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岡山市に本部を置く国際医療ボランティアＡＭＤＡ︒﹁多
様性の共存﹂ ﹁相互扶助﹂の理念のもと︑１９８４年の設立
以来︑世界各地の災害・紛争地域で緊急人道支援活動や復興
支援に取り組んできた︒民族や宗教つ文化の違いを超えて結
ばれた国際ネットワークは32支部︒アジアを中心とする外国
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熱帯性の気候で高温多湿︒人口２１︵リＯ万人︒面積は６
万５６００平方♂で北海道の８割程度の広さ︒公用語はシ
ンハラ語とタミル語︲０主要産業は農業で︑日本にも紅茶な
どを輸出している︒２００４年のインド洋犬津波では大き
な被害を受け︑ＡＭＤＡも支援活動を行った︒

ＡＭＤＡインターナショナル事務局長
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ニッティヤン・ヴィーラヴァーグさん︵47︶

がちとなっています︒私には失われた人間
の尊厳がまだ回復に至っていないように思
えます︒この尊厳の回復こそ私の願いです︒
﹁戦争は破壊︑平和は創造﹂とあらためて
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人スタッフに各国の歴史や現状︑ＡＭＤＡが果たしてきた役
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痛感しています︒
民族紛争が停戦となった２００３年から
ー約３年間︑ＡＭＤＡは医療和平プロジェク
トに乗り出しました︒すべての民族を対象

＠

割を報告してもらい︑国際貢献の在り方や世界平和への道を
考える︒八月１回掲載︶

私が生まれたズリランカには悲惨な過去
があります︒１９８３年から26年間︑民族
間の激しい戦闘があり︑犠牲者は10万人以
上愕のぼりました︒特に北部では各家庭１
人くらいの多くの死者が出ました︒
私も15歳の時︑内戦で両親を失い︑とて
も悲しく寂しい思いをしました︒しかし︑
苦しい経験が私の転機となりました︒世界

に巡回診療を行い︑学校では保健教育など

ＡＭＤＡ本部
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事務局は地理的な利便性の高さ
からマレーシア・クアラルンプー
ルに置く。本部・支部間はメール
で緊密に情報交換するほか、毎年
末にはアジア15力国・地域の支部
長会議を事務局で開催、年間の活
動方針などを確認している。

各支部は自主独立が原則で、本
部とは対等な関係。多くが任意団
体で、現地で法人登記するのはネ
パール支部のみ。６力国計８病院
に上る支部関連の病院･診療所も、
それぞれ独立採算で運営されてい
る。

め、その理念に共感して母国に発
足させたケースが目立つ。近年は
ハイチやザンビア、セルビアのよ
うに救援活動を共にした地元医師
らが支部を立ち上げることも多
く、アジアを超えた医療ネットワ
ークを構築しつつある。

各均で困っている多くの人々を助けたいと

に取り組みました︒﹁命の普遍性はイデオ
ロギーを超える﹂というＡＭＤＡの理念が
受け入れられたのです︒
私は２００３年にＡＭＤＡに加わりまし
た︒人生の大きなターニングポイントでし
た︒とてもうれしかったのを今も鮮明に覚
えています︒
ょ
﹈筝の再燃でＡＭＤＡの活動は途切れま
したが︑内戦終結後はＡＭＤＡ中学高校生
会︵事務局ふｍ一山市︶による﹁平和構築プ
ログラム活動﹂に受け継がれています︒
この取り組みは年１回︑スリランカ国内
で各民族の若者が集い︑京教と文化︑スポ
ーツなどを通じて交流するものです︒参加
者らが心を許し合い︑相互の″多様性″を
認め合う姿に大きな期待を寄せています︒
内戦では大きな犠牲を負いましたが︑紛
争前にあった民族間の偏見は若者を中心
に少しずつ消えつつあります︒新しいスリ
ランカが生まれようとしているのです︒こ
の輪が広がることを願い︑祖国のため︑世
界のために全力を往きたいと思っていま
す︒
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思ったのです︒
内戦は２００９年に終結し︑住民らは復
興に立ち上がりました︒南部にある国内銀
大の都市コロンボでは高層ビルが並び︑道
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●パキスタン
＠ベルー
●フィリピン
●サハ共和国(ロシア)
●セルビア
●シンガポール
●スリラン力
＠スーダン
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●アフガニスタン ●マレーシア
●アル八二ア
＠モンゴル
●ﾎﾞｽｺﾞｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ●ネパール
ｅバングラデシュ
＠ニュージーランド

災害･紛争時に支援
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スリランカで医療和平プロジェクトに取り組む
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ＡＭＤＡスタッフ︵有の２人︶ら＝２００３年

支部

海外32支部

路もきれいに整備されています︒
農村部ではれんが造りの家々が豊かな自
然に囲まれ︑野生のゾウを見かけることも
あります︒子どちらも元気に学校に通うな
ど内戦終結から約７年が経過し︑各地は紛
争前と同様な姿に戻りました︒
表面上は復興が進んでいますが︑特に北
部と東部には内戦による大きな爪痕が残っ

偏見超え若者ら:交流

●ボリビア
＠カンボジア
●カナダ
＠コロンビア
＠ガイアナ
●ハイチ
●ホンジュラス
●インド
●インドネシア
●カザフスタン
●韓国
.●コソボ
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ＡＭＤＡグループで海外での救
援医療活動の中核を担うＡＭＤＡ
インターナショナルは、アジアを
中心に32力国・地域の海外支部で
構成し、メンバーは現地スタッフ
ら計約500人。災害・紛争時など
はＡＭＤＡ本部の呼び掛けに応
じ、多国籍の医師や看護師らによ
る緊急医療支援チームを組織し、
現地での巡回診療や救膳所運営な
どに当たる｡▽
インドネシアやバングラデシ
ュ、インドなど草創期から活動す
る支部は、現地の医師らが日本留
学や国際会議などを機にＡＭＤＡ
グループの菅波茂代表と親交を深

ています︒建物の壁には今も銃弾の跡があ
り︑地雷がいたるところに埋設されたまま
です︒ＮＧＯが地雷撤去に努めていますが︑
あまり進んでいないのが実情です︒手足を
切断された子どもの姿を多く見かけます︒
若者は欧州やインドなどに次々と移住して
います︒
国民みんなが﹁もう紛争はしたくない﹂
と願っており︑相対立していた多数派シン
ハラ︑少数派タミルの両民族とも大切にし
ていた文化︑宗教を前面に出すことに遠慮

内戦の傷いまだ消えず
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弟丿橿倒M更司各各口」

菅波茂ＡＭＤＡグループ代表

の９市町を岡山県内の医療機関などが の４分野11事業を展開中だ︒支部には

活動︑情報収集の拠点現地と協力︑判豚尊重
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ＳＰ︶を掲げている︒

ー海外支部の報告を道して訴えたい

岡山県では２００４年に全国初の国

識が高く︑また医療・福祉先進県とし

しむ人たちの存在を知ってほしい︒私

テーマは﹁ビヨンドＡＭＤＡ﹂ ︵Ａ たもの活動は小さなつながりを大切に

ＭＤＡを超えて︶︒従来は団体への寄 して︑ここまで広がった︒海外の現状

組織の枠組みを超えたプロジェクトヘ ささやかな善意や興味が︑明日の世界

付だったが︑今後は他組織とも協力し︑を知ることで生まれる県民丁人一人の

に岡山市を本部とするＡＭＤＡを設立︒２００８年から日本医

構築▽生活向上▽教育支援▽健康支援 る︒
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の出資を募っていきたい︒現在︑平和 を切り開く原動力となると信じてい
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師会国際保健検討委員会委員︒クアラルンプール在住︒70歳︒

岡山犬大学院医学研究科修了︒岡山犬病院勤務など経て︑84年

すがなみ・しげる 福山市︵旧神辺町︶出身︒土９７７年に
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ー新たな国際人道支援事業として て弱者に寄り添う風土が息づいてい

受け入れ態勢を強化していきたい︒

層の連携を深め︑災害・紛争時の支援 際貢献条例が制定されるほど県民の意

国のＮＧＯや医療施設つ大学などとＩ

ルを海外でも実践し︑支部を拠点に各 点は︒

備に着手するものだ︒17年はこのモデ

動の反省に立ち︑初めて災害の事前準 てもらいたい︒

支援するプロジェクトを進めている︒ 緊急医療支援だけでなく︑魅力的なプ

間︑救援医療活動に従事した︒

大地震では７カ国総勢40人が３ヵ月

−多国籍医師団の存在は他のＮＧＯ

h

混乱を極めた東日本大震災での支援活 ロジェクトを構築する能力も身に付け

一︑

にはない特徴だ︒２０１２年のハイチ

ＡＭＤＡインターナショナル海外支 ないのはそのおかけだ︒
部の役割や展望などについて︑菅波茂
天機洋平︶

ＡＭＤＡグループ代表に間いた︒
◇

多くが居院勤務など仕事を抱える水

各支部から少人数ずつ派遣するのが望

辺など国際的な活動は厳しい時代を迎 ラツティアで︑無理なく活動するには

−地域間紛争の激化や感染廊のまん
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力し︑その判断を尊重する﹁ローカル 支部は積極的に手を挙げてくれる︒こ
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﹁世界平和パートナーシップ﹂ ︵ＧＰ る︒ぜひ災害や紛争などの不条理に苦

８４年のＡＭＤＡ設立以来︑アジアを ン相互扶助﹂の精神︒﹁困ったらお互

中心に人脈を広げ︑活動や情報収集の いさま﹂を国境や共同体を超えた形で

拠点づくりを進めてきた︒現地スタッ 実践する︒私たちのもう一つの基本原

ＡＭＤＡでは南海トラフ巨大地震で

−各支部の機能充実をどう図るか︒

フで構成する支部はその重要な足がか 則と言える︒
り︒これまで33年間で紛争地を含め67
力国・地域１８０件の医療支援活動を
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展開してきたが︑いまだ死者が出てい 深刻な被害が懸念される高知︑徳島県
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イニシアチブ﹂が原則︒そのため１９ うした活動を可能にするのは﹁オープ

私たちの海外活動は現地の人間と協 ましい︒幸いにも本部の要請に対し各

えている︒
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