先天異常と
続く。この分析作業から、現在使用されている死亡
調査票が記入し易い構成になっていないため、欠損
データが多い事がわかった。よって現在調査票の改

訂案を保健省とともに作成中であり、さらなる報告
システムの充実を目指している 4）。

10．ブータンにおける医学教育の夜明け
　ブータンの医療現場に、2012年秋から少し変
化の兆しが見え始めた。外国の医科大学を卒業し
たブータン人医学生を対象にしたインターン制度
が、はじめて当院で開始されたのだ。これに引き
続き、兼ねてから計画されていた、国内初の医科
大学設立がいよいよ本格化し、これまで卒前教育
同様全て国外留学に頼っていた、専門医を養成す
る卒後研修プログラムが当院で開始される予定
だ。
　国内初の医科大学の創設には、臨床、教育、研
究の 3つの柱が相乗的に機能し、医療の質の向上
と Self relianceを達成できるようにとの期待が込
められており、ブータンの保健システムにとって
大きな転換点となる大事業である。この大事業に
京都大学病院が、世界に先駆けて施設をあげた支
援の名乗りを上げ、施設間交流を活発化させる目
的で、京都大学病院・保健省・University of 
Medical Sciences of Bhutan（UMSB）との三者覚書
が 2013年 10月 29日に締結された。これにより
日本とブータンの医学交流が様々な形で加速する
事が期待されている。

11．今後の展望
　日本をはじめ先進国の医療は、少ない患者さん
に多くの医療資源を投入し、多くの医療従事者で
診ることで、緻密で質の高い医療を実現している

写真1　世界母乳週間の飾り付けをしたJDWNRH新生
児病棟の入り口

写真2　JDWNRHの小児理学療法室で行われているリ
ハビリテーションの様子

写真3　JDWNRH新生児病棟に新設したカンガルーマ
ザーケアユニット
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が、他方ブータンをはじめとする開発途上国では、
多くの患者を限られた医療資源と、少ない医療従
事者で診なければならないため、緻密さにかける
反面、押さえどころを押さえ、より効率性が求め
られるという点で、先進国の医療の対極をいって
いるとも言える。恐らくその中道（Middle Path）
が持続可能で人に優しい医療の実現には必要なの
であろうと、ブータンの医療に身を置いていると
考えさせられる。
　この国の赤ちゃんの命を救い、未来を守るため
にはいったいどうすれば良いのか。この 2年間ひ
たすらそれを考え続ける日々であった。その命題
はこれからもずっと続くが、その問題解決への共
通のアプローチとして、（1）Task sharing（2）
System building（3）Using toolsの 3つのシンプル
な手法に行き着いた。
　（1）は職域を見直し、タスクを分け合う事によっ
て限られた医療資源と人材でも、アウトカムを最
大化できるように効率化を測ろうとするもの、（2）
はシステム化する事で、プラクティスを標準化し、
また恒常化させようとするもの、（3）は道具（ツー
ル）を使う事で無駄を省き、時間と労力を節約し
ようとする試みである。この 3つのアプローチを
使って、本当に必要なことに注力できるような仕
組みづくりを、ブータンの人たちと何度も話し合
いながら目指して来た。
　この長い道のりは、まだまだ始まったばかりで
ある。アジアの隣人の医療に学びながら、日本人
としてのアイデンティティを再認識し、今一度初
心に立ち返り、これからも一歩一歩着実に、ブー
タンと日本の仲間達と共に、新生児の命を救い、
未来を守るために、歩みを進めて行ければと思う。
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Summary

878days of Nestling Close to Neonates in Bhutan

Yoriko Nishizawa

Researcher of Institute of Primatology, Kyoto University

　 The author has worked in Bhutan as the only full time Neonatologist since May 2011. This essay describes the 
experience of working with the national colleagues and the kind of challenges they faced and how they tackled 
them. The author is fully committed in improving all aspects of Neonatal Care in Bhutan and disclosed some of the 
bottlenecks. The author actively involved in tackling Nosocomial Infection and strengthened its control in Neonatal 
Intensive Care Unit, establish High-risk developmental follow up program, Well baby and lactation clinic and 
Kangaroo Mother Care Unit. The author also actively participated in the Revision of Maternal and Child Health 
Handbook, National Neonatal Death Investigation Reviews and training of health works in newborn care.




