
カロンゴ日記 ～看護職編～ 

 

大阪赤十字病院の中出先生が度々書いてこられたカロンゴ日記を、「看護職編」と題してお送りしたい

と思います。 

 

日赤は、医療支援のためアンボロソリ記念病院に外科医を継続的に送ってきていましたが、2014 年 2

月から医療サービスの向上のため、看護職が 2 年間、薬剤師が 1 年間の予定で継続的に派遣されること

になりました。私にとっては、2013 年 10 月にアンボロソリ記念病院に調査に来たことを含めると、2

度目になります。今回は、2014 年 2 月から 6 月末までの約 4 か月半の派遣になります。その間に何度日

記を書けるかわかりませんが、少しでも現地の事情が活き活きと皆様に伝えることができればいいなあ

と思っています。 

今回は、軽くカロンゴ生活編をお送りしたいと思います。 

 

「夜中にぶ～ん、ぶ～ん、そしてぱりぱり」 

ウガンダは、只今乾季の真っ最中です。カロンゴに来てからもう 2 週間以上がたちますが、その間に

まともに雨が降ったのは 1 日だけなので、本当に乾燥しています。日差しもかなり厳しく、日焼け止め

が当然欠かせません。仕事の内容としては病院の中がほとんどなのですが、日本と異なり病棟ごとに建

物が別棟になっているので、病棟から病棟へ移動するときには強い日差しにさらされるというわけです。

湿度が低いので、日陰に入るとぐっと涼しくなるところも日本とは全く異なります。夜も暑くて寝苦し

い晩もありますが、クーラーがなくても何とか寝ることはできます。マラリアの流行地なので、蚊帳（日

本で使用している人は、本当にごく一握りだと思います）の中で寝ています。しょっちゅう停電するの

ですが、停電すると静けさがかなり違うので、途端に蚊の音が「ぶ～ん、ぶ～ん」と聞こえ始めます。「ぎ

ゃっ、蚊帳の中に蚊が～」と思いきや、違うのです。蚊帳の外の蚊が「入れてくれ～。蚊帳の中にいれ

てくれ～」という音なのです。しばらく蚊の音に悩まされつつ、いつの間にか眠っている。そして、次

の日の朝起きると、唇が乾燥してぱりっぱりっのぱきぱきです。さすがアフリカの乾季、夜中に唇を干

からびさせることができるとは、只者ではありませんねえ。 

 

 

「雨？」 

乾季と言えば、もう一つ。2 度目の雨が降りました。ちょうど昼間に、スタッフと「今年の雨季はいつ



来るの？」という話をしていたら、「今日、降るよ」と言います。「今日は、空模様が違う」というので

す。もちろん、カロンゴには日々の天気予報はありません。「えっ？わかるの？」というと、自分たちは

農夫だから空模様で天気は読めるというのですが、本当かなあと思っていました。しかし、ウガンダの

人はすごい。本当にその日の夕方、強い雨が降りました。 

 

「しびれる～」 

カロンゴでの入浴は水シャワーですが、乾季は水が温まっていて、日が暮れる前にシャワーを浴びる

と結構温かい水が出て、いい気持ちです。1 日の疲れを癒す憩いの時間ですね。つい先日も気持ちよくシ

ャワーを浴びていると、雨が降り始めたのです。「あら、カロンゴに来て初めての雨かあ」と思いながら、

シャワーの水を止めようとコックを持った途端、「ぎゃ~!!」、右手から右足までガツンときました。「なん

じゃ、こりゃ！？」と思った直後に「ガラガラ、ドシャーン」と落雷の音が…。「えっ、まさか感電した

ん？」そうなんです。人生初の落雷による感電でした。いや～、しばらく右肩が痛みました。これくら

いで済んだことを感謝するべきですね。後日談ですが、その時の落雷で病院中のインターコムが壊れま

した。 

 

「おいしくいただきました」 

カロンゴは内地にあり、近くに大きな湖や川がありません。4 時間くらいのところに白ナイルが流れて

います。そのため、お魚はほとんど手に入りません。市場では乾燥させた魚が売られていますが、生の

魚はありません。 

ところが、今回、手術室の助手の人がわざわざ家まで来て、大きな米袋のようなものを持って売りに

来てくれました。「やった～、魚だ」と喜んで袋の中を覗き込んだら、「でかっ！！」、自分が想像してい

たものとはかけ離れた大きさのものが入っていました。それも 2 匹。でっかいナマズです。売っている

本人も、「見事だろう？」と非常に自慢げです。お値段は大きさによって違うのですが、私たちは 1 匹

25,000 ウガンダシリング、負けてもらって 22,000 ウガンダシリングのものを買いました。1 週間の食費

が 1 人 5 万シリングもあれば十分足りるので、1 回に買うにしては、かなりお高い買い物です。 

早速、調理してもらうことにしました。最初は包丁で魚をさばくところを見ていたのですが、飽きた

のでリビングで仕事を始めました。すると「ドカッ、ドカッ、ドカッ」と、とてもではないが魚をさば

いているとは思えない音が響いてきました。同居人と何が起こっているのか、見に行くと、さすがウガ

ンダ人はワイルドです。スギちゃんの「ワイルドだぜえ～」（ずいぶん、古くなりましたが、この言葉が

ぴったり）を遥かにしのぐ光景が展開されていました。料理を担当してくれているスーザンさんが斧を

振り上げて、魚を叩き切っていました。そのあと、私たちはフライや煮物にして大物のナマズをおいし

くいただきました。 

 

 



カロンゴ日記 ～看護職編 第 2弾～ 

 

皆様、お久しぶりでございます。カロンゴ日記をお送りしたいと思います。 

 

「ピ ぺ、マッチ ぺ」 

カロンゴでは、電気は日本のように 24 時間常に供給されているわけではありません。電気は、現地の

言葉で「マッチ」と言います。「ぺ」は「ない」という意味のアチョリ語です。マッチはアチョリ語で「ウ

メメ」と呼ばれる供給電力と、病院内の発電機からの電気の 2 種類があります。ウメメは、非常に気ま

ぐれに停電します。夜中じゅう点いていることもあれば、1日全く点いていないときもあります。特に雨

季は停電することが非常に多く、雷雨になるとまず電気がありません。病院内の発電機は、使用する時

間が決まっています。平日は朝 9:30-12:00、2:00-4:00、そして 6:30-9:00 の間だけです。土日は夜の発

電機しか回っていないことも多く、「マッチ ぺ」の状態が長く続くと、パソコンの充電すらできません。

「マッチ ペ～。バッテリー ペ～。」とぼやいています。夜も 9時ぴったりに「マッチ ぺ～」の状態

となると、それからはヘッドライトの明かりで仕事をしようとするのですが、私にはなかなかできませ

ん。暗闇が眠気を誘い、「マッチ ぺ」の状態＝就寝状態になってしまいます。なかなか書類仕事が進ま

ないのは、このためなのです。決してサボっているわけではなく、悪いのは「マッチ ぺ」だからなん

です、中出先生！ 

その他、生活に欠かせないのは水です。カロンゴ病院や宿舎では、井戸水を使用していますが、パイ

プがひかれており、普通に蛇口をひねれば水が出るというありがたい生活を送っています。もちろん、

日本のように蛇口の水をそのまま飲料水に使用することはできません。しかし、普段水がなくなるとい

うことは全くなく、前回のウガンダ視察の時も、今回も比較的不自由なく生活していましたので、油断

しました。突然、水が出なくなりました。「ピ（水） ぺ～」なので、食事などの世話をしてくれている

クリスティーンさんが水を溜めておいてくれましたが、いかんせんジェリ缶（水を溜めるプラスチック

容器）も 1個しかありません。バケツにも汲んでおいてくれましたが、トイレも風呂もすべてですから、

水が足りません。外の水道も全く出ません。でも、1日病院で働いていますから、どうしても体は洗いた

い！！バケツ１杯でも頭と体の汚れを落とすくらいは十分ですが、しっかり洗おうと思うとバケツ 2 杯

分だということが、今回の経験から分かりました。翌日は外の水道の水は出るようになりましたので、

夜に水汲みです。「ピ ティエ～（ある）」の生活は本当に幸せですねえ。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
ジェリ缶 タッパも洗面器代わりに活躍しました ピ ティエ～ 



「2 度あることは 3 度ある」 

前回、シャワーの時の落雷の話を書きましたが、今回もまたもやシャワー室での話です。いつものよ

うにシャワーを浴びて出ようと思ったら、「あ、開かない…」。そうです、シャワー室のドアが壊れて、

ドアノブをいくら回しても、ウンともスンとも言いません。幸いにも同居している薬剤師の原田さんが

いましたので、「ドアが開かない～」と叫んでいると助けに来てくれました。しかし、外からも全くドア

が開く気配がありません。「池田さん、ドアから下がってくださいね」と原田さん、ついに強硬手段です。

「ドカッ、ドカッ、バーン」とドアを蹴飛ばし、助けてくれた原田さんの凛々しかったこと。本当にあ

りがとうございました。 

翌日、修理を依頼しましたが、一向に修理される気配がありません。クリスティーンさんに確認する

と、直っているというのです。いや、直っているんではなくて、ドアが馬鹿になっているだけで、なお

っとらんがな…と思いながら、まあウガンダだし、これもありかと思い 1 週間くらい、そのままにして

おきました。 

やっぱり、ダメでした。トイレに行って「さ、出よう」と思ってドアを引いても開きません。「あ…」

もしかして。そう 2 度目です。ドアノブを思いっきり引いてみましたが、「バキッ!」ドアノブが折れま

した! こういう時には、困ったときの原田さんです。「まりさ～ん…」と呼ぶと、「池田さん、もしかし

て戸が開かないですか？あ…って声がしたので、もしかしてと思って」と、すでにスタンバイしてくれ

ているではありませんか。しかし、今回はドアを蹴ってもらっても全く開きません。「マリオ（隣に住ん

でいる建築家の男の人）に手伝ってもらいます。」と助けを呼びに行ってくれました。しかし、連れて来

てくれたのは、1度くらいしか会ったことのないイタリア人のジャンピエロという人です。彼は全くのボ

ランティアで、4週間の予定で病院内の医療機器の点検をしてくれているのです。彼は本当にいい人です。

ジャンピエロがドアノブを分解して、無事に外に出ることができました。看護学生時代にもシャワー室

に数時間閉じ込められ、助けられたことがありますが、まさかカロンゴで、しかも 2 度も閉じ込められ

るとは思っていませんでした。人生には、2度あることは 3度あるのですねえ。ちなみに 2週間経った今

でも、シャワー室のドアは、そのままです。いつ、直るんでしょう？ 

   
ドアノブごとなくなってしまった、シャワー室の扉です 



 
 

「味付けは格別」 

ウガンダの食事は、それほどバラエティに富んだものではありません。特に乾季の間は、野菜の種類

が少なく、同じものの繰り返しになります。こちらでは味付けも「ロイコ」と呼ばれる調味料を多用す

るので、どれも同じような味がします。乾季の間は、緑の葉っぱのロイコ炒め煮のようなものがよく出

ていました。その日はクリスティーンさんが、「今日は卵と一緒にしてみた。」と出してくれました。お

お、見た目はとてもおいしそうです。一口食べてみると、「ん？」でも、期待を込めて見ているクリステ

ィーンさんに不味いと言えず、「おいしいよ」というと、うれしそうです。もう一口…。やっぱりジャリ

ジャリしてる。卵の殻が入ったのかな？でも、それにしてもジャリジャリ言い過ぎる。原田さんを見て

みると、噛むたびにジャリジャリと音がしてます。いつも、みどりの葉っぱの時には、かなりの確率で

砂が入っているので、ジャリっとすることはあるのですが、今回はどこをとっても、ジャリジャリです。 

原田さんが「クリスティーン、なんだか今日のはすごくジャリジャリするんだけど…」と聞くと、「あ

あ、たぶん砂よ」とあっさり言うので、「洗ったよねえ？」と聞くと、「ううん、今日は全然洗ってない」

と普通に答えられてしまいました。原田さんも私も、まさか全く洗っていないとは思わなかったので絶

句です。おそらくその日の葉っぱ炒めは、砂以外にも特別なものがいっぱいついていたことでしょう。

今回のミッション後は、必ず虫卵検査を受けようと思っています。 

 

「ジャンプ、ジャ～ンプ！！！」 

＊食事中の方は、食事が終わってからお読みください。 

 

ウガンダでは、熱帯性潰瘍の患者さんが多く見られます。その日も、85 歳の高齢の男性が入院してき

この人が助けてくれた、

ジェンピエロさん 
マリオ 

外科医の

松田先生

ウガンダ 

小児科医 

ジャッキー 

救助してくれた原田

さんは写真に写って

いませんが、姿は想像

にお任せします。 



ました。家で対処していたのですが治らないので、病院に来たのです。足には布切れが巻いてあります。

当然、外科ですから傷を見ないことには始まりません。巻きつけてある布を外すと、傷一面の蛆
うじ

が布を

めくると同時にジャンプ。「……っ!!!」言葉も発することができないまま、私もジャーンプ。あっとい

う間に、扉の所まで逃げて行っておりました。周囲にいた外科医の松田先生や薬剤師の原田さん、スタ

ッフ、それに同室の患者さんたちは何が起こったのかキョトン。後から、「いや～、のりこの逃げっぷり

はすごかったよねえ」と言われてしまいました。だって全く予測していなかったものですから。 

1 匹 1 匹拾ってみると（拾ったのは私です）、30 匹以上のコロコロと太った蛆がおじいさんの傷にいま

した。写真も撮りましたが、一番リアルな、傷一面にたかったジャンプする蛆は、残念ながら私の眼の

奥にしか焼き付いておらず、誰にも見せることができないのが本当に残念です。飛び出す３Ｄ映像なの

に…。 

 

みんなが見たのは、すでに蛆が落ちた

傷。おじいさんの足元に、転がってい

るのが蛆です。足をよけるとそこにも

いっぱいいました。 



カロンゴ日記 ～看護職編 第 3弾～ 

 

皆様、お久しぶりでございます。カロンゴ日記をお送りしたいと思います。これまで、日常生活のこ

とに集中していたので、このへんで仕事の話もしたいと思います。と言いつつ、もうミッション終了ま

でカウントダウンになっています。 

 

「期限は無限」 

カロンゴのアンボロソリ病院は、日本の病院のように滅菌物がすべて密封パッケージに入っていると

いうことはありません。ガーゼや医療器具をケッテルに入れて、高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌をしています。

ところが、その方法と管理が大問題です。日本では、乾熱滅菌法は現在では全く使用されていません。

滅菌に時間がかかることと、高圧滅菌法の方が、滅菌効果が高いためです。乾熱滅菌は、最低 160℃で 3

時間かかります。ところがアンボロソリ病院では、100℃で最長 30 分しかしていません。いったい誰が

その手順を決めたのか、滅菌器にはさも正しいように滅菌時間を書いたものが貼られています。当然の

ことながら、滅菌されているような気持ちになっているだけで、実は全く滅菌されていない状態です。

高圧蒸気滅菌器も二つありますが、一つは 2 年前から故障した状態のままで、もう一つはかなり古いタ

イプの高圧蒸気滅菌器です。先日、2年ぶりに高圧蒸気滅菌器が修繕され、喜んでいたのもつかの間です。

またもや故障してしまい、修理を待っている状況です。しかも、たまたま滅菌室でどのような状態にな

っているのか確認しに行ったところ、「2 週間前から壊れている」と言うではないですか。ウガンダ人の

忍耐は無限なのか？いや、2 年間故障したままのことを思えば、2 週間なんて短いものかもしれません。 

滅菌状態が不明の滅菌物ですが、病院内では当然滅菌物として取り扱っています。しかし、滅菌され

ているかどうかを確認するインディケーターは、全く貼られていません。さらに、滅菌日が記されてい

ません。今回の活動に際して病院の滅菌物をほとんどすべて調査しましたが、滅菌日とインディケータ

ーがついているものは、なんと 0%でした。看護師たちに聞いても、いつ滅菌したのか知っている人は誰

もいません。しかも鉗子（これを使用したことのある看護職も少なくなりました。）は全く滅菌されない

ままいったい何か月間！！使用しているのかわかりません。ケッテルなどの使用期限は 5 日間（国際赤

十字委員会の滅菌ガイドライン）です。滅菌物を開封したものは言わずもがなでしょう。しかし、アン

ボロソリ病院では一度滅菌したものの期限は無限なのか…と。これらの状態を改善していくことも、今

回の私たちの仕事の一つです。緊急でインディケーターを請求してもらい（病院には在庫がありません

でした）、滅菌日を記載して、それぞれの滅菌物の期限を表示するように変更しましたが、100%になるに

はまだ時間がかかりそうです。もちろん、高圧滅菌器の修理もまだまだ時間がかかりそうです。 

 

「バイタルサインはバイタル（必須）？」 

看護学生になって最初に学習するものの一つに、バイタルサインの測定があります。体温、呼吸、脈

拍、血圧測定のことです。日本でもバイタルサインは非常に重要な観察項目ですが、開発途上国ではそ

の重要さはさらに増します。その理由は、日本のように血液検査がすぐにできるというわけではないか

らです。白血球やＣＲＰ（炎症反応をみる検査）が上昇しており、感染していると判断することが容易

ではないため、必然的に熱が出ているか、頻脈なのかなどバイタルサインによって患者の状態を把握し

ていくことが多いからです。 



しかし、そのバイタルサインが測定されていないことが度々あります。実際に調べてみると、なんと

私が今集中的に担当している外科病棟が、最も測定されていない割合が高かったのです。現地の看護師

は口をそろえて「バイタルサインは 1日 2回測ることになっている」というのですが、1日 1回測定して

いる割合を調べると、なんと 50%以下。なんちゅうことや…。検温表がいっぱいになっても、新しい検温

表を作らないので、2 月 15 日の次は 21 日から始まるなんてこともざらにありました。「熱は？」と現地

の看護師に聞くと、付添いの家族に「熱は？」と聞いています。つまり体熱感があるかどうかを確認し

たわけです。「なんで家族に聞くの～？」と心の中で叫びつつ、私自身が測定したり、「測って」と看護

師に繰り返し言うことになります。最近では、「熱は？」と聞くと、私の胸ポケットから体温計（派遣要

員の健康管理用に渡された携行品です）を取って測るようになってきましたが。それもどうかと思いな

がら、測定するようになっただけ改善です。 

それでも、なかなかバイタルサインは測定されないままです。外科病棟ですから、当然手術があるわ

けです。術後のバイタルサイン測定率は 0%！！！です。私自身がそばにいるときには測定するように言

いますが、それ以外は現在も測定されない状態のままです。昨年アセスメントに来た時に、蛇にかまれ

た人が運ばれてきました。見るからに状態が悪そうですが、誰一人としてバイタルサインを測ろうとし

ません。バイタルサインを測ったほうがいいと看護師に言うと、「血清を打ったから大丈夫」と全く測定

する気配なしです。「血清を打っても死ぬ人は死ぬがな」と、血圧測定してみると 70 代しかない。状態

が悪い人のバイタルサイン測定も行わないのですから、一見安定して見える人の測定は行わないわけで

す。バイタルサインの測定がバイタル（必須）になるのには、非常に長い時間がかかりそうです。 

 

「伝統的治療」 

ウガンダでも、様々な民間療法が行なわれています。以前、ハイチにいた時にクイズにも出しました

が、火傷には様々なものが塗られてやってきます。ここでも全く同じことがされていたので、写真に撮

ってみました。 

 

 

 

 

火傷には歯磨き粉です。痛みが軽減す

るそうです?! 

蜂蜜もよく塗られてますが、写真では

わかりにくいので、撮影してません。



今回は仕事のことだけにしようと思っていましたが、やはり面白いことは報告せねばならないでしょ

う。というわけで、日常生活編です。 

 

「無法地帯 シロアリ編」 

 ウガンダでは、日本では信じられないようなことも起こります。 

 乾季から雨季に入った大雨の日は、夜に大量のシロアリが飛び回ります。外もそうですが、病院内

でも飛び回っています。患者さんのベッドの上にも大量にいます。当然、手術室もすごいことになって

いたそうです。もちろん、その中で手術が行われています。 

 

ＯＰ室の床がシロアリだらけ             ＯＰ室のトイレ

 

 

 

「無法地帯 ニワトリ編」 

 ニワトリはよく放し飼いにされていますが、それは宿舎でも病院内でも同様です。 

 

  入院患幼鶏 その１ 小児病室入り         入院患鶏 その２ ＯＰ室でＯＰを待つ

  

 

 

 



執刀（調理??）方法を相談中の医師たち 

  
 

 

「意外と美味」 

先ほども出てきたシロアリですが、これがウガンダ人の大好物！みんな目の色を変えて喜んで取って

います。すぐに羽が取れてしまい、体だけになります。「油で炒め、塩をかけて食べると、それはそれは

美味しいんだ！のりこも食べろ」と患者さんもスタッフも薦めてくれます。 

 

        大量に落ちた羽            コップ1杯 1000ＵＧＸ（院内購買部値段）

 

 

 

執刀医の高山日赤

沖医師 
患鶏を院内で購入し、

ＯＰ室に自ら搬送した

Ｄｒ．ポール 

・・・クゥ



 

        調味料は塩 

 

試食中 

 

見た目がグロテスクな上に、シロアリ…。非常に悩んだ挙句、やはり一度は食べてみるべきだろうと

度胸を決めて、食してみました。「あら？意外。美味しい…。」そうなんです。ウガンダ人の言うとおり、

美味しいんです。同時期にいた女性陣の伊勢日赤の東看護師、大阪日赤の雪本薬剤師すべて試食してみ

ました（トライしなかったのは沖医師のみでした。やはり女性は強いのか？）。みんな「見た目はアレや

けど、意外と美味しい」と意見は一致。味は日本の食材で言うと、サクラエビの干したもののような味。

さすがにたくさん食べようという気にはなりませんが、その晩はビールのお供にしました。皆様もウガ

ンダに来たときには珍味としておすすめいたします。 

 

それでは、この辺でカロンゴ日記 看護師編を終了いたします。楽しんでいただけましたか？ 

 

「ナショナルジオグラフィー カメレオン編」 

 

  

 

 


