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農村部にも広がる「⽣活習慣病」︓
NGOの役割・企業への期待

アジア砒素ネットワーク
⽯⼭⺠⼦
aanishiyama@gmail.com

1994年 宮崎県⾼千穂町⼟呂久の砒素鉱⼭の
公害の裁判支援をしていたメンバーが創設

1996年 バングラデシュにて初の砒素調査

1998年 ヒ素対策開始〜現在に⾄る
（日本企業、政府機関、国連機関等と連携）

2016年 保健文化賞・宮崎日日新聞賞受賞

AAN=アジア砒素ネットワーク
http://www.asia-arsenic.jp/top/

Ⅰ.砒素対策からの学び

1971年の独⽴以
降、飲料⽔対策とし
て導⼊された井⼾に
砒素が含まれている
ことが1993年判明

その後バ政府は、
全国に汚染があり、
3500万⼈が曝露し
ていると報告

バングラデシュの飲料⽔問題

自然由来の地下⽔砒素汚染

池やつるべ井⼾

の表層水

チューブウエル

細菌

表層⽔は、下痢や⽔系感染症の原因×

1970年代以降チューブウエルが推奨

チューブウエル普及し、感染症減少

砒素

1993年代、チューブウエルの⽔から発がん物質砒素が検出

全国で砒素汚染が確認され、2000年くらいから砒素対策が開始

AANは当初
砒素に限定した活動

様々な問題に直面

慢性ヒ素中毒症の治療⽀援
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⽔供給︓
約1000基25万⼈
ヒ素患者支援︓
約2000⼈（薬・手術等）



啓発→集落ミーティング→事前調査→利⽤者組合形成→
負担⾦徴収→ルール作り→技術移転

意識、共同利⽤、技術、⽔環境

合意形成・適性調査丁寧にやっても不稼働に

46%

54%

安全な水あり

安全な水が必要
Situation Analysis of Arsenic Mitigation of 2009 参照

Photo by Sayed Sunny

�汚染率の低い地域は計画の対象外

�維持管理不⾜で停⽌している地域

�代替水源の砒素汚染（深井⼾、砒素除去装置)

国際機関が設置した「安全

な井⼾」を利⽤する少⼥

慢性砒素中毒症患者の治療支援は︖

家族・親族が同じ井⼾の⽔を飲む。

家族の病気の原因が井⼾⽔にあることに気づいても、
代替策を⾒つけられない、あっても受け⼊れられないなどの
理由で、飲み続け重症化。被害者が増える。

不健康なゆえに働けず収⼊が

減り、治療費を払って更に貧しく
なり、貧しさから十分な食事も休
養も取れない。

患者がこのような悪循環にある
場合、支援しても回復は難しい

砒素中毒に苦しみながら、やっと授かった
わが子を抱くレンジュワラさん
撮影Timothy S. George

砒素関連死は年間43000⼈
今後20年間での130億ドルの損失

＊経済損失の計算方法は、一人当たりＧＤＰ×死者数
＊18人に1人は砒素に関連した死と推測。

出典︓Arsenic in tube well water in Bangladesh:
health and economic impacts and implications for arsenic mitigation

政府の調査によると患者数は6万⼈程度

飲料⽔砒素汚染の影響は︖

砒素限定の活動から社会基盤全体の強化へ

現地の⼈にとっての受け⼊れやすさ重視

発想の転換
砒素があっても住⺠被害が出ない地域づくり

持久戦を覚悟
ヒ素問題は短期集中で解決できる問題ではな
かった。ヒ素だけを取り上げて継続するのは困難

3つのセーフティネット

病気の予防病気の予防病気の予防病気の予防

重症化予防重症化予防重症化予防重症化予防

貧困化予防貧困化予防貧困化予防貧困化予防

個人・家族・個人・家族・個人・家族・個人・家族・
コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

地域の保健地域の保健地域の保健地域の保健

地方行政地方行政地方行政地方行政

病気の病気の病気の病気の
蔓延蔓延蔓延蔓延

環境環境環境環境
汚染汚染汚染汚染

重症化重症化重症化重症化

貧困化貧困化貧困化貧困化



Ⅱ．砒素から非感染性疾患対策へ

苦悩の新体制苦悩の新体制苦悩の新体制苦悩の新体制 バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ 朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞1975197519751975年年年年2222月月月月21212121日日日日

飢餓飢餓飢餓飢餓無数のやせ細った手が前に出され、がい骨のような顔が

次々と哀願して来る。悲しみをたたえたその目も、いったん何かも

らえるとわかると、鬼のようにけわしいものになる。

感染症感染症感染症感染症衛生の管理はやはり悪く、天然痘や赤痢で毎日7,8人が死

んで行く。下水や便所はまだできていない。

人ロ人ロ人ロ人ロ抑制進まず抑制進まず抑制進まず抑制進まず

新体制は巨大人口の抑制を打ち出している。封建的な社会構造

の中では、これも容易ではあるまい。

出生率3%の現状が続けば、7500万の人口が23年後には1億5干

万、30年後（2005年）には2億3千万になる。2.8%まで切り下げようとし

ているが、不妊手術でも強制しないかぎり難しい。

1970年代の課題は「飢餓、感染症、人口増加」

バングラデシュのニュースより

乳幼児死亡率の推移
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1000人の出生に対し、5歳の誕生日を迎えられずになくなった子どもの数

Unicef提供

合計特殊出⽣率の推移

2013年
2.18人

1980年
6.36人

⺟⼦保健、感染症対策、飢餓対策等で 著しい成果︕

発展の影で⽣れる新たな課題

糖尿病、癌、循環器病、慢性呼吸器疾患、ヒ素中毒症
環境と⽣活習慣に起因する慢性疾患増加

開発目標の達成にも影が
・感染症予防で推奨した地下⽔から砒素→癌に
・⺟⼦保健対策は進んだが、産後の⼥性の健康は︖
・米の増産は成功したが、栄養の偏り・環境悪化

Icddr,b May 2010 Eviidence to Polliicy Seriies Briieff No.. 2

Non-communicable Disease Mortality Increases Over time in Rural Bangladesh, 1986-2006

非感染性疾患 20年で7倍に

NCDｓｓｓｓ

感染症

バングラデシュの各死因の占める割合推移 1986-2006年 非感染性疾患による死亡は全体の59%

Non Communicable Diseases=NCDs

心血管疾患心血管疾患心血管疾患心血管疾患
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糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

3%
他の他の他の他のNCDs

18%

感染症、出感染症、出感染症、出感染症、出

産に関わる産に関わる産に関わる産に関わる
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WHO NCD Country Profile 2014



2011年９⽉ 国連NCDハイレベル会合
（保健分野ではHIV-AIDSに続き2回目）

１．保健課題としてNCDsの重要性を再認識
２．重点分野

• 危険因子への早期からの取組
• たばこなどへの世界的な規制枠組み
• 分野間アプローチ（保健セクターに任せず、全ての分
野から）

• 皆保険を含めた各国の保健システム強化

政治宣言
NCDsが与える健康上および社会経済上の負荷を再確認
強い政治的リーダーシップ、包括的対策の重要性

AANが「砒素だけ」からNCDs対策に移った経緯
保健サービス局からのリクエスト（2011年）

・国際社会からの圧⼒

・NCDsはバングラデシュ政府にとって新しい分野。

・「３つのセーフティネットは良い。砒素だけでなく、NCDs全体に使ってくれ」

・現場で慢性砒素中毒症を支えた経験と、日本の生活習慣病の経験を、バン
グラデシュのNCDの予防と管理のために活かしてほしい

AANの事情

・完全な砒素対策には様々な人材・施設・資⾦を要するが、砒素のためだけに
確保するのが難しい事情も分かる。今のままでは持続も波及も期待できない。

・砒素とNCDsの3つの関連

①砒素中毒はNCDsの一つ

②砒素は他のNCDsに悪影響を与える

③対策における共通項（予防・早期治療・経過観察）

ただし、NCDsが中流層・富裕層にしかないならAANがやる必要はない
→2012年ニーズ調査を実施

非感染症対策ニーズ調査の結果
（2012年ジョソール県内農村部のB村と都市部のP村で調査）

• 「もっとも恐れる疾病」としてNCDに属するものを選んだ人9割以上
•NCDという⾔葉を聞いたことのある1割未満＝予防策の存在を知らない
•有症率は農村部B村10.9％（60人）で、都市部P村7.2％（42
人）。農村部も高い

•有症率を男⼥差で⾒た場合、男性の有症率6.7％、⼥性の有症率
11.7%と、⼥性の有症率が⾼い

• 102名のうち65歳以上（最⾼年齢は95歳）が占める割合は、男性
12％（5⼈）、⼥性18％（11人）、全体16％（16人）であることか
ら、対象地域においては高齢化が直接的な非感染症増加の原因とは考
えにくい。

•患者102名のうち、USD1.25以下の極貧層はB村38％、P村16％。非
感染症が中流・富裕層に集中しているわけではない

•受診する医療機関・治療費の男⼥格差顕著

NCDは、都市化、⾼齢化、経済発展の副産物なのか︖ ＜年齢＞
NCDsの死亡のうち70
歳未満が占める割合
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南アジア 東南アジア 先進国

男性では日本の約男性では日本の約男性では日本の約男性では日本の約２２２２倍倍倍倍
女性では日本の約女性では日本の約女性では日本の約女性では日本の約３３３３倍倍倍倍
バングラデシュが多いバングラデシュが多いバングラデシュが多いバングラデシュが多い

過度の飲酒不健康な⾷事

タバコ類運動不⾜

NCDsになりやすくなる要因

WHO

砒素に

汚染された水
不健康な⾷事

空気汚染
タバコ類

運動不⾜

バングラデシュ農村部

（AANの整理）

世界保健機構（WHO）のガイドラインをベースにする。
バングラデシュの地域性に合わせた対策を考える。

Ⅲ．NCDs対策におけるNGOの役割
-AANの活動と方針



事例１︓貧困層の糖尿病

https://plus.google.com/10103907142771
3986279

アジア最⼤の糖尿病病院

歩⾏も困難

遠すぎ、高すぎ

コミュニティ・クリニック

NCDsNCDs
ありません

ハシナさん45歳。
若い頃から贅沢とは無縁の暮らし。

30歳で糖尿病の診断。
夫も病弱で収入は少なく、近隣の助
けで暮す。継続した治療は受けられ

ず症状は悪化。

事例２︓若い⺟親に広がるNCDs

マジェダさん35歳。
糖尿病と⾼⾎圧。

治療にかかる費用（3千tk）
は夫の収入の半分→断念

モリヨンさん35歳。
脳卒中を疑われる症状
で全介助となり。
昨年7月死亡。

モリヨンさん夫と嫁

12歳で結婚。10代前半から妊娠・出産を繰り返す

農村部でのNCDsの原因
全般

• 塩分摂取（15－18g）

• 炭水化物に偏った食事
（米480g日本人の5倍以上）

• 深夜の食事習慣。食べた直後就寝
（中学生8時前の食事は2％）

• 調理⽤かまど

• 飲料⽔砒素汚染

• 先進国の「常識」が伝わっていない。
保健・栄養指導の内容更新遅れ

• 将来の病気への備えがない

• 健康診断ない

• 過去の栄養失調

⼥性特有

• ⾏動規範から思春期からの運動不⾜

• 家庭内での格差。食事は最後。
「寝ていれば治る」医療格差

• 児童婚（成⻑期に妊娠し必要な栄
養が摂取できなくなる）

• 妊娠中の不⼗分な指導

• 初回健診が遅すぎる

• ⻑期にわたる避妊薬の使⽤

非感染性疾患リスク低減事業
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バングラデシュの保健医療の概要
• GDPに対する保健総支出は3.5%。公的保健支出は
1%未満。

• 保健総支出の個⼈支出の割合は64%。

•プライマリヘルスケアが⺟⼦保健と感染症に集中。

•医薬品の国内需要の97％は国産。価格も安定。
*知られざる工業国バングラデシュ

• 政府系の病院では医療費は基本的に無料だが、受け
られる医療サービスがごく限定。

• 国⺠皆保険は導⼊されていない。⺠間保険はあるが、
ユーザーフレンドリーとは言えない。

• 政府系医療機関では改善しないため、疾病による貧
困化が多い国。

NGOにできることは
病気にかかること
重症化することへの

リスクを⼩さくする協⼒

リスクは多いが、保健医療では支えられない現状を踏まえ




