
追悼 中村哲医師（ペシャワール会現地代表） 



中村哲先生の言葉（１） 

 
  

＃ 病気やけがの背景を解決しなければ、 
           本当の予防と治療にはならない。 
 
＃ 小さな希望を実現することが大切。 
      戦よりも食糧自給 
           ・・・・・・・武器ではなく命の水を。 
 
      100万発の銃弾より、1本の用水路。 
 
 ＃ アフガニスタンにはアフガニスタンのやり方。 
 
  
  

 
 



 
中村哲先生からの言葉(2) 
 

＊ことを思い立ったら、直ちに取り組んでく
ださい。 

 

＊どんな小さな希望でもその実現のため
に力を 

  尽くしなさい。 

 

＊最初は小さなことでも継続すれば、 

  現地の住民との信頼関係が生まれます。 

 



中村哲先生の言葉（3） 

*憲法は、我々の理想です。 

   理想は、守るべきものじゃない 

            実行すべきものです。 

 *憲法9条は、近代の歴史を背負う金字塔。 し
かし、同時に『お位牌』でもある。 

  

*平和憲法は、戦闘員200万人、非戦闘員100万
人、戦争で亡くなった約300万人の人々の位
牌なのだ。 

 

    



  「中村哲医師没後1周年 Remember Dr.中村哲」 
と き：2020年12月19日(土）13:30～16:00 

        ところ：札幌エルプラザ 3階 ホール   Zoom併用集会  



                       

                                 
パレスチナ医療･こども支援から見る「難民問題」 
 

     ～人間の尊厳を求めて～ 
          

 猫塚義夫   「北海道パレスチナ医療奉仕団」団長 
            「医療9条の会・北海道」共同代表 

            勤医協札幌病院 整形外科 

            札幌医科大学 医療人育成センター 非常勤講師              

           



日本国憲法とパレスチナ難民支援活動       

・・・われわれは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地球上から永遠に除去しようと
努めてゐる国際社会において、名誉ある地
位を占めたいと思ふ。われわれは、全世界
の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平
和のうちに生存する権利を有することを確認
する。 

 

 非武装・非暴力の平和的人道支
援活動 

 



      パレスチナ医療支援       活動経過 

    2008～2009年  イスラエルのガザ侵攻 
         2010年7月12日   「医療奉仕団」結成 
2011年01～02月 第1次 医療支援（視察） 
2011年11～12月 第2次 医療支援（視察） 
2012年11～12月 第3次 医療支援 
2013年11～12月 第4次 医療支援             （ガザ） 

     2014年7~8月  イスラエルのガザ侵攻 
2014年10～11月 第5次 医療支援  
2015年11～12月   第6次 医療・こども支援（ガザ） 
2016年04月    第7次 臨時医療支援    （ガザ） 
2016年11月    第8次 医療・こども支援（ガザ） 
2017年11月    第9次 医療・こども支援（ガザ） 
2018年07月    第10次 臨時医療 (WHO)（ガザ）  
2018年10～11月 第11次 医療・こども支援（ガザ） 
2019年03～04月 第12次臨時支援活動 
2019年10～11月 第13次 医療・こども支援（ガザ） 
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                                       ジャバリアRC        
                                           

                                            エレツ検問所                                

                                                                                      ﾍﾞｲﾄﾊﾇｰﾝRC                           

                                                            
                                                                                                                                                                                            

                                                                                  ガザ市 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                            

                      デルバラRC 
                                       

                ﾊﾝﾕﾆｽRC 

               ﾗﾌｧ検問所 

                  （ｶﾞｻﾞ空港） 



 ガザ地区への「入口」 エレ
ツ検問所 



 
ガザの状況(1) 
    人口200万人 面積 360平方Km 
 
            

 
イスラエルによる『完全封鎖』・・13年目へ 

       「世界最大の天井のない監獄」 

１）燃料不足・・・発電不可 

      ＊停電・・・通電3～4時間(１日） 

      ＊汚水処理不可 

      ＊極端な環境悪化 

      ＊Black Sea と食物汚染 
   



             ガザの状況(2) 

２）物資不足・・・建材不足、医薬品(50%) 

          医療器具(30%) 

              病床350（ICU110 ) 人工呼吸器 93台 

３）人材流出 

 

４）貧困・失業・・・低賃金と                               

                      若者失業(60~70%) 
 

 



     「ガザ地区」の生活状態 

ガザでの生活 

  無収入下での生活:生活保護的制度もある 

  30％が極度の貧困者・・・・UNRWA,海外NGO支援、
生活省 

  人口の70％が外部からの支援を必要としている 

 

      医療関係者の給料がストップ・遅配（数ケ月に一
度のこともある） 

  医師の給料 50％カット・・・他のバイト・仕事  

 



ガザの状況(３) 

５）希望と絶望の混在・・・「自殺」増加 

 

６）麻薬の汚染、子供の喫煙、「身売り」 

  

   COVID-19 の感染と拡大 
2020年8月24日 初の市中感染 一家4人 

    9月23日 現在 感染者2518人 死者17人 

 



DAYS  JAPAN Vol.13 No.12   2016 DEC 
 

 
 
 

 
 
 
 
トラマドール(170万錠） 
  ハシシ/大麻(150Kg) 
  マリファナ(0,5Kg) 
  エクスタシーMDMA(2万錠）   （麻薬取締局
過去3年） 
 
 



「祖国への帰還の権利デモ」 （ガザ市東部）   2018/7/6 

 



下肢の障害者もデモに参加
(2018/7/6) 

 



                      国境デモ現場(2019/10/25) 
 



   Butterfly Bullet（蝶型弾丸） 



切断がもたらすもの 
 
障害者増大 
    失業増加 
    社会的「負荷」  
 
身体障害  
    断端不整 
    幻肢痛 
    CRPS 
 
メンタル障害 
 
義肢作成…援助 



跡形もないミサイル攻撃現
場 



      ガザ地区からの「出域」 
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入植地と分離壁 検問所 
 



ビリン村 国際平和行進 

         （京都大学西道
さんも・・・） 



Shuafat難民キャンプ 外来診療 



              子供たちの診療 



在宅医療へ参加,リハビリ指導 



ガザ地区でのリハビリ講義（2019年11月） 



 平和への壁画制作 

• リマール クリニック 

• ベイト・ハヌーン クリニック 

 ・日本から２０３枚 

 ・ガザから約１６０枚 

 ・はさみが使えない 

  →履修しない科目がある 



バレーボール 女子中学校 

 



    絵画教室（幼稚園） 





パレスチナ 「戦争しか知らない
子供たち」 

ｲｽﾗｴﾙ軍法下の子供たち 
           vs ｲｽﾗｴﾙ市民法下の
ｲｽﾗｴﾙ入植者 

  
  

投石など様々な理由で、 
   逮捕～拘留～「自白」～起訴～「軍法会議」～入獄 
    ・・・・・「軍法会議」  公正な審理なし 
      判決後、60％の子供はｲｽﾗｴﾙの刑務所を転所・・・ 
 
     Ex : 投石は、最大10～20年の刑罰 
 
 毎年、約500～700人の子供たちが逮捕・拘留 
  
     

国連「児童の権利に関する条約に違反！！！ 
 
   



ナチズムとシオニズムの共通性 

ドイツ・ナチズム・・・・ 
     アーリア人種、ゲルマン民族優位論 
       優生学・・・「生きる価値のない命」 
              心身障害者、GLBTなど 
              「生きる価値のない民族」 
 
イスラエル・シオニズム・・・・ 
     ユダヤ人、ユダヤ民族優位論 
       パレスチナ人絶滅政策 
        民族隔離（アパルトヘイト） 
                から民族絶滅（ジェノサイド） 
          
   西岸・「ガザ」の現実・・・・・・「今日のホロコースト」 
       
       
         



パレスチナの平和と自由をめざして 

１）「ガザ地区」の封鎖解除 

２）在ｲｽﾗｴﾙ米大使館移転を撤回 

３）ﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸の軍事占領、「入植地」即時中止 

４）国際外交と国際世論の高まり 

   ①すべての国がパレスチナ国家承認 

   ②国際法違反への処断の実行 

   ③不買運動、ｲｽﾗｴﾙ軍事エキスポ開催中止 

   ④菅（安倍）政権の親ｲｽﾗｴﾙ政策をやめさせる 
                             

    ・・・準同盟国、軍事技術協力、経済支援・・・ 

 





 『難民キャンプ』と新型コロナ感染（1） 

       『難民キャンプ』の特質 

 

 １）貧困状態の常態化・・・・低栄養状態 

 ２）生活環境の劣悪化・・・・呼吸器・消化器
疾患 

 ３）医療体制・資源の脆弱化 

      COVID-19感染の拡大条件 

 ４）新たな感染源となりうる・・・地球的規模へ 

                     



シュファット 難民キャンプ（東エル
サレム） 



『難民キャンプ』と新型コロナ感染（２） 

 開発途上国、紛争地、『難民キャンプ』へ 

   １） 国際協力を推進 

      国連、WHO、UNHCR、UNRWAなど・・・ 

      「国際世論」の力をつける 

   

   ２）難民・貧困の原因解決 

      当面、戦争・紛争の停止要求 

  

   

 1４年間に及ぶ「封鎖状態」にある「ガザ地区」の
解放 

       

       



 新型コロナ感染がもたらしているもの 

・失業と貧困化の深刻化 
   路上への遺体の放置、  
   井戸水に頼る人々、「身売り」 
・政府の無策・・・・「自宅待機」が特権となっ  
ている 
・海外からの支援団体の活動制限 
          （MSFは半減、HPMS4P・・・・） 
・保護主義・自国第一主義 VS 国際連帯 
・日本で起きている実態 
          貧困化、解雇、ホームレス 



「患者には良質の治
療を受ける権利があ
る」この当然すぎる権
利（医療へのアクセス
権）はWHOの憲章で
も基本的人権として
認められているが、
WMA（世界医師会）も
「リスボン宣言」
（1981）でも「原則」の
最初に掲げられてい
るなど世界の医学界
では議論の余地すら
ないもの。このグロー
バルスタンダードから
取り残された、地球上
での例外がパレスチ
ナだ。 



 医療・こども支援で感じたこと（１） 

１）下肢のケガ・切断の意味  

  ①パレスチナ人死傷者の夫々の今後の人生 

  ②パレスチナ・ガザ社会への負担の増加 

       積極的なリハビリと国際支援が必要 

 

２）「絶望」の拡がり・・・・   

  ①ナイフとマシンガン 

  ②「希望は絶望の中にある」 「希望と絶望」 

        『小さな希望でも実現することが大切』 

    生死の境界から立ち上がる明るさか・・・・ 

  



医療・こども支援で感じたこと（2） 

３）民主主義と人権を守る「世界の最前線」 

  ①生命と人生を賭して、「自分達の土地」のた
めに 

  ②世代を継承し、生活に根ざした闘い 

   ・・・・「人間の尊厳を守る」闘い・・・・ 

      生きながら殺されるガザの人々 
 

４） 「医療・子供支援活動」の継続・発展 

  

５）現地との信頼関係の構築と発展 

 



「奉仕団」と「ｼｭﾌｧｯﾄ福祉協会」の  
  協力協定締結（2019年10月30日） 



札幌南校・学校祭 
 

 「南校祭× 
    難民問題」 

    2019年7月6~7日 



札幌南校生徒からのメッセージポスター 
                       （Bani Sohaila 女子中学校） 



「パレスチナ医療奉仕団」の生命力  

       

 

憲法問題    反戦活動    沖縄問題   教育問題 

 

 

       パレスチナ問題（難民医療支援） 
 

 

医療・福祉問題  貧困問題  原発・環境問題  女性人権問題 

 

                             人間と生活と人生と・・・・・・・ 



使命：人権と人間の生命と健康を守り増進させる 

 
# 国内・国外政治･･･格差と貧困、「難民問題」 

   

  医学と医療に国「境」なし 

            ･･･ beyond the border 

           人道主義、人権主義 

     人間の尊厳を守る、そして発展させる 

 

# 知ること･･･繋がること･･･共に平和を求めること 

 

# 「自分ごと」・・・当事者性・・・想像力 

 

#人間に付与される「普遍性」・・・人権、医療、教育・・・ 

  



「中村哲医師没後1周年 Remember Dr.中村哲」 

クラウドファンディング（CF) 10月8日～11月  
17https://readyfor.jp/projects/45922                             



ご静聴、ありがとうございました。 

皆様が、 

 貧困問題、難民問題、パレスチナ問題、 

     平和と暮らしの問題・・・・・
へ、 

  

 「生活の１％の関わり」を持っていた
だける 

        ことを心から願っています。 

 

      「北海道パレスチナ医療奉仕団」団
長 猫塚義夫 

 


