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MSFの助産師、土岐翠と父の彰さん。活動地と日本、遠く離れていても心はいつもつながっている。

「皆さまと家族の支えがあるからこそ、
いつも全力で活動地へ向かえます！」
―― その時、父は？ 妻は？ 母は？
海外派遣スタッフ

３つの家族の物語

皆さまから寄せられるご質問の中でも、特に多いのが

「海外派遣スタッフとそのスタッフを送り出すご家族は、

いったいどういう信頼関係で結ばれているの？」
という声。
支援の志を同じくし、いつも私たちの医療援助活動を
温かなまなざしで見守ってくださる支援者さまへ、

今回は海外派遣スタッフと、その家族の物語をお届けします。

日本からのスタッフ派遣状況
22の国と地域 49人（2021年７月１日現在）
シリア 1
パレスチナ 2
リビア 1
チャド 1
シエラレオネ 1
リベリア 3
コートジボワール 3
ナイジェリア 1
中央アフリカ共和国 2
コンゴ民主共和国 1
南スーダン 5

アルメニア 2
イラク 2
イエメン 5
アフガニスタン 2

パキスタン 3
バングラデシュ 2

パプアニューギニア 1
エチオピア 6
スーダン 2
ケニア 2
ジンバブエ 1
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2008年 助産師に
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MSFへの参加を夢見る

子どもの頃

！
？

※土岐のイラクでの活動記は、ニュースレター 2020 年 6月号でご紹介しました。右のURLからお読みいただけます。 www.msf.or.jp/library/react202006

●土岐 翠︵助産師︶
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ＭＳＦ参加は 代からの夢
翠 私が国境なき医師団︵ＭＳＦ）と
出会ったのは 代の半ばです︒
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対に入 団したいと思 ったんです︒医
療者を目指したのもそのためですし︑
大学卒業後に助産師として働いた後︑

中学時代

見ていましたが︑まさかこうした道に
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い場所へは行かないよな？﹂と言われ

2021年に最初に生まれた双子の赤ちゃん。
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派遣歴２回。現地の助産師・看護師
のトレーニングを行う傍ら、現地の
人びとに家族計画なども指導。
助産師

関 聡志

派遣歴６回。交通事故・銃創などの
外傷手術をはじめ、子宮摘出・帝王
切開などの産科手術も担当。
外科医

心配をかけるのが本当に怖かった﹂
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﹁何度も話す機会はあったんです︒でも
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的︒着々と準備を進めていた感じです︒

イエメンの病院で現地スタッフと。腕の中にいるのは、
送ったイエメンでの食事中の写真。

﹁子どもの幸せを願わない親はいません︒
真っ先に〝おめでとう〟って言いたかった﹂

●海外派遣への道のり
●海外派遣への道のり
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﹁尊敬しているけど︑応援しているけど︑
行ってほしくない︒それが本音です﹂

﹁心配させないよう︑派遣中は元気でいる
ことを意識的に伝えています﹂
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家では「おちゃらけてばかり」な娘の翠と、ひそかに心配する父の彰さん。普段は多くを語り合うわけではないが、互いへの思いがあふれる。
日常生活では全くケンカをしないという2 人。
「 夫は意外におっちょこちょいな面もあるんですよ」
と妻の美華さん。
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「ちゃんと食べてるよ」
と伝えるために、心配する妻に
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父・彰さん

Family
Story
妻・美華さん

外科医・関

2009年
2014年
2016年
2017年

012 0 -9 9 9 -19 9

活動地へ行き、MSFが緊急ニーズに迅速に対応で

族が安心できるよう、
このような安全管理については出

発前研修や派遣先を決める際などにしっかりとお話を

な柱の一つとして、よりご家族のご理解を得られるよう

平日 9:00 〜18:00／
土日祝日、年末年始休業

※ご住所に変更がある場合は、上記までご連絡ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、場合によっては寄付によるお手続きや領収書の発行と
いった、事務対応に遅延が発生する可能性がございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

［訂正］『 ACT! 』6月号に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。

初めての派遣でウクライナへ

配置された責任者によって管理されています。本人や家
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MSF日本事務局に入職

きるのは、皆さまのおかげだとより強く感じました。

私たちも努めていきたいと思っています。

TEL

大学卒業後、
銀行に就職

インターナショナルスクールに勤務

●支援者の皆さまへ

スタッフや患者の安全を第一優先にしており、各現場に

寄付・ご登録情報 に関するお問い合わせ

さん

●海外派遣への道のり

させていただいています。人道援助活動を支える大切

ニュースレター

ワイで遊ぶ方がいいと思 っていまし

アドミニストレーター
白根 麻衣子 派遣歴３回。活動地では財務
や人事を担当。現在は MSF
韓国事務局に勤務。

も、安全管理の懸念などから家族の反対により、活動へ

の参加を断念する方の声も多く聞かれます。M S Fでは

たから︵笑︶
︒でもインターナショナ

麻衣子 ３度目はアフガニスタンで︒

麻衣子は
〝地球にあげた子〟

洋子

洋子

も大切なことです。しかし、本人の意思がいくら固くて
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最 初の派 遣でウクライナへ送

本人からＬＩＮＥで頻繁に連絡がき
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て︑むしろ家にいる時よりやり取りが

いまでは家 族みんなで世 界 情 勢や

スマートフォンから▲

密だった︒人 道 援 助に携わる喜びも

www.msf.or.jp/
team_msf/expats/
voice/

ＭＳＦのことを学ぶようになって︑絆

にあげた子〟
︒だから覚悟を決めて送

今号のこぼれ話や、
他の家族の物語はこちら！

泣き言も︑全部さらけ出してくれたの

り出したら︑あとはいつでも帰れる

白根麻衣子。

が一層深まりました︒この子は〝地球

麻衣子

場 所を作 っておくのが私の役 目です︒

2018年、パレスチナ・ガザ地区で活動中の

で︑私としては逆に安心でした︒

かったんです︒そのおかげで約 ７カ
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母にはただただ聞いてほし

月の派 遣 期 間を乗り切れました︒そ

余りの国と地 域で活 動し

して現地での活動を続けたくなった︒

ＭＳＦは

ていて︑それぞれ背景も異なります︒

驚きましたよ︒すごくたくま

これで終わらせたくないと思いました︒

洋子

しくなって帰ってきましたから︒でも

次に派 遣されたパレスチナ・ ガザ地

区から﹁ 空 爆が始まった ﹂と電 話が

70
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喜びも泣き言も全部話す︒
母と娘の信頼関係

娘の麻衣子にとって、何でも包み隠さず話せる母の洋子さんは一番の理解者だ。
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●白根 麻衣子︵アドミニストレーター︶
・母 洋子

ルスクールで︑世界各地の恵まれない

強くなって帰ってきた娘

洋子 実は私は︑娘がMSFを目指す

金制度の仕事に関わってから︑もっと

かかってきた時には︑
﹁なんで行かせ

子どもたちを日 本で受け入れる奨 学

関わっていたので︑果たしてこの子に

直 接 的に社 会 貢 献したいと思い始め

たのだろう﹂と本当に後悔しました︒

ずっと以前から寄付を通してＭＳＦと

現地での生活ができるのかと⁝⁝︒

たんです︒まずはＭ Ｓ Ｆ 日 本の事 務

２ 人の姉が海 外でボラン

麻衣子
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局職員として勤め︑アドミニストレー

母・洋子さん

ティアをしているのを横目に︑私はハ

﹁つらかったらいつでも
戻って来ればいい﹂

﹁帰る場所があるから︑
安心して行けるんです﹂

アドミニスト
レーター・
白根
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採用担当の白川
（左）
とシュラキ
（右）。

国境なき医師団日本

〒162-0045 東京都新宿区馬場下町１-１ FORECAST 早稲田 FIRST ３階

遺贈 に関するご相談・お問い合わせ

TEL

03-5286-6430

担当者直通

平日10:00 〜17:00／
担当：荻野、今尾

国境なき医師団は、世界約70の国と地域で活動する、民間で非営利の医療・人道援助団体です。紛争地や自然
災害の被災地、貧困地域などで危機に瀕した人びとに、独立・中立・公平な立場で緊急医療援助を届けています。
年次活動報告書 www.msf.or.jp/library/annualreport/

該当箇所：P.3 左下【公式サイトで特集公開中】
欄記載のURL
誤：www.msf.or/jp/syria10/index.html
正：www.msf.or.jp/syria10/index.html
二次元バーコードも右が正しいものです
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