■ プライバシーポリシー

私たちは日常的に緊急医療・衛生支援、災害救援の

皆さまからご提供いただいた個人情報については、

情報等を収集・分析し、蓄積した情報に基づき発災

その取り扱いに最善の注意を払い、適切な保護・管

後、迅速に被災者に対し医療・衛生支援を行うとと

理に努めます。

もに、災害後の中長期にわたるメンタルヘルス面で
の支援を行います。

■ 入会申し込みについて
入会金および年会費
（１）入会金

（２）年会費

正会員
5, 000円
賛助会員 ①個人賛助会員
②団体賛助会員
学生会員 5, 000円

正会員
5, 000円
賛助会員 ①個人賛助会員
5, 000円
②団体賛助会員
１口 10, 000円
（３口以上）
学生会員

（３）寄付金

5, 000円
10, 000円

1, 000円

任意の金額

会員の資格

■ 迫まる津波（東日本大震災、2011.3.11）

●正 会 員

この法人の目的に賛同し、入会した個人及び
団体（活動に対する議決権を有します）

●賛助会員

この法人の目的に賛同し、営利目的でなく本
法人の活動に賛同する個人及び団体（活動に
対する議決権を有しません）

●学生会員

この法人の目的に賛同し、入会して活動する
学生（活動に対する議決権を有しません）

※お申込みに関する詳細は、下記事務局までＦＡＸまたはメー
ルにてお問い合わせ下さい。入会ご希望者には、申込書、振
込用紙をお送りいたします。

特定非営利活動法人

国際緊急医療・衛生支援機構
IEMS－Japan（イームス・ジャパン）

■ フィリピンでの医療活動（パシフィック・パート
ナーシップ2012、2012.6）
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■ 活動の目標

特定非営利活動法人

国際緊急医療・
衛生支援機構
平成18年9月設立

災害医療・衛生支援／
メンタルヘルスケア

災害

災害の調査・
分析・研究

セミナー・
講演会

開催

連携と情報の共有を大事にします

■ 目的・理念

設立にあたって

“災害医療の実践と普及”
― 災害から一人でも多くの人を救うために ―
近年、続発する大規模な自然災害や多種多様
な人為災害には国際的対応が求められています。
日本の災害医療も飛躍的に発展していますが、
迅速な被災地へのアクセス、現地のニーズに即
した支援、各支援機関との連携、さらに急性期
を過ぎた被災者の心のケアなどは未だに十分で
はありません。
私たちはこのような課題を克服するために、
災害地の医療や衛生に関する情報収集・分析を
常時行い、被災者の心のケアを重視し、定期的
なセミナー・講演会を通して活動や研究成果を
社会へ発信し、ネットワークを強化していきた
いと思います。
本法人は幅広い分野における会員相互のコミ
ュニケーションによって、国内外の災害援助機
関との連携、情報の共有化を実現し、緊急時に
真に求められる災害医療・衛生支援およびメン
タルヘルス面の支援を行い、世界の人々が健康
で文化的な生活ができる社会の実現に寄与する
ことを理念といたします。

■ 活動の柱
●被災地のニーズに適った迅速な医療提供
●被災者へのメンタルヘルスケアの実践
●自然、人為災害
（CBRNEなど）
に関する情報提供
●災害と災害後に生ずる諸問題の調査・研究
●災害に関する講演会などによる組織や人材育成
●講師派遣による災害医療の普及と啓蒙

理事長 白 濱 龍 興
元自衛隊中央病院 院長
近年、国の内外を問わず大規模自然災害や人為災害が頻発
し、さらに生物・化学剤および放射性物質による災害の発生
も予測され、色々な場面での被災者への迅速な対応が求めら
れる時代になっております。
災害が発生しますと、直後は緊急医療支援を要する外科系
疾患が大半を占めますが、次第に防疫・衛生支援を必要とす
る感染症などの発生の懸念、さらにPTSD等も被災初期から
年余にわたり認められます。
私たちは災害直後の被災者に対する医療支援のみならず、
被災地の感染症対策の保健・衛生支援やPTSDに対するメン
タルヘルスケアなども視野に入れた活動を行っていきます。
そしてその活動を実効あるものにするために、日常的にア
ジア諸地域の風土病・感染症などの衛生状況の調査・研究お
よび種々の災害の調査・分析・研究を行い、それぞれのデー
タ等を蓄積し、それらの情報を多くの関係諸機関や人々に提
供します。
私たちは災害医療、保健・衛生、感染症、およびメンタル
ヘルスケア等に関する講演会やセミナーを開催し、あわせて
講師の派遣による災害対処の組織や人材の育成を行い、災害
医療の実践と普及・啓蒙に努めたいと思います。
「災害から一人でも多くの人を救うために」を合い言葉に、
諸機関等と連携し、情報を共有することを基本方針とし、少
しでも市民社会のお役に立ちたいと思います。
皆さまの暖かいご理解とご協力、
ご支援をお願い致します。

10年の歩み
イームスジャパンも10年が経ちました。10年の歩みです。
●ニュースレターの発行
年初の新春講演会および年１回の年次総会時の特別講演の内容、機構
が行っております諸事業等をニュースレターとして紹介をしてきまし
た。
●WAM（独立行政法人福祉医療機構）からの委託研究
WAMから「認知症専門病院における大規模災害時の避難誘導マニュ
アル作成事業」
（平成20年）
、
「独居老人世帯の新型インフルエンザ対
策事業」
（平成22年）の特別助成事業を受託し、それぞれ小冊子にま
とめました。
●陸上自衛隊衛生学校で行われる医師や看護師の野外における患者収
容訓練状況の研修、あわせて衛生学校に併設されている明治以降の陸
軍創設以来の医療や医療機器の歴史を展示している彰古館の研修を継
続して行っております。平成22年には陸上自衛隊相馬原演習場（群
馬県）に於ける衛生隊・補給隊合同演習（大規模災害時の対処訓練）
の研修をしました。
●パシフィックパートナーシップ（以下PP）への医療スタッフの派遣
PPはアジア太平洋地域における米軍主催の活動で、米軍、豪軍およ
び各国NGOの協力の下、国際災害救援活動の円滑化を図ることを目
的とする活動です。活動内容は現地における医療活動、土木事業、文
化交流等で、私たちはこの活動に2012年（PP12）から医師、歯科
医師、看護師を参加させています。PP12はフィリッピン（５名）と
ベトナム（９名）で行われ、2013年（PP13）はパプアニューギニ
ア（10名）で行われました。2014（PP14）はフィリッピン（６名）
とカンボジア（６名）
、2015年（PP15）はパプアニューギニア（２
名）とフィリッピン（７名）で行われ、各国約２週間ずつの医療活動
に参加しました。この活動への参加はイームスにとって非常に大事な
活動のひとつとなっております。
●その他
銚子市においてセミナー『銚子災害医療・危機管理セミナー』を計４
回開催（2010年２回、2011年、2012年）
、そのほか随時看護学校、
大学等に災害に関する講義への講師派遣を行っております。

■ 役員一覧
理事長
白濱 龍興
元自衛隊中央病院 院長
副理事長
桑原 紀之
国家公務員共済組合連合会三宿病院 顧問
理事（アイウエオ順）
赤沼 雅彦
日本医科大学成田国際空港クリニック循環器内科
臨床教授・所長
石原
哲
白鬚橋病院 名誉院長
井村賀世子
元自衛隊中央病院 看護部長
加来 浩器
防衛医科大学校防衛医学研究センター感染症疫学
対策研究官 教授
門脇 淳子
元防衛医科大学校病院 看護部長
亀田 俊忠
医療法人鉄蕉会亀田総合病院 名誉理事長
黒岩 宙司
千葉徳洲会病院 内科医長
後藤 昌昭
佐賀大学医学部歯科口腔外科学講座 教授

新地

浩一

千田
西山

良
正徳

箱崎
藤井

幸也
達也

山口
監事
高橋

芳裕

徳吉

正二

進

佐賀大学大学院医学系研究科 地域・国際保健
看護学講座 教授
株式会社ノルメカエイシア 代表取締役
一般社団法人 メディカルプラットホーム・エ
イシア 理事長
医療法人元気会 横浜病院 院長
社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 安
全・感染管理室室長兼健康管理センター副セン
ター長
杏林大学医学部救急医学 主任教授
特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構
理事長
元陸上自衛隊衛生学校 教育部長

