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平成28年度

通常総会及び講演会報告
３）時

１）開催日

平成28年５月21日㈯

２）場

ヒューリックホール３階［ROOM４］

所

平成27年度

間

第一部

理 事 会

13：00～13：55

第二部

通常総会

14：00～14：30

第三部

講 演 会

14：40～16：45

４）パシフィックパートナーシップ20015（PP15）は、米軍

主な事業報告

主催で自衛隊と各国政府及びNGOとの協力で国際災害
救難活動を実施する医療活動で、今回はパプアニュギニ
ア（6/25～7/11）看護師２名

１）災害医療に関する教育研修会、訓練等の講師派遣事業を

フィリピンチーム（7/17～8/3）医師５名、看護師２名

各種団体の要請に応じて積極的に行った。

計９名が参加した。

２）通常講演会を総会時、並びに新春講演会を実施した。

３）26年度事業報告を中心とした「ニュースレター第10号」 ５）PP15「パプアニューギニア・フィリピン」参加者の報
告はニュースレター10号に記載した。

を発行した。

平成28年度

ラオ共和国」に会員７名を派遣する・・医師５名、看護

主な事業計画

師２名
②医療関係団体との交流事業
・災害医療関係企業の新製品に関する協力。

１）講演会の開催

・他のNGOへの講師の派遣。

①５月21日の総会終了後、講演会を開催する。

③福島の避難住民帰還事業推進に資する教育研修等への協力。

②他のNGOとの共同開催で災害医療関係の講演会を初秋

３）IEMS・Japanの広報

に開催。

・医師会、災害関連学会などで活動実態をPRすることを

２）講師派遣、教育研修の実施

検討する。

①防衛省主催のパシフィック・パートナーシップ2016「パ

講

演

パシフィック・パートナーシップ（PP）について
防衛政策局国際政策課国際安全保障政策室長

佐藤 建五

パシフィック・パートナーシップとは、米海軍を主体とす

会

から初めて部隊として参加し、海自の艦艇、空自の航空機、
自衛隊医療チーム、そして国際緊急医療・衛生支援機構様を
含むNGOを派遣して同活動に参加しました。
2011年においては、東日本大震災を受け活動規模を縮小し
ましたが、翌2012年よりは海自輸送艦や空自航空機を派遣し

る艦艇がアジア太平洋地域内の各国を訪問して、医療活動、 て活動に参加しており、昨年の2015年には、フィジー、パプ
土 木 事 業、 文 化 交 流 を 行 い、 各 国 政 府、 軍、 国 際 機 関、 アニューギニア及びフィリピンで医療活動を、またフィジー、
NGOの協力を通じ、参加国の連携強化や国際災害救援活動
の円滑化などを図る活動です。
防衛省からは、2007年から2009年まで、海上自衛隊の医官
及び歯科医官それぞれ１名を派遣しておりましたが、2010年

ジカウイルス感染症について
日本医科大学成田国際空港クリニック所長
循環器内科学臨床教授 赤沼 雅彦

フィリピンにて施設補修活動等を実施しました。
今年度は、初めてパラオにおいて、防衛省・自衛隊が主導
して医療活動等を実施予定であり、これら現段階の計画につ
いてお話しする予定です。
ジカウイルス感染症はブラジルで小頭症が急増したことに
より、WHOは2016年２月１日に、小頭症及びその他の神経
障害の集団発生に関して「国際的に懸念される公衆の保健上
の緊急事態（PHEIC）」を宣言した。ジカウイルスは、1947
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年にウガンダのZika forest（ジカ森林）のアカゲザルから初

ムイ島に滞在歴のある男性（41歳）の１症例、2016年２月と

めて分離された。2007年にミクロネシアのヤップ島、2013年

３月に中南米の流行地に渡航歴のある４症例の、計７例が確

にフランス領ポリネシア、2014年にチリのイースター島、 認された。2016年８、９月にはブラジルのリオデジャネイロ
2015年にブラジル及びコロンビアを含む南アメリカ大陸での

でオリンピックとパラリンピックが開催され、多くの邦人が

流行が発生した。一方、本邦においては、現在までのところ、 渡航することが予測される。ジカウイルス感染症についてま
2013年12月に仏領ポリネシア、ボラボラ島に滞在歴のある男

とめてみた。

性（27歳）
、女性（33歳）の２症例、2014年７月にタイのサ

大規模災害に対する洋上からの災害医療支援
前 自衛艦隊司令部衛生主任幕僚

塚嵜 哲史

避けられないこと、艦内における患者の動線は狭くて長いこ
と、防衛任務の必要性からすべての大型艦艇が災害支援に参
加できるわけではないこと、災害派遣時に医療以外の任務を
多く有していることなど、すべての点において医療に適して

国内において大規模災害が発生した場合、海上自衛隊は艦
艇及び航空機を用いて災害発生地域の沿岸部、島しょ部の情
報収集・応急対策活動を行う。そして、一部の大型艦艇は、

いるわけではない。これらの欠点を有してはいるが、可能な
限り災害時に貢献できるよう訓練を重ねている。
近年、大型艦艇を用いた防災訓練は多くの地域で行われて

物資輸送、人員輸送、給水支援、燃料支援、入浴支援、医療

おり、平成27年９月には、東京都臨海部において、九都県市

支援などの任務を遂行する。

合同防災訓練が行われ、海上自衛隊から大型護衛艦である
「い

災害時に大型艦艇を用いた医療支援を行う際の利点とし

ずも」が参加した。

て、医療を施しながら移動したり、搭載ヘリコプターを用い

この訓練においては、日本赤十字社、東京DMATなどの民

て傷病者を搬送するといった機動力、また健常者や軽傷者で

間医療チームと合同で、
「いずも」を洋上SCU（広域搬送拠点

あれば格納庫等を利用した広いスペースに収容できる被災者

臨時医療施設）と想定した医療訓練を行った。今後もこれら

収容能力が挙げられる。しかし、洋上であるがゆえに動揺は

の訓練を通じて、災害医療能力を向上させていく必要がある。

パシフィック・パートナーシップ2016活動報告
Pacific Partnership 2016パラオにおける
自衛隊と協働した医療支援報告
岡山済生会総合病院

稲葉 基高

PPのNGOとの連携については災害時も想定しているとの
説明を受けていました。私の経験でも、DMATやNGOでの
災害派遣の際に自衛隊との協働が話に上ることはありました
が、実際には事前の取り決めや、かなり柔軟な相互理解がな
ければ難しいと感じていました。今回の参加に当たっては、
私自身これまでまったく馴染みのなかった自衛隊という組織
そのものの理解を深めるとともに、災害時の協働について必

「救急エコー」の指導

要なことは何かを考える良い機会になると考えていました。 （E-FAST）」のハンズオンレクチャーをドクターカンファ
活動内容に関してはコロール島の大学構内、ペリリュー島

レンスでおこないました。ニーズに沿ったレクチャーで反応

の小学校を使って行われた出張医療活動では総合診療、国立

は上々、現地ドクター達も非常に興味深く聞いていただいた

病 院 で はERで 活
動をおこないまし

診療風景
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ように思います。
私にとって今回の活動は初めての「災害時でない、平時の」

た。国立病院では

活動でした。災害後はやはり救急疾患など急性期疾患の患者

院内にエコーがあ

さんが病院、臨時診療問わず押し寄せるのですが、今回の平

るにも関わらず

時の活動では長年慢性疾患を抱えている人が、パラオにはい

ERで エ コ ー が ほ

ない整形外科や皮膚科の専門家を求めて多く押し寄せまし

とんど使用されて

た。中には半年以上前の大腿骨頸部骨折で松葉杖をついて受

いない現状があ

診された50代の女性もおられ、専門医がいないことの問題を

り、他の救急医メ

目の当たりにしました。災害後の急性期の診療にはある程度

ンバーと協力して

経験がありましたが、今回のような平時の医療支援では専門

急遽「救急エコー

性の高いドクターのニーズが大きいことは新しい発見で、自

（第11号・平成28年９月30日発行）

分の力不足を感じるとともに、同行されていた整形外科や皮
膚科の先生を非常に頼もしく思いました。

はいられませんでした。
今回の活動を通して自衛隊の方々との協働の観点からも多

今回活動を行った島の一つであるペリリュー島は第二次世

くの新しい出会いと知見がありました。平時、災害時にあっ

界大戦の激戦地の一つだったそうです。今なお当時の建物や

ても少しでも多くの人を救うため、今回の経験を自分の活動

戦車などが残されており無数の弾痕が見られます。ここで多

に活かしたいと思います。

くの日本人の命が失われたかと思うと思わず手を合わせずに

参加させていただきありがとうございました。

PP16に参加して
杏林大学医学部付属病院

高度救命センター

須田 秀太郎

今回Pacific Partership2016にNGOメンバーとして参加さ
せていただきました。
私個人としてはこういった医療支援携わる機会ははじめて
の経験でありパラオへ行くのもはじめてのことでしたので、
正直な所、参加直前までいったいどのような形でこの医療支
援に自分が貢献できるのかイメージがありませんでした。
いざパラオに上陸し、活動をはじめると診察を待つ現地の
方々の長い列を目の当たりにし、自分にできることは診療し

ベラウ国立病院での活動最終日

かない。やろう。と思えたよ

あると思いますし、支援の仕方は幾通りもあると考えます。

うに感じます。

今後パラオ医療がより良い発展を遂げることを心から願いま

私個人として貢献できたこ
とはわずかではありますが、

す。
本来目的とは違うかもしれませんが、今回自衛官、NGO

今回医療支援で残せたもの、 の医療者の方々と活動させていただいた中で私自身の医師と
得られたものは非常に貴重な
ものになったと思います。実
際活動した最終的な印象とし
ては、パラオの医療はまだま
ペリリュー島での医療活動

だ発展を遂げる余地が十分に

しての見聞も大きく広がったように感じています。
今回参加したことは自分にとって本当いい経験となりまし
た。そして何より楽しかった！心の底から楽しめました。
今後また機会がありましたら是非再度参加させていただき
たいと思っております。ありがとうございました。

PP16 in PALAU 活動報告
佐賀大学

看護師

石橋 秋奈

主な活動は、コロール島とペリリュー島でのCHE（医療
支援活動）と、ベラウ国立病院でのSMEE（現地の人への教
育・意見交換）でした。約10日間の活動を終え、コロール島
の医療の質は、それほど低くはない印象を受けました。第二
次世界大戦後から米国の統治下になり、医療システムや器材
などは米国式が主流で、台湾や日本も継続的な支援を行って

SMEEでのプレゼンテーション風景

いるようです。今回の活動では触れていない地域が多く、も

ことでした。自身の専門でもある手術看護の視点から、ベラ

っと医療支援が必要な地域が他にあるかもしれません。

ウ国立病院の手術室で３日間働かせて頂き、同時期に手術支

個人的な活動の目的は、現地医療者のニーズや意識を知る

援に来ていた米国の海軍チームと共に活動をしました。現地
看護師と話をしていると、看護師不足、支援チームが持ち込
む最新医療器材に対する学習支援不足、物流管理、手術室の
スペース不足など、異なるチームが短期間で活動を行う体制
に附随した問題があるようでした。長い歴史の中で、日本と
パラオの関係は奥深く、日本人を心から歓迎してくれました。
私が出来ることを返していこうと思います。日本の外に出る
度に、自分が日本人であることを強く感じます。PPを通して、
この紙面では書き尽くせないほど本当に多くの学びを得まし
た。

手術室スタッフと共に

最後に、PP16を運営・指揮して下さった、自衛隊、防衛
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相、IEMS-Japan、お力添えを頂いたすべての方々に、出会

に、心から感謝いたします。そして、今後も国際医療の発展

えたすべての方々に、一緒に活動した素敵なメンバーの皆様

に貢献できるよう尽力致します。

PP16に参加して
佐賀大学大学院医学系研究科博士課程

秋永 和之

看護師

海外での医療支援活動・自衛隊の方との協力など、全てが
初めて経験する事であり、語学力のない私は、パラオ共和国
に行く前は不安しかありませんでした。しかし、実際に活動
を行うと現地の方も、コミュニケーションを図ろうとしてい
ることが分かり少しずつ不安も軽減していました。実際の医
療支援では、短期大学や国立病院に行き、
「バイタルサイン
の測定」
「外来患者のトリアージ」
「処置の介助」
「手術介助」
「薬剤業務のお手伝い」など様々でした。現地の方は、仕事

つに日本で行われている運動をパラオの方々にも知ってもら

中でも休憩する事が

いたいと思い、古くから日本で行われている「ラジオ体操」

多く、時間が空くと

について調べていました。パラオの病院で働く看護師さん達

いつも何か食べたり

に動画を見せ一緒に体操しました。肥満の方々に激しい運動

飲んだりしていま

を教えても続かないと思います。しかし、このラジオ体操は

す。そのためかパラ

５分前後で、音楽に合わせて行うことができ簡単です。少し

オ共和国の方々は高

ずつこのような運動が広まり生活習慣の改善ができたらと思

血圧や肥満が多くお

いました。今回、自衛隊の方々がスムーズに活動できるよう

られました。私は、 にいつも支えてくれていました。楽しく皆さんと活動ができ、
今回の参加目的の一

PP16～パラオ～に参加して
鎌ケ谷総合病院歯科口腔外科

星 健太郎

８月４日。私はその日の夕方１人で成田空港のラウンジに

本当に参加して良かったと思います。ありがとうございました。
し、合計466名の治療と72名に啓蒙・教育活動を行いました。
共に働いた自衛官の仲間たちは陸海空からの即席チームとは
思えないほど、全員が素晴らしい人柄で、たった１週間あま
りの短い期間でしたが一生付き合っていけると確信できるか
けがえのない仲間でした。小学生の夏休みのような大冒険を

いました。この歳で、本当に久しぶりに先の予測できない世

経験させていただき、一生の財産を得ることができました。

界に飛び込む不安と好奇心をまぜこぜにしたなんとも落ち着

この場をお借りしまして誘っていただいた先生方に心より御

かない心持ちで、機上の人となりました。約４時間のフライ

礼と感謝を申し上げます。ありがとうございました。

トの後、初日は今回のミッションで唯一のホテル泊でした。
しかし、
ホテルはすべて２人部屋。
ランダムに割り振られ、
「初
めまして」からいきなりの相部屋で着くや否や戸惑いからの
スタートでした。幸い同部屋のパートナーは10ほど年下の朴
訥とした好青年医師でしたが何と、海外も飛行機も始めてと
のこと。経験者からいろいろ教えてもらって・・・との目論
みが早くも崩れ、その瞬間自分がしっかりしなければという
思いが目覚めていきました。今思えばそこから自分の中の何
かのスイッチが入り、集中してミッションに入っていけた気
がします。その後は毎日が新鮮で、忙しくて気が抜けなくて、
でも楽しくて・・・夢であっ
たかのように本当にあっとい
う間でした。歯科チームは、
自衛官と外国兵の混成チーム
で私は唯一の民間人でした。
歯科医師は10名、歯科衛生士
４名、その他３名で、大学構

委員長 ／ 桑原 紀之
URL http : //iems-japan.com
E-mail : info@iems-japan.com

内での簡易診療所、病院での

電話・FAX

診療支援、離島での検診、治

住所

療とそれぞれ３か所で活動
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