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第 4 回多文化医療研究会 

4th Research Meeting 

of the Japanese Institute for Multicultural Health 

 

 

 

 

 

日時： 2018 年 5 月 19 日（土）13:00–18:00 

場所： 京都大学総合研究 2 号館 4 階大会議室（AA447） 

  主催： 一般社団法人多文化医療研究所 

   

  Date:  May 19, 2018, 13:00–18:00 

  Venue: Kyoto University Research Bldg. No. 2 

Conference Room AA447 (4th floor) 

  Organized by the Japanese Institute for Multicultural Health 
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第 4 回多文化医療研究会 

会場案内 

会場の京都大学総合研究 2 号館は、地図の 34 番の建物です。当日は建物北側の入り口を

ご利用ください。他の入り口は施錠されています。 

The venue (Research Bldg. 2) is numbered “34” on the map below. Please use the entrance 

on the north side of the building. 

 

 

京都駅からお越しの場合は、A2 乗り場から京都市バス 17 系統に乗って「百万遍」下車が便

利です。If you are arriving at Kyoto station, go to the bus terminal A2 platform, take Kyoto 

City Bus No. 17, and get off at Hyakumanben. 
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第 4 回多文化医療研究会 

プログラム 

13:00–13:05 開会挨拶 西真如（当番世話人） 

13:05–13:45 特別講演 1 少子高齢化時代を迎える「未来のアフリカ」のイメージトレーニ

ング 

増田研（長崎大学多文化社会学部） 

13:40–14:20 特別講演 2 東アジアにおける高齢者ケア政策の展開とケア従事者の国際移

動 

安里和晃（京都大学文学研究科） 

14:20–14:50 演題 1 Caring Bodies in Mobility: Emerging Care Migration Systems 

from the Philippines to Japan and New Filipino Migrants Doing 

the Work of Care 

Katrina S. Navallo (ASAFAS, Kyoto University) 

14:50–15:10 休憩 

15:10–15:40 演題 2 障害者自身が介助を担うことの重要性――ケニアの脳性麻痺児

へのローカルな食事介助実践に学ぶ 

善積実希（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科） 

15:40–16:10 演題 3 Societal Attitudes, Body Image of Women, and Obesity in Urban 

Uganda 

Seera Georgina (ASAFAS, Kyoto University) 

16:10–16:40 演題 4 The Merits and Challenges of Heterogeneous Municipal Solid 

Waste Management Practices in Addis Ababa, Ethiopia 

Bekele Haregewoin Mekonnen (ASAFAS, Kyoto University) 

16:40–17:10 演題 5 現代日本社会における HIV 感染症の課題について――都立駒込

病院における臨床現場の事例から 

 河内宣之（がん・感染症センター都立駒込病院感染症科） 

17:10–17:55 総合討論 

17:55–18:00 閉会挨拶 

19:00–       懇親会 



 4 

  



 5 

特別講演 1 

 

少子高齢化時代を迎える「未来のアフリカ」のイメージトレーニング 

 

増田研 

長崎大学多文化社会学部 

 

 

1990 年代以降、とりわけ 21 世紀に入ってからのアフリカでは、多くの国において保健状

況の改善にともなう急激な人口増加が進行中である。他方で、都市部において徐々に少子

化傾向も見られるようになり、アフリカにおいても今世紀後半には、次第に高齢化社会の

姿が見えるようになる。本発表では、アフリカにおける人口高齢化のプロセスを紹介し、

過去から現在、そして未来へといたる動態のアウトラインを確認する。そのうえで、これ

までの研究によって言われてきたこと、この数年で分かってきたことを整理するが、焦点

を合わせるのはとりわけ「未来のアフリカ社会のイメージトレーニング」である。経済が

活況を呈するアフリカにおいて、そうしたイマジネーションを駆使し、社会の未来設計に

関わるにはどのようなアプローチがあるか、考えたい。  
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特別講演 2 

 

東アジアにおける高齢者ケア政策の展開とケア従事者の国際移動 

 

安里和晃 

京都大学文学研究科 

 

 

高齢化への対応はアジア各国の共通の課題となったといってよい。ところが、高齢者福祉政

策は収れんするとは限らず、多様な展開を見せつつあり、また多様な展開が移民政策や社会

統合政策にも影響を与えている。例えば、シンガポールは自由主義的家族主義福祉レジーム

が展開し、外国人家事労働者に対する積極的な位置づけを許し、韓国や台湾は政権交代のた

びに自由主義的福祉レジームにぶれが生じ、シンポ系政権の際に多文化共生に関する法令

が成立した。また、タイや台湾のようにコミュニティに着目する政策も見られる。日本は性

役割分業を前提とした介護保険によるケアの供給体制が敷かれ、介護のプロ化と国民化が

志向されたが、2018 年に入って海外人材を労働力として位置づける政策に大きく展開した。 
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演題１ 

 

Caring Bodies in Mobility: Emerging Care Migration Systems from the 

Philippines to Japan and New Filipino Migrants Doing the Work of Care 

 

Katrina S. Navallo 

Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University 

 

 

The opening of Japan’s care labor market has seen the increasing participation of 

migrants in the provision of elderly care in its institutional settings. This chapter in my 

dissertation maps the emerging care migration systems from the Philippines to Japan and 

identifies the different migration pathways available for aspriring Filipino migrants. It 

situates how race, class, and gender shape the migration trajectories of a new generation 

of Filipino care workers to Japan, and problematizes whether and how their caring labors 

are appropriated in the Japanese labor market. At the same time, it explores their 

migration imaginations and the subjectivities performed by the migrant bodies as they 

situate themselves as providers of intimate care service within the Japanese intimate 

spheres. 
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演題 2 

 

障害者自身が介助を担うことの重要性 

―ケニアの脳性麻痺児へのローカルな食事介助実践に学ぶ― 

 

善積実希 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

 

 

居住施設などで生活する障害者への対人援助では、従来、本人の要求を「先取り」して、そ

の意思決定や行動選択を円滑に進めることが優先されていたが、近年では、対象者の QOL

向上を目指し、本人の自己決定機会を尊重する実践が増えてきている（桂木など 2001）。本

発表の目的は、ケニアの一地方にある障害者支援施設で人々が実践している食事介助の事

例を報告し、障害をもつ子どもたちが自発的にはたす役割の重要性を検討することである。

本施設は、障害をもつ子どもの支援に取り組んでおり、スタッフが寝泊りしている子どもの

面倒をみている。脳性麻痺児に対しては食事介助をおこなうが、スタッフだけではなく軽度

の知的障害や身体障害をもつ子どもたちもそれに参加している。現地調査の結果、他者の食

事介助をおこなう子どもは、それに従事することをとおしてみずからの社会的役割をはた

し、それが QOL の向上につながっている可能性が示唆された。  
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演題 3 

 

Societal Attitudes, Body Image of Women, and Obesity in Urban Uganda 

 

Seera Georgina 

Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University 

 

 

In 2012, 34.9% of urban women in Uganda were overweight or obese. This study aimed 

to examine women’s body image in relation to the ‘global standard’; and the societal 

attitudes that influence it. The author measured the Body Mass Index of 540 women, 

interviewed them, and conducted participant observation, in urban Uganda, over a period 

of 6.5 months. 255 (47.2%) of the women were overweight or obese. Of these, only 73 

(28.6%) felt they were indeed overweight. A small body size was frowned upon because 

being small was regarded as the result of having ‘problems’ such as being ‘too poor to eat 

and attain the desirable body size’; and being in poor health or being infected with HIV, 

- ‘siliimu’. Negative societal attitudes toward a small body size trivialize control of 

increases in body size, potentially perpetuating overweight and obesity in urban women 

of Uganda.  
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演題 4 

 

The merits and challenges of heterogeneous municipal solid waste management 

practices in Addis Ababa, Ethiopia 

 

Bekele Haregewoin Mekonnen 

Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University 

 

 

Nowadays in Ethiopia, Municipal Solid Waste Management (MSWM) is getting attention 

for improvement. This presentation addresses the merits and challenges of the solid 

waste-related activities in Addis Ababa by focusing on residents, members of a sanitation 

workers’ union, and itinerant waste buyers (IWBs) in Wereda (the lowest administrative 

unit of government) 09, Bole sub-city. This mainly encompass those involved at the 

grassroots level of the MSWM system. Relevant data was collected through interviews, 

focus group discussions, participant observations, and measuring using weighing scale to 

elucidate the changes in their lives and challenges they are facing interacting with the 

community. The data for this undergoing research was collected and analyzed from two 

fieldwork periods, August - September 2017 (Rainy season in Ethiopia) and February - 

March 2018 (Dry season in Ethiopia). The key issues noted were; sanitation workers are 

now being grateful for having this job and able to earn a regular income. However, they 

often express their frustration on the community's attitude which challenges them on a 

daily basis. Furthermore, IWBs from informal sector, go around announcing with laud 

voice on the street if the residents have goods for sale. They motivate the community daily 

to recycle the waste in spite of the inferior social status assigned for them triggered by 

physical and verbal abuses. The job and themselves are not well recognized by the 

government as well as by the community though it's visible contribution in the MSWM. 

This contrast on actors involved in the formal and informal sector of the MSWM system 

reflects the social issues for consideration.  

 

Key words: Municipal solid waste management, Sanitation workers, Itinerant waste buyers, 

Addis Ababa, Ethiopia 
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演題５ 

 

現代日本社会における HIV 感染症の課題について 

―都立駒込病院における臨床現場の事例から― 

 

河内宣之 

がん・感染症センター都立駒込病院感染症科 

 

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症の近代の歴史は、1981 年に原因不明の肺炎が米国で報

告されたことに端を発する。当初は「死の病」と恐れられたが、抗レトロウイルス療法の進

歩により同疾患の予後は飛躍的に改善した。患者寿命の長期化によって HIV 感染症は慢性

疾患へと位置付けられつつあるが、一方でそれに伴う様々な課題が浮き彫りになってきて

いる。本発表では、まず臨床現場における当事者がどういった問題に直面しているかを実際

の事例を踏まえて紹介し、それを通して現代日本社会における HIV 感染症がどのような課

題を背景に抱えているのかについて考察したい。 


