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若手育成型

　研究の目的は、障害者や高齢者の生活支援や健康問題に直結す
る環境問題に対する住民の動向を切り口にOSMの役割と意義に
ついて検証を行うことである。OSMは、地域健康保健病院（旧保
健所）を中心に地域内で血圧や糖尿病チェック、頓服確認などを
定期的に行っている。また、高齢者や障害者、妊婦や乳幼児への
定期訪問などを行っている。OSMが収集したそれらのデータは、
公衆衛生局や統計局によって年間報告としてまとめられる。加え
て公衆衛生局による広報活動を地域内で実際に行うのもOSMで
ある。そのために、OSMには公衆衛生局などによる定期的なセミ
ナー開催も行われる。
　OSMは全国の各地域に配置される行政システムの末端または現
場を担うが、その働きは多様であり活動の詳細や地域への貢献状
況については明らかにされてこなかった。昨今、OSMが活動対象
とする高齢者や障害者、疾病者や乳幼児は、現代タイ社会で対応
が急務とされている人々であり、OSMの役割について検証するこ
とは今後ますます重要となる。また、OSMに選任される村人は、
地域内のキーパーソンであることが多い。地域内ケアや地域内活動、
もしくは地域環境の改善において、OSMの持つ潜在能力は大きい。
　この研究によって、OSMの現場での実践を明らかにすることで
タイの公衆衛生局による地域保健政策の一端を明らかにすること
ができる。また、地域の重要なアクターであるOSMの活動を明
らかにし、その役割や意義を検討することで、タイ社会のケアシ
ステムについて重要な示唆を得ることができる。
　改めて社会におけるケアやニーズ補完の体制を考察し、国家・
社会・地域・家族のアクターについて再考する。
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　1980 年代より、世界保健機構（WHO）の後押しで始まったプライマリ・ヘ
ルスケアの活動は、現在のタイでは地域内保健ボランティア（タイ語ではオー・
ソー・モーと省略される、以下 OSM）の活動として定着している。タイの国家
健康法に基づき各農村に一定人数選出されるOSMは、全ての地域でデータ収
集や広報活動などを定期的に行うほか、地域内の保健や福祉ニーズの担い手と
して期待されている。それらOSMの活動の実態を明らかにするとともに、その存
在意義や役割について検証する。

研究概要	Outline of Research

 The purposes of this research are to examine and evaluate the activities 
and impact of OSM activities in Thai village communities. They include 
medical checks health support and other activities based on locally situ-
ated Health Promotion Hospital as a key station. At the same time, OSM 
gather rich data about public health in the community and this detailed 
data are consolidated for national statistical purposes by the Ministry of 
Public Health. In addition, the Ministry of Public Health is responsible for 
training OSM in every prefecture and carries out a variety of projects to 
employ and mobilize them.
 Thus, OSM carries out many kinds of community-level activities under 
the Ministry, but their wealth of activities is under-studied. Today, the 
people in the population which OSM deals with includes the elderly, dis-
abled, mothers and children, infants, and home care patients; they are all 
groups that are drawing increased attention in Thai society. Consequently, 
the activities of OSM are growing. OSM are also key persons in commu-
nity activities, ranging from religious to agricultural and educational ac-
tivities.
 By describing OSM activities, the practice of public health policy by 
the Ministry at the local level can be understood more easily. Understand-
ing OSM practices, including the relationship between OSM and their 
community, will give us insights into alternative care practices and com-
munity activities for the next generation, allowing us to reconsider care 
systems with multiple actors and stakeholders such as nation, social, com-
munity, family and person.

保健師と一緒に家庭訪問をするコミュニティヘルスボランティア（OSM）
（生活調査、血圧測定、血糖値検査、頓服確認など）
OSM have home visit activities with community nurse,
(they check blood test for diabetes, take blood pressure, interview about lifestyle and 
medicine)

ランチミーティング（タイ・ルーイ県）
get lunch together, and have a meeting at Loei Province, Thailand

 This research deals with the activities of OSM (Aasaasamak Saataaranasuk 
Muubaan) in Thai village communities. OSM are regarded as the central pillar of 
current Thai Public Health policy, which was initiated in the early 1980’s as a WHO 
project for community based primary health care. Based on the National Health 
Act.2550 (2007), OSM activities are designated for every village and expected to 
gather health information, care for the elderly, and provide support for mothers and 
children.
 This research describes and evaluates the activities and roles of OSM in com-
munity health and welfare.


