Emergency patient
should be referred
within camp if the
service is available
but otherwise can
be referred directly
to MoH Secondary
and/or Tertiary
facilities as
required, either
from the PHC
(after consulting
with field
hospitals) or from
the field hospitals.
All referrals to
Government
facilities should
only be done from
PHCs and/or field
hospitals,
accompanied by a
completed referral
form

Non-Emergency
patient requiring more
advanced PHC

Patients requiring non
emergency secondary
care e.g. elective
surgeries etc

MoH Chittagong Medical College
Hospital

Emergency patient

MoH District Sadar Hospital

Emergency patient

Ukhiya or Teknaf Upazila Health
Complex

Emergency patient

Refer to rotation plan for OBGYN
emergencies

Nearest Open Field Hospital

Emergency patient

Nearest Open PHC

Emergency patient

Health post

Patient requiring
advanced specialised
and/or private services

Patient requiring specialised
or advanced specialised care

Patient requiring
specialised care

Note: these services are not all free of cost
so the referring agency should be ready to
pay the cost

Advanced Specialised Care facilities:
• Hope Foundation Hospital (CxB)
• Community Eye Hospital (CxB)
• Baitus Sharof Eye Hospital (CxB)
• ICRC Partner Prosthetic and
Rehabilitation Centre
(Chittagong)
• Private hospitals (CxB)

Patient requiring
advanced specialised
care

In-camp specialised facilities:
• Sexual and Reproductive Health
• Mental/Psychosocial Health
• Nutrition (ORPs; stabilisation centers)
• TB/Malaria diagnostic/treatment
• Rehabilitation
• Eye-care
• Dental care

Referral Pathway

バングラデシュ南部にある避難民キャンプ内の保健医療施設は、主に以下のように 3 段階に
分かれています。
①ヘルスポスト
②プライマリーヘルスセンター（PHC）
③フィールドホスピタル
これらは日本でいうと、①は皆さんが少し調子が
悪いなと思った時に通うクリニック、②は 24 時間
対応し、クリニックよりもう少し詳しい検査がで
きるセンター、③はさらに充実した設備がある病
院、というイメージです。
バングラデシュ保健省等により定められたガイ
ドラインに従って施設を運営し、サービスの提供
を行っています。キャンプ内では、患者さんはま
ず近くのヘルスポストを訪ねます。そこで医師が
治療可能であると判断すれば治療をします。中・
重症ケースまたは追加検査が必要であれば、キャ
ンプ内の②へ紹介状を書きます。キャンプ内の医
療施設では治療困難であり、キャンプ外での治療
が必要だと医師が判断した場合は、同キャンプ内
の②へ紹介状を書き、②からキャンプ外の医療施
設への紹介を行います。こうしたシステムが確立
しているからこそ、患者さんが適切な医療施設で
治療が受けられるようになっています。
各国赤十字社・赤新月社サポートによるバング
ラデシュ赤新月社の保健医療施設も、①・②・③
とそれぞれ施設を運営しています。
All patients

Community

VOL.3

In-camp

Out of camp

Patients can be
referred directly
from community to
PHCs if needed e.g.
overnight; or for
emergency cases
requiring admission
and/or stabilization
at PHC

バングラデシュ南部避難民支援
大森赤十字病院 看護師 木村仁美

保健医療支援事業について

①ヘルスポスト （日本・
カナダ、カタール）

現地スタッフより薬の管理に
丘の上にあるヘルスポスト
カナダ赤十字社がサポートしている
ついて説明を受けている要員
ヘルスポストは、車道から 30 分程歩いた丘の上にあります。この
周辺にも多くの住民がいるため、近隣の住民にとっては欠かせない施設です。医療スタッフ
は、毎日この施設まで歩いて通っており、時には多くの医薬品などを担いて運んでいます。

カタール赤新月社がサポートし
ているヘルスポストの一つは、最
近移転をし、広くなった診療所で
診察を開始しています。ヘルポス
トの周囲で健康教育の活動をする
コミュニティヘルスのボランティ
アさんとも今後連携し、より良い
保健医療支援が提供できるように
準備しています。

カタール赤と日赤サポートのそれぞれ
のヘルスポストで働くバ赤スタッフ達

診察について情報交換を
する医師達

②プライマリーヘルスセンター（PHC）

（スイス・トルコ）

スイス赤十字社がサポートする PHC
は、他にも IOM や HOPE など色々な組
織がサポートしています。施設内には
診察室・薬局といったヘルスポストに
あるものに加え、検査室・分娩室など
充実した設備があり、24 時間体制の分
娩対応をしています。
PHC 検査技師より検査方法につい PHC 医師とバ赤医療スタッフ
て学んでいるバ赤の看護師

③フィールドホスピタル
バングラデシュ赤新月社が運営するフィールドホスピタルは、
広い土地の中にプレハブやテントでできた施設が並んでいます。
ここには診察室や、検査室、入院病棟などがあります。救急車が
配置されているため救急搬送可能です。

プレハブのレントゲン室

バングラデシュ赤新月社の医療スタッフもこの敷地内のテント
で生活しており、24 時間体制を支えています。
バングラデシュ南部避難民救援金受付中！

http://jrctsudukeru.jp/donation6_banglade
sh1/
入院病棟の内部
皆さんのご支援あり
がとうございます！
引き続き難民支援活
動へのご理解・ご協
力をお願いします！

バ赤スタッフが生活するテント

