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ｌ災害医療への取り組み災 の

平成７年は我が匡lの災11；医療体制を根底から

考え直させることとなった、１反ﾈ'１I淡路大震災と

サリン災濡が起こりました。いずれも災害医療

センターfiU立の直前のことでした。まず阪神淡

路大震災は、死者6,433人、行方不U１粁３人、

重傷肴10,683人、軽傷群33,109人という終戦後

未曾有の人災害でした。しかし、このi1t重な経

験から、①災害発生現場で急性期医iMiが行われ

ていたら？②災害医療を専門に扱う病院があっ

たら？③飯{〃忠若を医恢体制も崩壊した災害現

場から腿縦休iIiUが充実している域外へ搬送でき

ていたら？④医療情報が関係機関に-1-分に伝達

されていたら？という４つの課題が浮き彫りと

なりました。

その後、政府と災害医j)lfセンターを'''心とす

る関係機111-体となって上記課題の解決に向け

て取り組みました結果、①については、発災後

48時lllj以内の超急`性ﾉﾘjに被災地域に赴いて災害

医療を行うＤＭＡＴ（災脊派遣医療チーム）が

養成されることになりました。災害|笈療センタ

ーは平成16年度からＤＭＡＴｌＯＯＯチーム達成を

日指して研修を開始し数多くのＤＭＡＴチーム

を産みだしてきました｡さらに平成22年４月1

[1厚生労働fll長政局ＤＭＡＴ事務局が災害医療

センターに設世されました。②については、平

成８年災11；拠点病院として、基幹災制憂療セン

ター54施設、地域災需耀療センター5()0施設が

桁定され、既述のとおり当災害医療センターは

これら施設の中心的役割を果たしています。③

については、災害医療センターも参iIliする内閣

府中央防災会議において、ヘリコプターや固定

翼機を利)|Iする広域搬送i汁而が、近未来での発
生確率が,↑liいと推定されている関東ｉＩｌｆ下型地震
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独立行政法人国立病院機構災審|彊療センタ

ーは、当時のI型1立立川ｿ剛慌と国立王ｆ病院を統

合して、．､ﾄﾞ成７年７)１１１I我が国の広域災害医

療の基紳施設として立)||広域防災JIL地の一角に

設立されました。以来全国の国立病院機構災害

医療ネットワーク施設ならびに都道府眺L指定災

害拠点病院に対して災1if医療の1:'1心１，町役ｔ１ｉＩを果

たしてきました。“平常時にできないことは災

害時にもできない"をモットーとしています｡

すなわち、平常時には、文字通り北多摩西部医

療圏における最後の鰐として、広域災害時に重

要な、多発外傷、熱傷、クラッシュ姉侯群など

に重点をIITいた三次救命救急医療と23診療科に

よる高度総合医療を実践しています。さらに、

わが国の災害医療対応能力の向上に資するべ

く、災:ili:腹iMfに関する臨床研究、｜ｸ鋤(従事者等
の教育研修、情報発信に努めていますｃ

蕊
や、東海・東南海、爾海地震について策定され

ています。④については、すでに当災博医療セ

ンターが策定に関与しました広域災需救急医療

情報システム（EMIS）が稼働しており、中越

地震・ＩＩＪ越711'地震・岩手宮城内陸地獲などでそ

の威力を発椰しています。

大規模災１１；では、発災後48時１１U以内の超急`性

期医療が:１１典なことは勿論ですが、それ以後の

避難所における医療や被災地における医療補完
なども同じく重要です。災害医療センターは、災害医療センター全景
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このような要請に応えられる|笈療チームを、全

図災害拠点病院とNMf病院機w#病院に錐成すべ

く、毎年計３１iT1災害１ｹ：療従里ji群研修を行ってい

ます。

一方､サリン災害の経験から、テロ的なｘ（原

子〃)Ｂ(生物学的＝ﾙ''1菌．ウイルス)Ｃ(化学物

質）災害への備えが必要なことを受けて、災害

医療センターはNBC災害訓練を毎年ｌ～２１１，｜

行うとともに、上紀ＤＭＡＴ獲成研修と災雷医

療従事者研修にこの要素を取り入れています。

｜今後の課題

」山麓や津波などの人規模災轡が発生します

と、被災現地では急激に医療ニーズが噸火する

にも拘わらず医療態勢が圧倒的に不足する状態

にlliilります。岐近のハイチ'五|地麓災害やインド

ネシア国津波災害では、被災Ｉ１ｉｌの医療スタッフ

ならびに殻I111iの不足が甚大となったため、わが

Iiilをはじめ多くの国から派近|ｸﾐ縦チームが医薬

品・盗器材を携行して駆けつけました。しか

し、発災後48時間以|ﾉﾘの医療介入が救命のため

のタイムリミットとされています。まず、当該

低lの被災地域外から医療チームを動只できれ

ば、外国の医療チームより数段早く被災地に到

着できることでしょう。この際、医師と看護師

だけでは災1i;派迭灰振チームは十分な力を発揮

できません。薬剤師・放射線技１１１ル臨床検査技

師やロジステイックス１１１当考もチームに欠かせ

ません。さらに、消防・警察・軍隊．行政府な

どとの密接な連携も必要です。

このような観点から、災害lｸﾐ療センターはこ

れまで培ってきた経験を生かして、災諜医療体

制が艦っていないliil々に、ＤＭＡＴ隊LI養成・

災審拠点病院設置・広域医療搬送体制などにつ

いて砿極的に技術移転を行おうと考えていま

す。その際、ｌ:Ii1際医旅協力について幾1;1なノウ

ハウをお持ちの国際脹療技術交流財団にご協力

をお願いしたり、協ll1して活動することが多々

あることとｲﾄﾞじますので、イ１１率よろしくお願い

ＩＩＬ上げます。

■災害医療に関する国際医療協力

災害医療センターtiI立後、）M施設において災

害対策木簡ljを立ち上げて同|ﾉl外の災等に対応し

たｌｊｌ例および当施設職員がJICA|茎|際緊急援助

隊（JDR）に参画した事例は衣の通りです。’五Ｉ

外対応事例のうち、イ'ミペルーlKI11本人仇公邸IIi

拠り１件、キルギスFi111本人拉致事件、イラクＩｉｉｌ

医療事情視察は政府の要請を受けて施,没全体が

対応したもので、他は職員がJDRチームの－１１
となって被災国に赴いて活躍した事例です。

また、災需医療への対応が'一分ではない多く

の途｣二国では、災需医療に通じた専'''１の医療ス

タッフを養成することが肝要と考えられます。

その第一歩として平成21年２)|、わが1i(|とも関

係が密接なベトナムlIilハノイ,|jにあるlK1立バク

マイ総合病院救命救急センター副部躍Chi医師

を'1災害医療センターに招１１ＷしてＤＭＡＴ養成

ＩＤ|:修に参加していただきました。今後もこのよ

うな取り組みを続けてまいります。
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この度の受伐を記念して､2009年12月７１１，

｢外務大臣表彰受賞感謝のつどい」をKKRホ

テル東京で開１Ｍ:致しました。ご来賓に外務省

はじめ関係機UL1、在:lj(大使館、１翅1際協力１１１

体、｜長旅関係ﾄ１１体、Ｘ１ｉ:業関係の各位、平素よ

り格段のご支援を頂いております徒助会只の

個人・IJI体・企業の各位、計約150名のご臨

席を11》1)ました。

冒頭、河合AlAIll事長から、皆様への謝意、

帰同研修貝がlﾘ:国でリーダーとして活蝿して

いること、今後の11ｲ団の展望とより一同の成

果を求め努力していく片の挨拶がありまし

た。

ご来資を代表して外務省国際協力局参事官

の須永和男様からご祝辞を頂戴し、「わがＩＴＩ

の政府|)'1発援助の中でもI矢療協力は国際社会

から,<i〈評価されている。医療従蛎者の人材

育成は極めて:i匝要な課題である｡」とのお話

しがありました。

征

一一

蕊蕊
■

、

本11ｲ団は、長年にわたるii雌外研修L1の受け

入れ、専Ｉ１Ｉ１家の派世、調査卜１１の派過、’1(1際医

旅技術学化交流セミナー及び']:1際|夷;|)I('１ルカフ

ォーラムのI)M催等を迦じ、開発途上IIilの医療

技術の振興及び交流促進、１ｸﾐiMf技術群ｲ11互f111

解の深化に尽力し、｜止界各地の開発途上国の

保健医療サービスの墹進にjji献したとして、

平成21年度外務大原表彰を受iii致しました。

}1ｲＩＪＩ創設から今日まで関係各位の本1M.１１１に寄

せられました絶大なご協力とご支援に対して

深甚なる感i洲の意を表します。

匠
ら塾 －両壱｡

[祝辞】須永和男外務省国際協力局参事官I挨拶】河合忠理蔀長

10

画ド115可

■一打
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Ｙ￣－－弓 講淡会後のレセプションでは、主催肴挨拶

を中山Il1ili粕誉会長、来賛代表のご挨拶をペ

ルー共和lI5lのファン・カルロス・カプニヤイ

特命全椛大使、JIMTEFlｸﾐ旅関連職種211J１体

協議会の代表挨拶を社'11法人日本理学;ljl(汝

士協会の'12111-登会長、餐助会員の代表挨拶

を社団法人’１本柔道整復|ili協会の萩原正会

長、乾杯とご挨拶を財1F１１法人国際開発救援

財L1jの飯lHi延浩理事長から]Ⅱ戯致しました。

本会では、本財団からの訓･慾を関係各位にｉｌｌｆ

接お伝えするとともに、今後の活動へのご要

望を拝聴することができ、また、ご参力１１の杵

様に|;IRI際|堰療協力に関するIiIi報や意見の交換

をして頂く機会を共有することができたと存

じております。

外務大lF
MMili人Ｉ

I

！
lhHfDか

[記念訓演】林茂樹災害医療センター院長

続いて小西忠一郎常務理事から、設立以来

の事業笑絞について説明があり、主たる事柴

である研修』』の受け入れが、創設者の渡辺美

禰雄初代理班暹が掲げていたI:1標の1,000堵

(99カ国）を超えたとの報告がありました。

そして、記念講演では、独立行政法人ＩＲＩ

立病院機榊災害医療センターの林茂樹院優

(厚生労働省新型インフルエンザ専門家会議

委員）によります「災害医疲とlrl際協力｣、

さらに「新ｌＭインフルエンザ」についてご,;ル

旗を頂きました。木講演では、災害医療セン

ターを中心とするわが国の災媒医療体制の現

状と課題、わが'箙1の災害医療チームによるIﾉﾘ

外での経験と教iiIl、広域災;if救急医療情報シ

ステムや災鱒'億旅を担う人材の育成につい

て、具体的な１}i例を交えてお話し頂きまし

た。新型インフルエンザについては、最新の

動向と対策状況について解説Ⅸきました。会

｣j跡にお越しくださいました暖iM(UL1係者、｜玉|際

協力関係者にとって、極めてutlEかつ有締な

情報でありました。とりわけわが国の災害|シミ

療の経験が、海外での災害１ｹ鋤(においてもｉｉＩｉ

かされていることをご理解Ⅸ〈ことができた

ものと存じております。

(ii蕊》！

●

【来賓挨拶】フアン・カルロス・カプニヤイペルー共和国特
命全権大使

○外務大臣表彰とは●

本表彰は、毎年、国際１１１係のさまざまな分

野で活雌され、わが圧1とiilf外国との友好親糠

関係の堀進に多大な貢献をされている１１ｺで、

特に顕著な功統のあった個人及び団体に対し

て、その功紙を称えるとともに、そのiiiIhlilに

対する一ﾙiの理解と支持を各匡1民にお願いす

るものであります。

1１

《ii霞》
外ﾘｶﾞﾊﾟIi1表彰糞IY感謝のつどい

'1(ＩＩｌｉﾉi人lj饗,医撫弦術交流財ｌ１ｊｌ
￣￣

｝｜’”･／

旨1:.．
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