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■医師や看護師などの医療研修
2004年1月〜 2010年4月 総額1,705万5千円
・医師12名（内2名は2回実施）
研修先：名古屋大学医学部付属病院／愛知医科大学付
属病院／名古屋市立大学病院／藤田保健衛生大学病
院／あいち小児保健医療総合センター
・看護師2名
研修先：あいち小児保健医療総合センター
・放射線技師2名
研修先：国家公務員共済組合連合会名城病院／東芝メ
ディカルシステムズなど
■医薬品や医療機器の支援
2003年 8病院に抗がん剤・一般薬など470万円
2004年 4病院に抗生剤・外科薬・抗がん剤など370万円
中古医療機器48,453点
2005年 6病院に抗生剤・一般薬・医療機器など471万円
中古医療機器16,761点
2006年 2病院にレントゲンフィルム・病院設備130万円
2007年 2病院に医療物資・図書・生検針など85万5千円
2008年 1病院に医療物資・図書・生検針など42万8千円
2009年 3病院に医薬品・生検針・医療機器など160万円
■アッバース君の白血病治療
2004年1月〜 10月 招聘・治療費・滞在費1,482万8千円

〒466-0015 名古屋市昭和区御器所通 3-18 エスティプラザ御器所 4A（小野万里子法律事務所）
TEL：052-852-1336 FAX：052-858-3851
http://www.iraq-c.gr.jp

「名古屋大学とバスラ医科大学の技術交流を」 「希望の瞳」を見届けるまで〜2003 年から7 年、イラクにて〜
アサード医師 5年ぶり来日、名大医学部小児科学教室 100 周年でスピーチ

スピーチをするアサード医師

名古屋大学医学部小児科

■アサード医師のスピーチ抜粋■

学 教 室 開 講 100 周 年 記

名古屋大学で研修を受けたことを光栄に思います。

念式典に、イラク・バスラ

名古屋での 13 ヶ月間はとても充実した日々でし

のアサード・カラフ医師

た。日本を離れてから、たくさんの外国を訪れまし

がゲストスピーカーとし

たが名古屋は自分にとって一番の町です。また、私

て 招 か れ ま し た。ア サ ー

がイラクへ帰国した後も、たくさんのイラク人医師

ド医師はイラク戦争後最

が名古屋で研修する機会を得られたことに感謝申
し上げます。

名古屋としても最初の研修医師受け入れでした。ア

乳児の死亡率は改善傾向にあるものの、相変わらず

サード医師は、2004 年 1 月から 2005 年 1 月まで

高い数値になっています。バスラにおけるがんの発

名古屋大学医学部小児科で主に小児がんや小児白血

生率は人口 10 万人につき 107 人。小児がんにお

病の治療、それに伴い当時イラクでは行うことがで

ける血液がんの発生率は 55％以上。がんの治療に

きなかった骨髄移植について学びました。

関する課題は、化学治療・放射線治療の確立、骨髄

開講以来、数多くの外国人研修生を受け入れている

移植の開始です。

名古屋大学医学部小児科において、その外国人研修

祖国イラクの復興のために、日本とイラクの間でさ

生の代表として記念式典にアサード医師が招かれた

まざまな交流がもたれること、名古屋大学とバスラ

ことは、彼の研修を受け入れた私たちにとっても大

医科大学の技術交流が促進されることを願います。

きな喜びでした。

それが両国の人びとの関係を強化する架け橋とな

式典のスピーチでアサード医師は、名古屋大学の小

り、医療の調査研究にも大いに役立つと考えていま

島教授をはじめ医療スタッフ、名古屋のみなさんと

す。

状について報告しました。
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代表 小野万里子

初の研修生として来日。セイブ・イラクチルドレン・

再会できたことに感謝し、イラクにおける医療の現

セイブ・イラクチルドレン・名古屋

バスラ教育病院血液内科
医師 アサード・カラフ

2003 年のイラク戦争

2009 年 5 月、イラク・バスラで行われた「国

直前から活動を始め、8

際がん会議」へ招待されました。

年目に入りました。

7 年間の支援の結果は現地で立派に実を結ん

この間のみなさまのご

でいました。名古屋・愛知で研修した医師たち

協力に心からの感謝を

は、みな国際会議の中心メンバーとして働いて

申し上げます。

いましたし、日本で研修した医師たちは「ジャ

7 年前のイラクの病院

パン組」としてみな親しく交流し助け合って、

での情景を思い起こし

頼りにされているとのことでした。それだけで

ます。

なく、日本や日本人、日本文化をイラクの人々

そこには、がんセンターのジャワド・アルアリ

に伝えてくれてもいました。

は、
「希望の瞳」
に変わりつつあります。
医師ら医療に携わる方々の悲しい瞳がありま 「悲しい瞳」
した。
「イラクの人たちは（湾岸戦争で使われ 「希望の瞳」を見届けるまで、もう少しがんばり
た）劣化ウラン弾で今も死んでいっているので

たいと思います。引き続きのご支援をよろしく

す」
「命を助けたいと思っても、私たちは国際社

お願いいたします。

会から医療設備も奪われてしまっているので
（国連の経済制裁のこと）、助けることすらでき
ません」と。非人道兵器の投下と、医療を受ける
権利の侵害と。声高な抗議でない分、かえって
その悲しい瞳が脳裏に焼き付いて離れなくな

Photo

りました。日本人であることが切ない、と痛切
に実感した瞬間でした。
あれから 7 年。
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「イラクで引き起こされていることを、とりわけ
若い世代に伝える」との考えで、講演活動等に
も力を入れています。学校の授業や文化企画に
招かれる機会も多く、これまでのべ 80校以上、
総人数にして1万人以上の学生さんの前で話し
てきました。反応は上々です。

イラク支援に貢献できた喜び
吉田実可さん

昨年度からセイブ・イラクチ
ルドレン・名古屋に参加して
います。イラク人医師が講演
をされた際に通訳を担当し、
今まで学んできた語学力が初
めてイラク支援のために役立ち貢献できたこ
とを本当に嬉しく思いました。
そして SIC-N に関わらなければ決して出会うこ
とのなかったイラク人医師と想いを共有し絆
を結んだことにより、遠い国にでも自分が働き
かければできることはたくさんあるのだと感
じました。この１年で感じた想いを忘れず、今
年度も活動に携わっていきます。

2009 年 5 月 バスラ子ども病院にて
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日本の医療技術と
システムがイラクで
芽吹き始めています
2009 年 11 月、バスラ教育病院のハッサン・ジャシム医師（脳外
科）が藤田保健衛生大学病院で、2010 年 2 月には 2 度目の来日
研修となるバスラゼネラル病院のイブラヒム・オダー医師（小児
科）とアドナン・カシジョリー医師（泌尿器）が愛知医科大学付属
病院で研修を受けました。
セイブ・イラクチルドレン・名古屋では、医師らの医療研修が大
2 度目の来日研修となったアドナン医師（前列中央）とイブラヒム医師（前列左）愛知医大にて

きな成果を生んでおり、このとりくみを重視して進めています。

誰でもできるボランティアご一緒に

2009 年 2 月、あいち小児保健医療総合センターで約 1 ヶ月の研

服部

自分が SIC-N にボランティア
として関わって 1 年、日頃イラ
ク関連のニュースを観て頭で
は理解できていると思ってい
たことと、来日したイラク人
医師達を通じて知った現地の状況とは随分差
があることに気づきました。医師達の言葉には
意味の深さと責任の重さを感じました。
「医療支援」というと専門的で難しい印象があ
るかもしれませんが、それをボランティアで支
える活動は誰でも気軽に参加できる一般的な
ことですので、一人でも多くの人に仲間になっ
てもらいたいです。
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修を終えたバスラゼネラル病院の看護師、アミーラさんとマハ

健さん

ムードさんは、帰国後日本で撮ったビデオや写真を使って院内研
修会を開いています。研修会には看護師のみならず医師や他の医
療スタッフも参加し、病院全体の能力向上に役立っているとのこ
とです。バスラゼネラル病院
ハッサン・ジャシム医師

3 人のイラク人医師が研修で
お世話になりました
藤田保健衛生大学医学部脳神経外科 教授
世界脳神経外科連盟 教育委員会 委員長
加藤庸子

イラクを中心とした中近東地域
への支援に力を

イラク人脳神経外科医の研修生受入に関しては、当科としても現
地からの直接の要望により以前より何度か試みてはみたものの、
なかなか国の情勢や航空費等の金銭的な面から留学を断念した経
緯がありました。しかし、この度セイブ・イラクチルドレンを通し
てその夢がようやく叶いました。
ハッサン先生は、手術の見学にとても興味をお持ちで、クリッピン
グ手術をはじめ連日行なわれる全ての手術見学をされました。
懇親会を通して、長期の戦争による負傷者や銃弾による頭部外傷
の症例など大変貴重なお話を伺いました。

では既に 4 名の医師が日本で

まだまだ手術器具などの最新機材の入手は困難とのことより、学

医療技術を学んでいます。こ

術的、技術的支援が必要であると考え、私が委員長を務める世界脳

こに日本の医療システムを理

神経外科連盟

解する看護師が加わったこと

教育委員会（World Federation of Neurosurgical

Society Education and Training Committee）の 活 動 の 一 環 と

で、現場の改善が劇的に加速

しても今後イラクを中心とした中近東の地域への支援に力をいれ

しています。
日本で学んだ技術やシステムをイラクの病院で
伝えるアミーラさん

ていきたく考えております。
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愛知医科大学小児科学講座 准教授
馬場礼三

強い使命感を持って学んでいた
イラクのドクターたち

当学では、2010 年 2 月に約１ヶ月間、イブラヒム先生（小児科）とアドナ
ン先生（泌尿器科）の研修を行いました。イブラヒム先生を二村教授と私
が、アドナン先生を本多教授が各々担当しました。
イブラヒム先生は、主として新生児医療を中心に学ばれました。03 年のア
メリカ軍の侵攻によって医療システムその他の社会システムが徹底的に
破壊され、新生児死亡率や乳児死亡率が著しく上がったとのことで、これ
を何とか食い止めなければ、という強い使命感を持って学んでいたように
思います。
彼の研修態度は「熱心」の一言につきました。先端設備への関心が高いのは
もちろん、看護師の役割の重要性も理解され、医師スタッフや看護スタッ
フに対していつもたくさんの質問をし、メモをとっていました。
あと、驚いたのは小児医療全般についての知識量の豊富さです。教科書的
な基礎知識の豊富さでは日本の医師もかなわないくらいだと舌を巻きま
した。これらの豊富な基礎知識に、専門的な研修を積み上げ、是非ともイラ
クの医療の復興を実現してほしいと願っています。
彼はまた、スタッフにたいへんフレンドリーに接し、ジョーク連発、下ネタ
対応可という具合で、みんな楽しく過ごさせてもらいました。イラクのイ
メージが変わったというスタッフも多かったようです。
イブラヒム先生のイラクでの活躍を祈っています。
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日本の皆さんにもっとイラクを身近に感じて欲しい
イブラヒム医師とアドナン医師からのメッセージ

下水が整備されていないため、雨が降ると街のあちこちに汚水が溢れ出す

■医師が不足し、小児医療は
特に深刻

足しています。イラクの医療、特に小児医療

問題が深刻です。
（上流に位置するトルコと

さんの支援や投資で私達を助けてください。

の現場は未だ多くの助けを必要としていま

イランのダム建設の影響で）チグリス・ユー

SIC-N の支援を受けてのあいち小児センタ

す。

フラテス川の水量が激減して水が塩化し（海

ーや愛知医大での研修、皆さんからの医療機

■貧困の拡大と水不足が深刻に

水が逆流）、生活にも使えないほど水質が悪

器の支援には本当に助けられています。イラ

インフラ、上下水道、学校、医療などの公共サ

化してしまい、輸入した水を闇市で買わねば

クの子ども達のためにも、日本とイラクの持

ービスが機能せず、大変な毎日を送っていま

なりません。イラクの夏は長く厳しく、今後

続的な協力関係を築き、教師や医師、特に看

す。特に電力状況は最悪です。電力が供給さ

さらに大量の水が必要となるでしょう。この

護師の研修を通じて日本の経験や技術を学

れるのは一日わずか数時間。そのため進行中

ように公共サービスの不十分から、私立病院

ぶ機会を頂けると大変助かります。

の再建計画は思うように進まず、復興にはま

や私立の学校で高いお金を払わねばならず、 皆さんのこれまでの温かいご支援に心から

だまだ時間とお金がかかるでしょう。下水が

貧しい人は飲み水すら手に入らないような

御礼を申し上げます。イラクの復興により多

整備されていないため、雨が降れば道に汚水

状況になってしまいました。

くの方に関心を持って頂けると嬉しいです。

■イラクに平和を、日本と
イラクの持続的な協力関係を

また、日本の皆さんにもっとイラク人を身近

日本は平和な国です。武器や暴力にはもうう

の皆様の厚いご支援にお礼申し上げます。あ
りがとうございます。

イラク戦争以降悲惨な状態が続いています。 が溢れ出してしまいます。また、失業率が高
インフラは破壊され、小児死亡率は非常に高

く貧困に喘ぐ人達もいます。戦争の影響で

くなっています。それでも多くの病院やヘル （外資の撤退や国内企業の倒産）大卒の学生
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2010 年2 月、バスラゼネラル病院のイブラヒム医師とアドナン医師
（2008 年1 月から3 ヶ月間、あいち小児保健医療総合センターで研修）が再来日し、
愛知医科大学付属病院で1 ヶ月間の研修をおこないました。
お二人は帰国に際のイラクの現状と今後の支援を訴えるメッセージを残していきました。

スセンターが再建され、がんセンターなども

の受け皿がありません。

んざりです。武器を持った人にはイラクに来

開院に向けて計画が進められています。誰も

首都バグダッドや北部のモスルに比べれば、

て欲しくない。私達は、武器ではなく日本が

が抗争や対立のない平和を待ち望んでいま

南部の治安は過去２年でかなり良くなりま

もつ平和が欲しいんです。暴力や敵意のな

す。平和であれば私達医師は人々の命を救う

した。けれども、ニュースで見聞きされてい

い、平和を築かねばなりません。平和は最低

ことができますから。

る通り未だに爆破や殺人が起こっており、

限の生活なしには定着しません。本来イラク

しかし、機器や（亡命や暗殺で）医師の数が不

100％安全とは言えません。最近では特に水

は資源豊富な豊かな国です。平和を愛する皆

に感じて欲しいです。今一度、親愛なる日本

バスラゼネラル病院小児科
医師 イブラヒム・オダー
バスラゼネラル病院泌尿器科
医師 アドナン・カシジョリー
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建設中の子ども病院

活動を通じて学んだ「平和」
岡田卓也さん
SIC-N の活動に参加する前ま
ではイラク戦争が同じ世界で
起こっている物だとは考えて
いなかった気がします。しか
しイラクの方々と喋ったり一
緒に食事しているうちにイラクが身近な国に感
じることができ、イラク戦争を自分と関係のな
いものではないと感じるようになりました。
そして現在の戦争以外の世界にある様々な問題
も同様に自分とは無関係ではないと考えるよう
になりました。SIC-N での活動を通じて「平和」
の大切さを学ぶ事はもちろん、社会に対する見
方がとても広がりました。
（中央大学法学部１年）
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イラクの子どもたちに笑顔を ! 支援を続ける仲間たち
8回目を迎える平和を願ういのちの音楽会
2010年5月、8年連続8回目を迎える
豊橋「平和を願ういのちの音楽会」は平
和を願う人びとがジャンルもプロとア
マチュアの垣根も越えて開く音楽会で
す。私たちの活動を理解し、音楽を通し
てイラク支援を続けています。音楽会
は会場を満員にしてその「収益金をイ
ラクの子どもたちの医療のために使っ
てください」と私たちに託してくださ
います。第１回の音楽会に小学生で合唱デビューした子どもたちはもう大学生で
す。イラクの子どもたちも同じように成長しているはずです。
あれから8年、世間のイラクへの関心が薄れていく中でも今年は新しい仲間がで
き、新城でも音楽会が開かれることになりました。イラクの子どもたちのことを忘
れることなく、毎年音楽会を続けてくださっている東三河の皆さまに改めて感謝
申し上げる次第です。

ひ と り ひ と り に
出 来 る こ と

高遠菜穂子さんが医師の
来日研修にも着手
イラク戦争で被害の大きかっ
たアンバール州ラマディと
ファルージャを中心に支援を
続けている高遠菜穂子さん
が、ラマディの若手医師夫妻
（アンワールさんとシェイマ
さん）の来日研修をコーディ
ネ ー ト し ま し た。夫 妻 は 約
3 ヶ月間、川崎市の川崎協同病院で研修を受け、夫妻と一緒に
来日したハムーディくんとアブーディくんの兄弟は病院内の
保育所に通いました。アンバール州では医師や医療スタッフが
不足していす。また、先天性異常やがんの子どもたちも増えて
います。高遠さんは物資や仕事の支援に加え、医師の来日研修
も継続していきたいと話しています。

私たち市民の小さな力でも、できることはたくさんあります。
あなたのまわりでも、こんな支援ができます。

●イラクへの医療品等のための募金
●イラクの現状を伝える写真展、講演会、学習会等の企画（写真
パネル・映像資料を貸し出します。講師派遣します）
●研修するイラク人医師らの日常サポート（英語が話せなくて
も大丈夫です）
●このニュースレターの紹介
●「セイブ・イラクチルドレン・名古屋」の事務の補助や通訳、翻
訳など
●ドキュメンタリー DVD「アッパース君が6歳で死んだ理由」
（田
保寿一作品）
の上映（無料で貸し出します）

詳しくは事務局までお問い合わせください

電話052-852-1336

FAX052-858-3851

●マンスリー募金にご協力ください●
毎月ご指定の金額を、ゆうちょ銀行の口座から自動で引き
落とします。（一口 500 円より）
これからもイラクの子どもたちに必要な支援を続けていく
ために、ぜひ安定した財政へのご支援をお願いいたします。
※引き落とし手数料は一回につき 50 円です

支援金送付口座のご案内
ゆうちょ銀行 振込口座番号 店番 089 当座 0059026
ゆうちょ銀行 振替口座 00870−2−59026
口座名義「セイブ・ザ・イラクチルドレン・名古屋」
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