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 4月はティンクアン省に1年ぶりに行きました。ティンクアン省はハノイから180キロの山

岳部の街で、多くの少数民族が住んでいます。こうした少数民族は、ハノイやティンク

アン省の省都などに治療に出てくることは非常にまれで、神仏やお祈りによって病気

を治す風習があります。そこへ地方のヘルスケアセンターのスタッフが訪れ、私達の無

償のプロジェクトがあると伝えると、民族ぐるみで総合病院にやってきます。 

 ティンクアン省総合病院の眼科には現在3名の眼科医師が働いていて、超音波白

内障機器や検査機器などは日本の草の根無償支援によって寄贈されていました。

しかし、顕微鏡が1台しかないので、プロジェクト期間中に超音波手術を指導しなが

ら手術を完了させるのは時間がかかります。ドイツのＯＤＡで提供された顕微鏡は見

え方が悪く、ＡＰＢAから顕微鏡を1台寄贈し、今後のプロジェクトは3テーブルで手術

を行い、その内の１テーブルを現地の医師の指導用にしようと考えています。 

4月（ティンクアン省 ） 
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両眼失明したお祖母ちゃんを手術台で抱きかかえる 

 ５月の連休には先にカマウ省に行く予定だったのが、   

プロジェクト２週間前になって「１週間時期をずらしてほしい」

という要望があり、日本から寺井先生、高橋先生が参加を

予定していたため、急遽フエ眼科病院でプロジェクトを行うこ

とになりました。（フエは６月の予定でしたがこの変更を快諾

してくれました。） フエの眼科施設は、もともと小さな社会

疾病予防センターの中の一施設でしたが、その後、ある地

域の古い病院を改修し、フエ眼科病院として２００５年にス

タートしました。 

 この病院は低い土地に位置するため、乾季は良いのです

が、雨期になると発生する洪水に何度も襲われきました。そ

のたびに検査の医療機器を２階の手術室に運びこみ、難を

逃れてきましたが、各検査室や診察室は洪水後の清掃に

追われていました。せっかく素晴らしい機材が寄贈されても

故障することもありました。 

 そんな折、眼科病院からフエ市の医療保健局、人民委

員会へ要望書と病院の新築届け出を出していたところ許

可がおり、高台に5階建の新しい眼科病院を建設することと

なりました。私もその設計の一部に携わり、外来及び病棟

（半分）、検査棟（半分）、および手術棟の第１期工事が

完成。これまでの洪水の被害から逃れられるようになりまし

た。フエ眼科病院はベトナム中部地域の眼科施設の中心

であり、これからどんどん発展していくと思われます。 

 

5月（フエ省、カマウ省） 

写真上：古い地方病院を改築し眼科病院としていました       

写真下：新しい眼科病院としてスタートしました 

また、全身麻酔の施設もアメリカの援助で整い、今回は１８歳の少年の増殖性網膜剥離に対し硝子体手術を行い

ました。貧しいためにハノイやホーチミンへ治療にいくことができず、３年前より両眼失明状態で治療の機会を失ってい

たそうです。私達のような無償のプロジェクトのチームが来るのを人づてに聞いてやってきたと聞き、ベトナム中部地域は

まだまだ遅れており、もっとフエ眼科病院に訪問する回数を増やさないといけないと考えさせられました。手術結果の報

告はまだ伺っていませんが、少しでも見えるようになってくれることを願っています。 



NPO APBA NEWSLETTER 2012 oct 

2 

5月２週目（カマウ省） 

２週目はカマウ省（ベトナム最南端）

へ行きました。カマウへ発つ前、寺井先

生、高橋先生らが帰国するため、ハノ

イのホテルの日本食レストランで食事を

し、ベトナムではなかなか食べられない

刺し身をたくさん振舞って頂きました。   

同席した四名のうち、寺井先生は

全く刺し身を召し上がらなかったので大

丈夫で、高橋先生はあまり手を付けな

かったので、帰国翌日だけの腹痛で済

みました。スタッフはその当日嘔吐し、

私は喜んでたくさん食べたため、翌日か

ら食中毒の症状が発生してしまいまし

た。その夜からムカムカしていましたが、

なんとか胃薬や正露丸で乗り切ろうとし

たのが間違いでした。 

翌日はハノイ国立眼科病院で手術

がはいっていましたが、その次の日も手

術がたくさんあったため、キャンセルでき

ず、複数回トイレに通い、発熱と脱水

症状を呈していたので、点滴をしながら

手術を行っていました。 

私は木曜日からホーチミンに行か 

ざるを得ず、飛行機でも現地でも、  

あまり食べられず、体調不良でしたの

で、昨年日本に招待したハノイ国立眼

科病院のＭｉｎｈ先生にお願いしたとこ

ろ、快く引き受けてくださり、一緒にカマ

ウ省へ行ってくれることになりました。 

金曜日の早朝４時半にホテルを出

発し、５時５０分のフライトでカマウ省へ

向かいました。荷物の重量が１００キロ

以上超過していましたが、カマウ省の医

療保健局長に空港で偶然出会い、彼

の一言で、超過料金を支払うことなく

済みました。現地の病院に着くと、患

者さんの数は１００名を越え外来はごっ

た返していました。ベッドで休んでいるわ

けにもいかず、汗だくになりながら外来

で患者さんの眼をチェックし、Ｍｉｎh先

生、Ｄｕｃ先生、およびカマウ眼科セン

ターのＴｈａo先生の協力で、すべての

患者さんの手術が無事に終わりまし

た。 

こんな体調で、カマウへ行くのは非

常に厳しいので、「Ｈｕｎｇ先生に託そ

う」と考えていた矢先、Ｈｕｎｇ先生が

病院を休むことができなくなり、Hung

先生へカマウ省を託せなくなりました。 

写真左上：                       

食事もあまり食べられず私は横になっていました。 

写真右上：                       

緑の手術着でベトナム人医師を指導している高橋

先生 

写真下左右： ごった返すカウイ省の現地病院                      

6月（クアンニン省） 

 6月はクアンニン省のティンイエン総合

病院で３回目のチャリティー活動を行

いました。ハノイから250キロも離れてい

るため、初日はハロン市（ハノイから160

キロ）の人民委員会のゲストハウスに

泊めていただきました。翌朝出発前に

クアンニン省の人民委員会が、私達の

草の根活動を地方政府として高く評

価してくださり、首席より励ましの言葉

をかけていただきました。ティンイエンより

さらに北に50キロ離れたハイ・ハでプロ

ジェクトをやってほしいと頼まれ、あまり

の距離に気が遠くなりそうでしたが、こう

した場所にこそ、多くの患者さんが待っ

ています。この12月に行くことなりした

が、腰痛が心配です。 

 セレモニーの後、ハロン市より北へ走

ること車で3時間、やっとティンイエン地

方に着きました。病院には、私達のプ

ロジェクトを歓迎する赤い垂れ幕が掲

げられていました。 

垂れ幕に『Dr.Hattori&APBAのみなさ

んTien Yen省へようこそ！』と書かれて

います。病院につくと休む間もなく、 

車から医療資材を手術室に運びま

す。こうした地方の病院にはエレベー

ターなどありませんので、すべて人力で

運ばなければならず、階段を昇り降り

して病院スタッフも一緒に荷物運びを

手伝ってくれます。 

垂幕には『Dr.Hattori＆APBAのみなさんTienYen省

へようこそ！』の文字が。 
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上の写真は手術後にガーゼをはずし

て、眼のチェックをおこなっています。 

手前のＴｈｉｅｍさんは指を1本だした

り、5本だしたりして、視力を確かめてい

ます。これが正確に答えられたら、見え

るようになると手術は成功したということ

になります。地方では視力表などあり

ま せん ので、こ の よう に手で 視力 を   

はかることがしばしばです。これはどこの

プロジェクトに行っても行う検査です。こ

れで見えない場合には、スリットランプ

で精密検査を行い、何か問題があると

必ず、その当日リペアを行います。 

こうしたハノイから遠く離れた場所に住

んでいる人たちは、あとから修繕するの

で、ハノイに来てほしいと言われても、

実際上行けないのが実情で、その場

所で解決することが非常に重要です。

だから私達は内視鏡もいつも持参しま

す。万が一、水晶体が落下しても、硝

子体手術、および眼内レンズの縫着

で対応致します。 

 また、今回のプロジェクトでは京都か

ら中塚きみ子さんが初参加致しまし

た。最初は何をしたら良いのかとまどっ

ていましたが、二日目、三日目と日数

が経つにつれて、どうしたら良いのか自

分で考え動いていたので、その行動力

には驚きました。さすが看護歴20年以

上のベテラン看護師で素晴らしいなと

感心されられました。 

6月(ホーチミン) 

 第一部は、落語で、まず全盲の桂福

点さんの落語から幕が開けました。  

福点さんは、全盲であるにもかかわら

ず、桂福団治師匠に入門されておられ

ます。福団治師匠も自ら声帯ポリープ

を患い声がでず、落語ができないという

苦境を乗り越えられたので、障害を持っ

ている人でも落語ができると考え、障害

者に対しても門戸を開き、弟子入りを

許されたそうです。 

 私も久々に落語を聞きましたが、  

大笑いしました。是非ともまた、彼の 

落 語 を 聞 き た い と 考 え て い ま す。   

次は、聾唖者である、桂宇宙亭だんご

さんの落語でした。声がでないために、

手話で落語をされ、身体全体で落語

を表現されているのに、感動致しまし

た。 

第二部は、菊の会や台湾の中学生ら

による琴の演奏会、オークション、ラッ

キードローでした。オークションに出品さ

れる品物やバウチャーなどは、このパー

ティーを主催されたＲＴインターナショナ

ルの芝さん、立花さん、西川さん、キャ

サリンさんら多く主催者の方々の苦労

のお陰です。レストラン、ホテル、宝飾

店などと交渉し貴重なホテル宿泊券、

飲食券、宝石やドンぺリなどをゲットし、

オークションではその価値とは関係なく、

どんどん高値で落札されていく様子に、

さすがチャリティーオークションだと思いま

した。皆さま、本当にご苦労さまでし

た。この紙面をお借りして、心からお礼

を申し上げます。 

 6月9日に、第5回赤ひげチャリティーが行わ

れました。前回の樋口あゆ子さんのピアノコ

ンサートでは、開催があやぶまれる場面があ

りました。というのは、開催場所やベトナムの

文化情報局からパーティーの許可が必要

で、日本側が後援を発出するなら、許可す

るし、日本側もベトナムの文化情報局が許

可するのであれば、後援を発出するという、

ニワトリが先か卵が先か、パーティーの開催

の1ヶ月半までぎりぎりの交渉が続けられまし

た。最終的に、日田総領事のご厚意により

日本総領事館から後援の発出が行われ、

ベトナムの文化情報局からもパーティーの許

可がおりました。このパーティーでホーチミンの

日田総領事ご夫妻をご招待し、チャリティー

の趣旨をご理解いただけましたので、 今年

のチャリティーパーティーでは、  ホーチミン

総領事館からの後援の発出は、とてもス

ムーズにいきました。また、大阪のベトナム総

領事館から後援を発出していただきました。 

日本から菊の会が日本文化を紹介 

第一部の落語の会を終えて桂福団治師匠らと 

6月（クアンニン省）続き 

写真下：京都から参加の中塚きみ子さん 
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寺井典子医師（谷藤眼科副院長） 

 2012年5月2日から5日間、服部先生を訪ねて4度目のベトナムへ行ってき

ました。ハノイの国立眼科病院で見学の後、今回の眼科の手術ボランティ

ア活動の場所である「フエ」に向かいました。フエはハノイから飛行機で南に1

時間半ほど行ったところです。 

 フエはベトナムでは中堅都市にあたり、いつもの何もない山中とは病院も

活動内容も違っていました。活動をしたフエ国立眼科病院は1か月前に竣

工したばかりで清潔感もあり、きれいでした。患者さんは白内障40人、硝子

体手術が必要な網膜剥離等が10人と硝子体手術が中心となりました。日

本では網膜剥離は緊急手術の対象になりますがベトナムでは医療の環境

が悪くてそのようにはいきません。既に片眼が失明していて、残った良い目が

見えなくなって手術になるという患者さんが多くいたことに驚きました。一人で

も多く光を取り戻すことができれば･･と服部先生と共に尽力してきました。 

 さて、フエですが、フエはかつて19世紀初頭から20世紀半ばにかけて存在

していたベトナム最後の王朝、阮（グエン）朝の都が置かれていたそうで、市

内には王宮や寺院、歴代の皇帝廟や寺院などが点在し「フエの遺跡群」と

して世界遺産に登録された街です。 また、ベトナム戦争の激戦地でもあ

り、市街戦の舞台となったことでも知られています。 

ボランティア・レポート 

期間2012年5月 場所：ベトナム・フエ 

世界遺産の王宮南門 

手術室の様子 

中塚仁美子看護師 （日本バプテスト老人保健施設） 

 念願の参加で無我夢中とはまさにこの事だと思わせる4日間でした。ナースといっても眼科は全く知識がなく、OPの準

備から手順など、初めての経験でしたが、若いころのかすかな記憶をたよりに、清潔操作で物品をあつかえる事ぐらいは

出来たでしょうか。何より誰より忙しく色々な事に気を配り、目配りされる服部先生には本当にお世話になり感謝してい

ます。私みたいに単発で参加する者に対しても丁寧に色々と教えて頂き4日間の道中の手配もお手数をかけたことと思

います。 

 現地のスタッフの方々は何度もこのプロジェクトを行っているせいか患者さんのカルテ、ネーム、OP当時の段取りなど、と

てもスムーズに行えている印象でした。OP室の中も若いドクターがOP介助はもちろん、外回りも淡々とこなし、何より

OP技術を目を皿のようにして見ていたのがとても印象に残っています。 

 今回OP最後の方でOP前から少し不安を訴えていた患者さんがOP途中で「もういい、帰る。やめて！」とさわぎ出し、

Dr.や通訳のティエムさんなど皆でなだめたりするアクシデントもありました。そういう意味でも次回は通訳のティエムさんに

お願いして、もう少しOP前の患者さんとも話をしてゆきたいと思いました。 

 服部先生を中心とした「チームAPBA」で微力ですがこれからも活動を続けていけたらと思っています。まさに服部先生

「継続は力なり！」ですね。出発前まで、先生にもお会いしたことがなく、ベトナムも初めて、まして一人ということで不安

一杯だった私に声をかけ、はげまして頂いた事務局の宮北さんにも心から感謝してます。 

 最後になりましたが、今回現地で合流した山下先生には日本語でしかも女性で眼科の内容を色々教えて頂き、また

明るくチャーミングなお人柄でとても楽しい時間をすごすことが出来ました。これもまた「服部先生」という方を通じての縁

ですよね。ありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。 

期間2012年5月 場所：クアンニン省 ティンイエン総合病院 
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ハノイのフォークオン 

 普段はホーチミン市で働いているが、先日久しぶりに ハ

ノイ出張の機会があった。約３年ぶり、情報誌の編集の仕

事を始めてから初のハノイである。以前は日本人のお客さ

んに同行することが多かったが、今回は主に事務所のローカ

ルスタッフと行動。最終日の夜に連れて行ってもらったのが、

「フォークオン」のお店である。 

 「フォークオン」とは、日本でも有名なベトナム麺「フォー」の

生麺を、細く麺状に切り分ける前のもの（クレープ状態、と

でも言えば良いのだろうか）で、牛肉や香草を巻いた料理。

15年半の当地滞在で、ベトナム料理はほぼ食べ尽くした感

があったが、この料理、実は今回が初挑戦であった。 

                                                     

手でつまみ上げ、つけダレに軽く浸して口に運ぶ。ぷるっぷる

のクレープ状のフォーの生麺のあっさり感と、しっかり味を付

けて炒めてある牛肉、そして香草の爽やかさ！ンマー！！ 

久々の感動である。しかもこれ、ビールに実に良く合う。一

般的にベトナム料理はビールが進むが、この料理も私の

ビールの共リストに即登録。                  

しかし、ホーチミンでこの料理を見かけた記憶がない。    

あることはあるらしいが、果たして美味しいのか？ ホーチミ

ン事務所のスタッフに聞いてみたが、彼女達も食べたことが

ないと言う。 ハノイは夏は強烈に暑く冬は寒い。ホーチミン

の常夏気候に慣れた身には少々つらいこともあるが、今回

のフォークオンとの出会いで、ハノイ出張の楽しみがまた一つ

増えた。                                    

V I E T N A M  NOW! 

ベトナム情報誌ビナBOO編集部 青木綾子 


