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平成30年度

通常総会及び講演会報告

１）開催日

平成30年５月26日㈯

２）場

ヒューリックホール３階［ROOM３］

所

平成29年度

３）時

第一部

理 事 会

13：15～13：45

第二部

通常総会

14：00～14：25

第三部

講 演 会

14：30～16：30

３）平成28年度事業報告を中心とした「ニュースレター第12

主な事業報告

号」を発行した。
４）パシフィックパートナーシップ2017（PP17）は、自衛
隊主催で各国政府及びNGOとの協力で国際災害救難活

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

動を実施する医療活動で、今回はベトナムに会員５名を

各種団体の要請に応じて積極的に行った。

派遣した。医師４名、歯科医師１名が参加した。

２）講演会を総会時並びに新春講演会の２回実施した。

平成30年度

間

②医療関係団体との交流事業

主な事業計画

・災害医療関係企業の新製品に関する協力。
・他のNGOへの講師の派遣。
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

１）講演会の開催

力。

①５月26日の総会終了後、講演会を開催する。
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
・災害関連学会などで活動実態をPRすることを検討する。

に開催。

４）ニュースレターの発行：会員、関連団体に対し配布。

２）講師派遣、教育研修の実施
①防衛省主催のパシフィック・パートナーシップ2018「ス

５）ホームページの充実：新春講演会・総会関係・PP18関
係等。

リランカ」に会員５名を派遣する。

６）その他。

（医師３名、歯科医師１名、看護師１名）

特

別

講

〈開催の趣旨〉

演

会

クでは、報道／広告の取りまとめや、東京オリンピックへの

2020東京オリンピック・パラリンピック開催まで、あと約
２年に迫っています。世界中で化学兵器や爆弾を用いたテロ

準備視察の企業の依頼で、当NPO法人の理事三人が現地で
医療や健康危機管理に対応しました。

が頻発しています。化学・生物・放射線・核・爆弾テロへの

三人の先生を講師として迎え、平昌オリンピック・パラリ

対応では、消防・警察・自衛隊の初動対処要員だけでなく市

ンピックの医療対応や危機管理から学んだ課題や教訓から早

民レベルでのテロ対策能力向上が急務です。

急に取り組むべき市民レベルでのテロ対処を中心に、多くの

２月、３月に開催された平昌オリンピック・パラリンピッ

Pacific Partnership 2018の活動報告
杏林大学医学部付属病院

救急科

大津 晃康

後期研修医

皆様の理解を深めることを目的に講演会を開催いたします。
あった点が昨年ま
でのPPと異なる点
で あ りMERCYで
の医療活動、船内

今回、
平成30年４月23日より５月９日まで、
国際緊急医療・

での生活を中心に

衛生支援機構（IEMS＝Japan）の一員としてスリランカの

スリランカでの活

ト リ ン コ マ リ ー で のPacific Partnership 2018（以 下PP18） 動報告する。
に参加した。
今年度は、米国病院船「MERCY」を派遣しての医療活動で

・病院船マーシー
・全長272m、病室1,000床、手術室12室、ダ
ビンチも完備。
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平昌オリンピック・パラリンピックでの医療支援
─ 2020東京オリンピック・パラリンピックへの教訓 ─

箱崎 幸也
藤井 達也
山口 芳裕

医療法人社団 元気会 横浜病院 院長
河北医療財団 河北総合病院 副院長
杏林大学医学部 救急医学 主任教授

１．はじめに

たが入手困難であった。医療備品は個人用、グループ用、医
師用のセットを組み、医薬品や検査簡易キット（インフルエ
ンザ・RSウイルス・ノロウイルスなど）などの準備を実施
した。
３．現地での医療対応
２月９日開会式の当日朝に体調不良患者の報告あり、４人
のインフルエンザ疑い患者に対応した。インフル簡易チェッ

2018年平昌冬季オリンピック・パラリンピックにおいて、 クを実施し、４例中２例に陽性反応（A型１例、B型１例は）
テレビ報道や企業広告などに携わる企業の依頼で現地メディ

であった。平昌・紅陵でも、日本のインフルエンザ感染流行

カル・アドバイザーとして開催期間中に現地対策本部にて３

がそのまま持ち込まれている状況であった。キット陽性者で

人で対応した。北朝鮮が正式に平昌冬季オリンピックに参加

は抗ウイルス剤での対応にて、いずれの患者も早期に回復し

前まで、北朝鮮はVXガス・炭疽菌などを保有している可能

軽症であった。現地では韓国警備員を中心に1500名以上のノ

性が高くオリンピックでのテロ行為の蓋然性が高いと考えら

ロウイルス患者が発生したが、現地は比較的平穏な状況であ

れていた。さらに世界的なテロ趨勢として爆弾テロなどの爆

った。当該社員もノロウイルス疑い患者１名が発生するも、

傷や、平昌は真冬の最低気温はマイナス20℃以下で強風地域

入院加療することもなく軽快した。開催期間中、足首捻挫/

でもあり体感気温がさらに低く凍傷などにも対応する必要性

腰痛患者など日に数名を診察した。当初懸念したCBERNテ

があった。

ロ事案や重篤患者の発生はなく、述べ約400名の渡韓者に事

１月７日に北朝鮮は正式に選手団派遣を決定し、女子アイ
スホッケーでは南北合同チームの結成など融和ムードが形成

故などもなく任務は無事終了した。
４．課題と教訓

された。この情勢によりテロ脅威は大きく減少したが、当該

CBERNテロ対応の装備品も含め通常医療器材は可能な限

社員の安全性を最大限確保するために現地での医療対応が実

り短時間に準備でき、自衛隊の海外活動にも見劣りしないも

行された。

のであった。化学剤推定ツールとして、米国NIHが開発した

２．現地持ち込み医薬品・装備品

Chemical Hazards Emergency Medical Management

依頼の企業活動は日本国民に「感動・希望・活力」を届け （CHEMM）を現地でも活用出来るようにした。しかし、米
準公的な活動を担っていたが、公的な活動ではなく私的企業

国ではAmazonで50ドルにて簡易に購入できるRSDLⓇが、日

の扱いのために韓国内での医療活動には多くの制約に直面し

本では購入不可なのは2020年に向けて大いなる問題と考え

た。医師の役割はあくまで医療アドバイザーであり、点滴や

る。生物テロ対処でも、炭疽菌ワクチン、炭疽菌中和剤や免

外科的な処置を要する患者は紅陵の病院へ搬送する計画とし

疫グロブリンなども同様の課題である。爆弾テロ対応とし

た。社員の風邪症候群・下痢症・腰痛などの一般医療には、 て、 救 急 包 帯・ タ ー ニ ケ ッ ト（止 血 帯 ）・ 避 難 用 フ ー ド
医師の投薬はあくまで緊急措置や手持ちのOTC薬とともに （MUSKITM）などの装備品は、2020に向けて消防・警察・
内服薬を推奨するなど健康相談室の位置づけであった。

自衛隊だけでなく市民レベルでの準備も課題と考える。

NBCRテロ対策（VX/サリン、炭疽菌、爆弾テロ）も最小

ノロウイルス感染症が疑われた患者対応では、対応する吐

限の装備品にて対応を実施した。例えば、VX/サリンには脱

物処理キットや個人用装備品（マスク、ガウンなど）の実施

衣キット・検知紙、炭疽菌にシプロキサン、爆傷には救急包

に一部混乱がみられた。韓国ではここ数年毎冬にノロウイル

帯とターニケット（止血帯）
、放射線には個人線量計（γ線） スが流行しており、事前の現地衛生地誌の調査が不十分であ
セーフティγチェッカーや寒冷対策にはビタミンE/アダラ
ートL10mg製剤などを事前に準備した。さらに避難用フー

３ ヶ 月 弱 の 準 備 期 間 で あ っ た が、 多 く の 方 の 支 援 で

ド（MUSKITM）やN95マスクも準備し、化学剤・火災時避

CBERNテロを含めた対応は十分なものであった。今回取り

難や感染予防に備えた。しかしVX/サリンなどを２分間で不

入れた緊急避難マスク、ターニケットや救急包帯などが、

活化するローション（Reactive Skin Decontamination Lotion：

2020東京オリンピック・パラリンピックに向けて実地医家や

RSDLⓇ ）や、炭疽菌中和剤や免疫グロブリン持参を考慮し

市民レベルでも展開されることが期待される。

平昌オリンピックスタジアム
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った。

紅陵の対策本部

（第13号・平成30年８月１日発行）

パシフィック・パートナーシップ2018活動報告
く、
「重労働されていたんですね、辛かったんですね」と言

PP18に参加して
奈良県立医科大学

総合診療科

西尾 健治

教授

うと、泣かれる方も数人おられました。米国人が侵襲を加え
る治療は好まなかったのですが、一人だけブロック注射をお
こないました。14歳の女の子で７年間も腹痛が続いていると

平成30年４月23日から５月９日までのべ17日間PP18に参

いうので、診察するとACNESという腹壁に問題がある腹痛

加させていただきました。

で、腹壁にブロック注射を行うと痛みがなくなったと言って

トリンコマリーでの医療活動

ました。１回のブロックでなおることもありますが、数回必

向かったトリンコマリーはスリランカ東部州の州都であ

要なときもあり、あと１−２回打ってあげたかったです。今

り、世界でも有数の天然港かつスリランカ海軍の軍港でもあ

頃どうしているか、再発してなければ良いのですが。

り、今回米軍より参加の巨大病院船マーシーが停泊するには

病院船マーシー

うってつけの場所と思われました。またトリンコマリー周辺
はシンハラ人とタミル人が26年間戦い続けた内戦が2009年に

タンカーを改造しただけあるびっくりの大きさの、でもよ
く考えられた病院船でした。

終結するまで、敗北したタミル人達の反政府組織が支配して

船底もしくは甲板のヘリコプターから傷病者はストレッチ

いた地域であったため、内戦中は荒廃し、やっと３年くらい

ャーでスロープもしくはエレベーターで３階に相当する

前から人々が戻ってきて、再び活性化している地域とのこと

casual reception（通称キャズレック）に運ばれて、トリア

でした。実際、CHEEで地域での診療に向かうと、衣服は支

ージされ初期診療ベッド（これがすごくて、ICU級のベッド

給されているためか、きれいな服を着ておられても、難民キ

が最大約60ベッドあり、４ベッドごとに区切られ一人の医者

ャンプに５年、10年という人が多く来られていました。ま

が４人の傷病者を扱うようになっていました）で初療を受け、

た、体の痛みをたく

同じ階でレントゲンやCTを撮影され、同様に同じ階にある

さん訴えられる方が

12. ベッドの手術室やICUに運ばれるようになっていました。

多く、特に女性に頚

ICUは20床ずつ４つに分かれており最高80床に出来るとのこ

椎症が多いのには驚

とでしたが今は二つだけが使用されていました。Mercyの中

かされました。その

はあまりにもすごい設備で感動ものでした。でも戦争でもな

殆どが内戦などでご

い限り震災などで使うには準備と航行に時間がかかりすぎ

主人を失っておら

て、実際の使用には？でした。

れ、頭に荷物を載せ

スリランカで働くという貴重な経験をさせていただき、そ

て運ぶという重労働

してたくさんの楽しい仲間も得て、私にとりまして非常に有

診察中（アメリカ大使館のfacebookにのりました） をされていた方が多

PP18 in Sri Lanka 活動報告
佐賀大学大学院医学系研究科
国際保健看護学領域

総合基礎看護学講座

野中 良恵

意義な活動となりました。ありがとうございました。
加しました。CHEではバイタルサイン測定などを、Training
Symposiumでは成人のBLS指導を、COMRELではバレーボ
ールなどを行いました。
トリンコマリーは、2009年の内戦終結まで観光客の立ち入

４月23日からの17日間、スリランカ東海岸北部のトリンコ

りが禁止されていました。約30年間の内戦で多くの命が失わ

マリーでの活動に参加しました。初の海外活動で不安もあり

れ、辛い思いをされた方も多かったようです。歴史を知り現

ましたが、それ以上に楽しみでした。

地で活動することで、複雑な思いが湧きあがりました。

今 回 は、 ア メ リ カ 海 軍 保 有 の 病 床 数1000を 誇 る 病 院 船

活動中、スリランカ海軍やスリランカの医学生と行動を共

Mercyでの活動でした。日本チームの看護師８名（自衛隊５

にすることが多かったのですが、語学力に乏しい私に「何で

名・NGO３名）は、ICU、CASREC（初療室）
、MSU（病棟） も聞いて」と、とても親切にしてもらいました。
の３部署に振り分けられ、私は、アメリカ軍の看護師10名、

ここには書き尽

カナダ軍看護師１名、コアマン（看護助手のような方）25名

くせないほど多く

が在籍する手術前後のケアユニットのような病棟（80床）に

のことを学び、こ

配属されました。

れからの人生の方

勤務は２交代制でした。そう聞くと、日勤が８時間、夜勤

向性を決める活動

が16時間の日本の勤務体制を思い浮かべるでしょうが、日勤

でした。国内だけ

が7：00−19：00、夜勤が19：00−7：00と、きっちり同じ時

ではなく海外で

間働く体制で、日本との違いに驚きました。

も、一人でも多く

病棟勤務の他、船外でのCHE（医療支援活動）やTraining

の人を助けられる

Symposium（教育活動）
、COMREL（文化交流）などにも参

ように、尽力して

病棟にて
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いきたいと思います。

に活動した日本チームの皆様、出会いの機会に恵まれた全て

今回の活動に際し、防衛省、自衛隊、IEMS-Japan、一緒

スリランカでの医療支援を経験して
奈良県立大学

救急科

の方々に、心より感謝申し上げます。
配布される無料の薬を求めて来る患者も多い印象でした。根
本的な解決には、国家の経済力を上げることが必要なのでし
ょうが、当然そのようなことが個人でできるわけがなく、今

川島 浩正

回の医療支援の限界を痛感させられました。

PP18ではスリランカの医療支援に携わらせていただきま

一方で、目の前の患者が今困っている問題を解決できるの

した。スリランカの医療水準は、私が想像していたよりも高

は、個人の力なのではないかと感じました。特に今回の活動

く、県総合病院には高度な医療機器が備え付けられていまし

地域は、かつて内戦時にはタミル人の拠点として、激しい戦

た。また、現地の検査や処方内容をみても、日本の一般的な

闘を繰り広げた地域であり、今なお内戦による心の傷を抱え

病院で受けている内容とそれほど変わらないと感じることも

ている人が多かったです。心の傷から身体の痛みが強くなっ

多かったです。

ている患者も多く、そのような痛みを治すには、医者個人と

しかし、いくら医療水準が高くても、それが全ての人には

して患者に寄り添う医療が必要であると感じました。

渡っていないようです。腰痛や頚椎症、変形性関節症などの

最後になりますが、現地で一緒に活動した皆様、ならびに

慢性疼痛や、喘息で咳が続く人が多かったですが、金銭的な

PP18を支援していただいたIEMS-JAPANの方々、本当にお

問題で薬を定期的に処方してもらうことが難しく、PP18で

世話になりました。ありがとうございました。
じ、いままで経験したことが無いことばかりでしたが、自衛

PP18に参加して
自治医科大

隊やNGOの方々と楽しく過ごせた船上生活は、非常に有意

口腔外科

義な時間でした。PP18で得たこの経験は、私にとって貴重

岡田 成生

な生涯の財産となりました。

この度、Pacific Partership 2018にIEMS-Japanの一員とし
て参加させて頂きました。

４月26日から５月９日までの12日間のうち、９日間は現地
にて、１日間はMercy内の歯科室でアメリカ海軍、スリラン

私にとって、このような海外医療支援に携わる機会は初め

カ海軍の歯科医師や歯科スタッフと共に歯科治療を行いまし

ての経験であり、スリランカへ行くことも初めてのことでし

た。特に現地での歯科治療の殆どが屋外であったため、気温

たので、スリランカでどのような医療支援が行えるのか予測

30度を越える猛暑の中での活動はかなり過酷でした。そのよ

がつかず、大変不安を感じていました。いざスリランカで活

うな環境下でも、歯科チーム一丸となって歯科治療を行い、

動を始めると、海上自衛隊の皆様に助けて頂き、僅かではあ

充実した活動を行うことが出来ました。

りますが、スリランカの方々へ歯科治療を通じて医療支援を
行う事が出来ました。

PP18を通じて同じ志を持った仲間と出会え、私の歯科医
師人生におきましても非常に有意義な経験が出来ました。

ま た、 今 回 のPP18は、 ア メ リ カ 海 軍 の 病 院 船 で あ る

PP18の準備段階から様々な調整を行って頂いたIEMS-Japan

Mercy内で日常生活を行いました。Mercy内では、アメリカ

の方々、防衛省ならびに自衛隊の方々に感謝申し上げます。

海軍の方々と同じ生活をし、アメリカの食事、文化を肌で感

平成29年
PP16に参加して‥
パラオ共和国における歯科事情
鎌ヶ谷総合病院

歯科口腔外科

部長

星 健太郎

私にとって海外での医療活動というのは、国境なき医師団
やJICAなどに遠い知り合いが参加した話や、ニュースで時々

新春講演会
会もめったにないので、必ず良い経験になるはずだ。」との
アドバイスをいただき、意を決して参加することにいたしま
した。
今回のPPは初めての日本主体での活動ということで、医
療チームは官民合わせて総勢68名で、そのうち歯科チームは
18名でありました。外国からの参加者はイギリス、アメリカ、

聞く程度で、これまでどこか別世界のものでありましたが、 オーストラリアから11名が参加しそのうち10名は歯科関係者
一昨年、イームスに所属されている同じグループ病院の先生

であったため、日本主体のPPでありながら歯科チーム18名

よりお声かけをいただき、思わぬ形でこのたび参加させてい

のうち半数以上が外国勢といういびつな構成でした。更に歯

ただく機会をいただきました。

科チームの中で民間からの参加者は、私ただ一人でしたので、

パラオという場所も、ダイビングどころか海水浴さえ縁の

様々な戸惑いや活動時のトラブルも経験いたしましたが、そ

ない生活をしていた私にとっては「南の島」ということ以外

れら全てが極めて貴重な、そしてとてもいい思い出となって

特別な印象はありませんでしたが、以前PPに参加した経験

います。本講演ではパラオにおける歯科事情も含め、私の体

のある先生から、「PPで派遣される国々は家族旅行などで行

験したPP歯科医療活動についてご報告させていただきます。

くことはほとんどない土地だし、自衛隊と行動を共にする機
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（第13号・平成30年８月１日発行）

Pacific Partnership 2016に参加して
杏林大学医学部付属病院

高度救命救急センター

須田 秀太郎

して、診療ブースを設営し診察を行った。Belau National
Hospitalでは各専門科（内科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、
小児科、救急科）にわかれ、外来診療や手術を行った。その
他に眼科、歯科の診療が行われた。いずれの活動場所におい

2016年８月６日より８月14日にわたり、Pacific Partnership

ても患者が途切れることはなかった。特に整形外科、皮膚科、

2016に国際緊急医療・衛生支援機構から救急医としてパラオ

眼科、歯科の需要は強いものであった。肥満大国パラオなら

共和国での活動に参加した。

ではの強い需要があると感じた。

主 な 活 動 は パ ラ オ 共 和 国 で の 診 療 業 務 で あ り、Palau

基本的には自衛隊の指揮下での活動であったが、どの場面

Community College、Belau National Hospital、Peleliu

においても自衛隊医療チームとNGO医療チームとの連携は

Elemental Schoolで活動を行った。診療業務の他には、現地

円滑であった。業務の効率化や、診療体制等について問題が

住民を対象としたBasic Life Supportの指導や、パラオの医

あれば、お互いに意見を出し合いながら改善させていくこと

療者を対象とした医療技術についての講演を行った。また自

ができた。その中で現地の医療や衛生状態の理解と共に、実

衛隊隊員と共に現地住民と文化交流も行った。

際の海外での災害時の活動について貴重な経験を積むことが

診療業務については、自衛隊医療チームとNGO医療チー
ムが合同で行う形で行われた。Palau Community College、
Peleliu Elemental SchoolではMedical civil action programと

3.11以降の新しい災害医療

～ 熊本地震でどう活かされたか ～
国立病院機構

災害医療センター

小井土 雄一

出来た。
Pacific Partnership 2016でのNGOとしての活動内容と今後
の展望ついて報告する。
病院の情報収集は不十分であった。
◦本部機能にかかわるロジスティックに様々な課題が残っ
た。
現在、これらの課題につき下記の方向性で課題解決が進め

我が国の災害医療体制は、阪神・淡路大震災（以下1.17） られている。
の教訓に基づき大きく進歩した。しかし、東日本大震災（以

◦医療空白を生じさせないために、派遣調整本部、地域災害

下3.11）においては、1.17と医療ニーズが全く違ったことも

医療対策会議を立ち上げ、災害医療コーディネートの整備

あり、多くの課題が再び突きつけられた。3.11以降の災害医

が進んでいる。

療の方向性は、「災害時における医療体制の充実強化につい
て」
（平成24年３月21日

厚生労働省医政局長通知）におい

◦震災関連死を防ぐための、DHEAT（災害時健康危機管理
支援チーム）などの取り組みが始まっている。

て提示された。しかし、南海トラフ地震、首都直下地震がい

◦EMISについては、災害医療コーディネーターのツールに

つ起きてもおかしくない今、これらの目標を早急に具現化し

すべく、全病院、診療所のシステム登録、避難所での救護

ていく必要がある。本講演では、今どのような災害医療の改

活動などDMATに続く医療救護班の活動を支援するため

革が進んでいるのかを述べる。3.11において、新たに生まれ

の活動状況入力項目などの改訂が行われている。

た主な課題として下記のものがある。
◦急性期から亜急性期への医療チームの引継ぎにおけるギャ
ップが問題となった。

無線を用いた通信網の確保、自衛隊などと連携した移動手
段・搬送手段の確保、高速道路SAを活用したロジスティ

◦避難所等におけるPublic Healthが出遅れ、災害弱者の震災
関連死につながった。

ックステーションの構想が進んでいる。
平成28年４月、熊本地震が発生した。3.11以降の取り組み

◦EMISは災害拠点病院ではある程度機能したが、その他の

平成30年
国際的に脅威となる感染症への備え
防衛医学研究センター

◦ロジスティクスについては、各業界団体との協定、衛星・

広域感染症疫学・制御研究部門

加來 浩器

が試された結果ともなった。その概略についても述べる。

新春講演会
訓を踏まえて、2016年２月９日に「国際的に脅威となる感染
症対策の強化に関する基本方針」を取りまとめるに至りまし
た。そこには、国際的に脅威となる感染症に対して、国際的
な対応と国内対策を一本化して推進すること、感染症の発生

近年、中国での鳥インフルエンザH7N9、国内で感染した

国・地域に対して我が国が積極的に貢献し役割を強化させる

デング熱、西アフリカでのエボラウイルス病（EVD）、韓国

こと、国内の対応能力を向上させることによって危機管理体

での中東呼吸器症候群（MERS）
、中南米を中心としたジカ

制の強化を図ることなどが掲げられています。また、同年５

ウイルス病など、毎年のように新興・再興感染症が大きく取

月27日には、主要７か国の首脳が集まるG７サミットにおい

り上げられています。日本政府はその都度、患者発生を想定

て薬剤耐性対策の強化を盛り込んだ「伊勢志摩首脳宣言」を

した対応に関する通知、特定感染症予防指針の作成、感染症

採択し、我が国はOne World One Healthの概念に基づく包

法や検疫法における規定の見直しなどを行ってきています。 括的な感染症対策を率先してリードすべき国となりました。
そしてついに、EVDやMERS発生時の国内対応に関する教

そこで本日のIEMS-J新春講演会においては、「国際的に脅
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威となる感染症への備え」として、海外から輸入される感染

感染症アセスメントやそれらへの対応策などについて概説い

症の特徴、最近の新興・再興感染症の動向などを踏まえて、 たします。

パシフィック・パートナーシップ2017
（PP17、ベトナム：ダナン）に参加して
自治医科大学医学部歯科口腔外科学講座

森 良之

送した組み立て式の歯科診療ユニットの組み立てとコンプレ
ッサーの接続から始まり、１日30人程度の現地の患者さんの
診療にあたりました。その内容は、下顎水平埋伏智歯の抜歯
術を中心とした外科処置、う蝕の充填処置、および歯周治療

この度、国際緊急医療・衛生支援機構（イームス）の一員

でした。ここでは口腔衛生状態の改善や感染制御に関する取

としてPP17に参加させていただきました。私にとって海外

り組みが必要なことを実感しました。また、診療３日目の昼

医療援助にかかわることは今回が初めてであったため、ベト

食の後、一時間30分程度の時間をいただき顎変形症手術（骨

ナムに行って何ができるか見当がつかず、大変不安な思いを

延 長 術 ）、 関 節 突 起 骨 折 の 治 療、 下 顎 骨 再 建 に つ い て、

感じていました。しかし、実際に参加してみますと、職種は

lectureを行いました。そこでは、特に腸骨海綿骨移植によ

違っても同じ思いを持った人たちの集まりであることから、 る下顎骨再建に大変興味を示していたのが印象的でした。
すぐにみんな打ち解けて、充実した活動を行うことができま

5/16、17の２日間は、Oncology Hospitalへ行き、頭頚部

した。これは私にとって大変貴重な経験となり、大きな財産

癌患者の回診に同行し、中央手術室での全身麻酔手術を見学

となりました。
5/7か ら5/18ま で の12日

ました。ここでは麻酔科や外科医の数が少ない印象を受けま

間のうち土日を除く5/9か

した。特に頭頚部癌治療に関しては、再建外科医が圧倒的に

ら5/15までの５日間は、病

少なく、限られた再建方法に委ねられているようで、日本の

院船においてアメリカ海軍

医療レベルの高さを改めて実感しました。今後、日本からも

の歯科医師とベトナム軍医

たくさんの医療支援が必要であることを実感しました。今後

とともに歯科口腔外科診療

は医局の若い先生達にもぜひ参加していただき、貴重な体験

を行いました。日本から搬

をしてもらいたいと思っております。

最近の東アジア情勢と日本の危機管理
元陸上自衛隊

し、ベトナムにおける頭頚部癌治療の実情について情報を得

西部方面総監

番匠 幸一郎

陸将

１．我が国を取り巻く東アジアの戦略環境
⑴日本の戦略的・地政学的価値の再考
⃝冷戦から、ポスト冷戦と不透明・不確実の時代へ
⃝日本列島の戦略的価値と軍事的意義
⑵最近の周辺地域の軍事的動向…
「現状の秩序」をめぐる
長く厳しい道のり

ア」配備の狙い
⃝複合事態への対応…「３＋１＋１」にどう向き合うか？
⑵日米同盟の一層の強化・発展と、新たな戦略環境への適合
⃝トランプ政権の国家安全保障戦略と日米同盟…「力に
よる平和」の意味
⃝一層の統合・クロスドメインの進化、兵站・衛生の重
要性、先進的技術の推進
⑶これからの国際任務を考える。…自衛隊の国際活動の教
訓と今後の課題
⃝イラク派遣を通じて感じた「日本という国と、日本人」

①朝鮮半島：北朝鮮の狙いと国際社会の対応
→北朝鮮問題の経緯と本質
→北朝鮮の核・ミサイル開発の進展状況と最近の動向
→日本・米国・中国等の対応と、日本・地域・世界へ

⃝「和風」の国際平和協力…今後の方向性と在り方
３．まとめとして…危機管理にあたって考えたこと
⃝危機管理の要訣と教訓…「決断、勇気、使命感、愛情」
と「人間力」
⃝プロフェッショナリズムとリーダーシップ…指揮官の

の影響
②中国：中国の最終目的は？
→中国の軍事的活動の特性…東シナ海、南シナ海で起

究極の責務
→“Prepare for the worst. Hope for the best.”
⃝平和・安全は与えられるのか？

こっていること
③ロシア：新たな戦略目標と、冷戦からの復活？
④テロ、宇宙、サイバー、EMP、大規模災害等、新た

→“Never say never.” ”Think unthinkable.”
⃝日本人としての誇り…時代の責任（100年後へと）

な脅威・危険への対応
２．国家安全保障戦略と我が国の防衛態勢
⑴「抑止」と「対処」の意味…現状と今後の課題
⃝「国家安全保障戦略」
「防衛大綱」と防衛体制の強化
…「南西の壁」戦略
①平素からの部隊配置

②機動展開等対処能力

③水陸両用作戦能力
⃝平素からの情報収集・警戒監視の強化
⃝現行の弾道ミサイル防衛態勢と、
「イージス・アショ
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