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1．はじめに

　　「医道の高揚、国民医療の増進」という目標のもと、日本医師会は国内外で多彩な活

動を実施してきた。国内では国民皆保険制度を軸に地域医療の増進を進め、平均寿命世

界一という成果を導いた。また国際的には、世界医師会（WMA）やアジア太洋州医師

会連合（CMAAO）等での活動をもとに、国際貢献を行ってきた。

　グローバリゼーションが進み、世界がボーダレス化しつつある現代、一国の医療の舵

取りは一国の現状と取り組んでいるだけではままならない。メディカル・ツーリズム然

り、環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）然り、である。このような世界の流れのなか

で、日本の医療をさらに発展させていくためには、「国際」の視点が不可欠である。

　　「国際」の視点を持つということは、欧米から何かを学ぶということだけではない。

2011年3月11目の東日本大震災においては、後に示すように、生活条件の整っていな

い途上国で国際協力を実施してきた専門家たちが活躍した。途上国経験を糧として、イ

ンフラや既存の制度が破壊された震災地においても極めて実践的な活動を実施できた。

途上国での経験が日本の問題解決にも有用であり、そこからも学べることはあるのであ

る。

　世界から学ぶというだけではない。日本から国際社会ヘメッセージを発信するという

こともまた「国際」の視点を持った活動強化には重要である。ワクチン開発などの基礎

研究成果だけではなく、目本の「地域」における優れた医療活動もまた国際的に大きな

意味を持ちうる。この答申書の最後に添付しているケーススタディーはその格好の事例

である。「地域」における優れた活動を世界に向けて発信することにより、世界各国か

らのフィードバックを得ることが可能となる。それによって、地域活動をより普遍化す

る道をたどることができる。「地域」と「国際」との間には確かに強いつながりがある

といってよい。

　「国際」の視点を持ちつつ日本医師会の国際活動を振り返り、さらに将来の活動の在

り方を検討すべく、平成20年度に初めて国際保健検討委員会が発足した。2年間の活

動成果は、平成22年3月に第1回答申書としてまとめられた。答申書では、まずは日

本医師会の国際保健活動を、国際交流活動と国際協力活動に分けて歴史を振り返りその

足跡を示した。次に日本医師会による国際保健活動の意義を示し、日本国内における国

際保健活動の代表例と国際社会における活動の実際例を紹介した。そして最後に、国際

保健の課題に今後も取り組んでいくために、医師会内外の組織体制を一層強化していく

べきことを提言した。

　今期の会長諮問は「これからの国際保健と地域医療における日本医師会の戦略」であ

る。今期は前期の答申書においてなされた提言に基づき、まず組織体制の強化を行った。

前期の委員会メンバーの主力は途上国での保健医療活動経験が豊富な専門家であった。

今期は「国際」を念頭に置きながら目本の地域医療を発展させられるよう、都道府県の

医師会より委員に参画いただいた。そして、それぞれの地域において国際保健の意義を

検討する機会が得られるようにした。第2に、各委員は国際ジャーナルであるJapan

MedicalAssociationJoumal（JMAJ）編集委員として位置付けられ、日本の経験を世界に発

信する役割が期待された。その成果として、後述するように、特に東日本大震災関連の

原稿の投稿に多くの委員が貢献した。
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　答申内容としては、まず、国内活動、国際活動の進捗について述べる。次いで、東日

本大震災を最重要課題として取り上げる。これは震災の規模が極めて大きく、日本医師

会の対応も国内を超えた国際的なものとなり、国際的視点をもつことが極めて重要にな

ったからである。そして最後に、今回の答申のまとめを行い、日本医師会の今後の国際

活動のあり方についての提言をする。

n．国内における国際保健活動

　日本国内における医療活動において、第1回答申書においては、外国人医療、感染症

パンデミック、地球温暖化問題を取り上げた。今回は日本にも関連のある国際保健の課

題として、保健医療従事者のタスクシフティング（医行為の一部を他の職種へ委譲する

こと）を議題として取り上げた。この議題はその後に東京で開催されたCMAAO特別

委員会のテrマともなった。さらに現在も議論が続いているTPPへの加盟問題につい

ても、保健医療の立場から注目され、その重要性についての理解を深めた。ここでは、

タスクシフティングの国内における意義について述べたい。

　タスクシフティングとは決して新しい概念ではない。日本においてもかつて遠隔地の

医療施設において、治療の際に看護師が大きな役割を果たしたことがある。必要に駆ら

れて、患者を救うために、通常の職務以上の職務を果たしたということは、日本のみな

らず、世界各国で経験上よく知られていることである。

　タスクシフティングの行為が世界的に注目されるようになった一つの要因は、アフリ

カにおけるHIV／AIDSの流行である。国によってはHIV陽性者の割合が人口の約20％

に達し、多くの医療従事者自身もAIDSが原因で死亡した。国家規模のダメージを受け

て、医師だけによるHIV陽性者の診断や治療が困難になり、看護師等に医療行為を任

せざるをえない状況が生じた。一方、欧米でもナース・プラクティショナーの職務が拡

大されるようになってきた。こうした世界の流れのなかで、日本でも看護師等の職務拡

大が主張されるようになり、タスクシフティングの課題が取り上げられるようになって

きた。

　国際保健検討委員会はこの問題と取り組むために会合を行い、2011年3月2～4日に

は「タスクシフティングと医療の継続的発展のための戦略に関するアジア大洋州医師会

連合（CMAAO）特別委員会」にも参加した。

　特別委員会では、まず世界保健機関（WHO）やWMAより発表されているタスクシ

フティングに関するガイドライン等が審議された。議論においては，r安易なタスクシ

フティングは患者に安全な医療を提供するうえではむしろ逆効果になる恐れがあるこ

と」、「深刻な医療人材不足や緊急事態などの特別な環境下に限定して実施されるべきで

あること」、「実施される場合は短期間で終了することを決めて行う暫定策とみなすべき

であること」などの見解が共有された。さらに、「委譲するのは特定の技術関連に限り、

診断や処方などの知識集約的な業務にまで拡大すべきではないこと」、「あくまでも患者

の安全とプロフェッショナル・オートノミーの確保を前提とし、医師の監督下での業務

委譲であるべき」等の考えが強調された。

　これらの議論を踏まえて特別委員会は、「タスクシフティングを医療人員不足の最終

的な解決策としないこと」、「業務委譲は技術領域に限定し、診断および処方等の知識
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集約的業務に拡大しないこと」、「政府はタスクシフティングを費用削減の方法と見なさ

ないこと」など、八つの勧告を含む東京声明を取りまとめた。

　元来、途上国の重要課題として取り上げられたタスクシフティングがこのように日本

の課題としても重要な意味をもつようになったというのは注目すべきことである。今後

もまた同様の課題が生じてくる可能性があり、それに対して、「国際」の視点をもって

対応していく必要がある。

皿．海外に開かれた国際保健活動

日本医師会がこの2年間に実施した国際保健の事業として、WMA、CMAAO、武見

国際保健プログラム、JMAJの活動がある。以下その概要を示す。

1．WMAにおける活動
　　WMAは1947年に設立された国際組織である。医師の独立性を確立し、常に最

　高水準の医の倫理のもとで医療に従事出来るようにすることを目的としている。

　2011年現在、100力国の医師会が加盟している。日本医師会は1951年の加盟以来、

　宣言・声明の取りまとめなど、方針策定に強力な影響力を及ぼしてきた。過去に2

　名、世界医師会長を輩出し、継続的に理事会副議長や理事等の要職も担い、会務運

　営にも貢献してきた。

　　WMAは定例の中間理事会や総会以外にも個別のテーマについて独自のネットワ

　ークを使って会議を開催している。2010年には「経済危機と医療に関するセミナ

　一」（於ラトビア）、2011年には「プラセポに関する会議」（於ブラジル）を開催し

　て、専門家集団による質の高い成果をあげWMAの政策作成に貢献している。日本

　医師会としても、このような個別の会議に積極的に参加しており、医療における国

　際的な重要課題に対しての議論に深く関与していることは、極めて意義深いと言え

　る。

　　また、日本の震災に対するWMAの関心は強く、これに対してWMAの会議の中

　で講演するなど日本医師会として応答したほか、WMAの機関誌にも震災関連記事

　を投稿した。

2．CMAAOにおける活動
　　CMAAOは、日本やフィリピン医師会が中心となって1958年に設立された。WMA

　内においてアジアからの発言力を強化するという戦略的コンセプトを、目々地域医

　療に邁進する国内の医師会員に伝え理解を得ることは、発足当時、必ずしも容易な

　　ことではなかった。しかしながらCMAAOの規模は拡大し、日本医師会は2000年か

　　ら事務局を担うことにもなり、ますます大きな役割を果たすようになってきている。

　　CMAAO事務局としての日本医師会は、2011年3月にCMAAOの主要加盟医師会の

　参加を得て、上記に示した「タスクシフティングに関するCMAAO特別委員会」を

　開催し、タスクシフティングに関する「CMAAO東京声明」を採択した。これは同

　年11月のCMAAO台湾総会にてCMAAO宣言として結実した。また、今後のCMAAO

　会議内容の充実、並びにWMAへの発信力の強化を目的として事務局が中心となつ
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て、CMAAO定款・施行細則の修正を行い、2013年以降は毎年総会を開催すること

とした。このようなCMAAOの活動は日本医師会が発行するJMAJに掲載して海外に

情報発信している。アジア・大洋州地域の医療事情やその活動内容を広報する手段

として、今後の内容充実に対して加盟医師会から大きな期待を寄せられている。

3．武見国際保健プログラム

　　1983年、日本医師会は、ハーバード大学公衆衛生大学院内に武見国際保健プロ

　　グラムを設立した。この学際的研修プログラムは、毎年途上国を中心に世界中から

　10名前後の中堅の専門家をフェローとして受け入れ、個人の研究能力開発を通じ

　て、各国の医療政策や国際保健の発展に寄与することを目指している。

　　最近では2010年度に2名、2011年度に1名の日本人医師が武見フェローとして

　　このプログラムで学んだ。その成果は日本医師会の役員、製薬協、武見フェロー

　OBなどを対象として報告されている。日本の対外政策においても国際保健の領域

　　を越えて武見フェローOBの活躍が見られ、今後も内外を問わずフェローの一層の

　活躍が期待される。また2013年は本プログラム30周年記念の年にあたり、特別プ

　　ログラムが企画される予定である。

4．JMAJによる国際社会への情報発信

　　　日本医師会が発行する英文誌JMAJは、日本医師会の活動を広く世界に広報し、

　かつアジア地域の医学の向上に貢献することを理念に掲げ、1958年、AsianMedical

　Jo㎜alとして創刊された。2001年より現在の名称になり、アジア地域から国際社

　会全体へと対象読者が拡大された。

　　現在世界約110力国の医学研究者や医療関係組織へ配布するとともに、日本医師

　会英文ホームページ上で無料公開し、日本医師会の政策、日本の医療および国際保

　健に関する最新情報を世界に発信するうえで重要な役割を果たしている。

　　例年、JMAJには、日医雑誌から選出された論文の英訳版、医学会分科会や大学

　医師会の活動紹介、CMAAO総会・理事会の議事録など、幅広い分野の論文を掲載

　　している。2010年には、糖尿病対策、国際保健活動、国民皆保険制度や病院にお

　　ける地球温暖化対策、労災自賠責保険の総説やそれに関する日本医師会の見解を掲

　載した。2011年には、産業医制度、JapanMedicalAssociationTeam（JMAT）レポート、

　生涯教育、在宅医療廃棄物の適正処理に関する調査等の論文を掲載した。さらに

　2011年3月に日本で開催されたCMAAO特別委員会の講演要旨や国際保健検討委

　員会委員による東日本大震災における経験や教訓についてのメッセージも掲載し

　　た。

　　各国医師会、専門学会、商業出版社などから数多くの英文医学雑誌が発行されて

　　いる中で、日本医師会として国際社会に発信すべき内容を独自に企画し、医療政策

　　から国際保健に至る幅広い情報を伝える唯一の媒体としての存在意義は大きい。情

　報化社会の現代における戦略的な活用が期待される。
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IV．東日本大震災と日本医師会：国際保健との接点、地域医療の強化

　日本医師会国際保健検討委員会では、2011年3月11日に起きた東日本大震災とそれ

に続く津波によって大きな被害を受けた東北地方への医療支援につき、以下のような議

論を行った。

1．大震災と国際保健の接点

a）災害対応における国際保健の役割

　　　今回の災害では、特にその初期において、情報の集約や現地の災害対策体制が機

　　能停止に陥った。そのなかで認識したことの一つに「援ける作法」の重要性があっ

　　た。その「援ける作法」においては、国際協力に関わる人々に一目の長があった。

　　基本は、援けるとは与えることではないということ、ニーズに基づいて柔軟に対応

　　すること、尊厳の尊重と信頼構築の重要性を認識すること、自分たちがやりたいこ

　　とをやるのではなくカウンターパートを支えること、の4つである。サプライ管理

　　とロジスティクスの大切さなどを学んでいることに国際協力における経験が生き

　　た。国際協力もかつて、苦い経験をした。そこからの学びである。

　　　さらに、水がなく、トイレが流せず、電気が使えないところで直面する衛生上の

　　基本的な問題に対しても、国際協力の経験は大いに生きた。そうした状況を日本で

　　経験することは少ないが、途上国では日常的に経験する。地域医療システムが機能

　停止した中で、住民教育やコミュニティヘルスワーカーといったプライマリーヘル

　　スケアの基本要素の整備が平時日本でも醸成されていることの重要性が再確認さ

　　れた。加えて、海外からの支援を、外交上の理由でだけでなく、被災者支援に役立

　　つ形で活用するためにも、活用方法や対応体制をこの機会に真摯に検討し、今後の

　　ために事前に備える必要もある。

　　反省点もある。例えば日本の医療救援チームの態勢は、（日本から海外への救援

　　チームもそうであるように）、医師と看護師を主体とする比較的少人数のチームに

　　留まっている。経験ある海外からの救援チームが備えるような、野戦病院やモバイ

　ル・ラボなどを含めた、基本的システム機能の代替補完をめざす「本気の」救援体

　制になっていない。本来は国内でそうした救援態勢を展開できるような備えが求め

　　られる。しかしそれが緊急にできない状況であれば、海外の支援と連携することも

　考慮に値する。

　　今回の災害で有効であった海外支援は資金援助であった。国内救援資金は緊急二

　一ズにタイムリーに対処できないことが多かった。対照的に、法的・行政的な制約

　や手続きに縛られない個人を介した海外の保健医療援助団体からの援助は決済も

　早く有効だった。

　　　また、行政と密接に連携した非政府の援助チャンネルを救援のしくみの中にあら

　　かじめ組み込むことが望ましい。その際には、国際協力・国際保健の活動を通じて

　形成されたネットワークが重要な役割を果たすことが期待される。

b）国内における国際NGOの役割

　　　日本の国際NGOは1995年の阪神大震災や今回の東日本大震災で大きな役割を果
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たした。特に災害発生から一週間の行政が機能しにくい期間に有効だった。一つの

役割が国内外のボランティアの受け皿であった。不安定要因の多い海外での活動に

日本人のみならず海外のボランティアを受け入れている豊富な経験が生きた。

　例えば、今回支援にあたった国際NGOのAMDAは個人的に応募してくる医療

ボランティアを医療チームに編成して被災地に派遣した。初顔合わせ同士の医療チ

ームの行動原則を「してはいけないこと以外は被災者のために何でもする」とした。

「してはいけないこと」は「医療事故を起こさない。被災者に迷惑をかけない。他

者の提案を否定しない」ことである。

　AMDAは日本語対応ができることを前提に、インドネシア、マレーシア、タイ

そして韓国から四団体を受け入れた。受け入れた理由は「何故に避難所で暴動が発

生しないのか」ということと「福島の原発被害が局地的である」ことを現地体験し

てもらい、同情の支援から尊敬の支援に変えることを目的とした。また、原発風評

対策でもあった。

　海外の医療チームが災害時に現地へ赴く理由は三つある。第一は、現地に居住す

る自国民に対する医療サービスの提供であり、第二は、その国のそれまでの支援に

対するお返しであり、相互扶助である。そして第三が、人道支援外交である。

　海外からの医療チーム受け入れば原則的に民間が対応すべきである。外務省をは

じめとする行政は公的責任問題に対する対処が必要となる。被災地の行政による対

応には限界がある。被災者対応だけでも能力を超えているのだから。また、国際

NGOと在日外国人の協力による日本国内災害発生時の海外医療団体受け入れ体制

の確立は来たる大災害に備えて急務である。なぜなら、災害は必ず来るから。絶対

に来るから。

c）もう一つの国際支援

　　被災後、中国やロシアの日本領空内への接近があったといわれている。このよう

　な国家的大災害時においてさえ、近隣国の戦略的干渉や哨戒活動は、止むことがな

　かった。一方、米軍は、日本海や太平洋の近海に展開した。外交的意味のあること

　であった。海からの災害支援のなかでは、この米国による友達作戦が最も奏功した。

　沖縄普天間基地問題との連動という政治的問題もあったとされるものの、食料や寝

　具、生活物資等々、米軍は日本政府、市町村の手の届かない地域でも局所的に対応

　を進めた。このことは認識されるべきであろう。

2．大震災経験をふまえた地域医療の強化

a）日本の地域医療の三層構造とIMArの位置付け

　　　日本の医師会は行政レベルに合わせた三層構造を有している。すなわち、市町村

　　単位の地域医師会、都道府県単位の都道府県医師会、全国単位の日本医師会である。

　　それぞれの組織は連携しているが、基本的には独立した組織として運営されている。

　　地域医師会はそれぞれの市町村の行政組織と連携・折衝をして、地域の医療行政や

　　防災対策に協力している。都道府県医師会は都道府県の、日本医師会は国の行政組

　　織と対応している。

　　　こうした視点で日本医師会を見れば、いくつかの特徴が見えてくる。第一は、国
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民皆保険制度（1961年確立）の存在である。日本全域の国民を包含する形で、健

診、学校医、産業医としての活動、介護保険、救急医療に関する活動を行ってきた。

その際、最前線で活動に当たってきたのが郡市区医師会（地域医師会）であり、そ

れを運営面等で支えてきたのが都道府県医師会だった。具体的な例として、国民保

護法に関連した災害医療協定などに関しては都道府県医師会が欠かせない。さらに、

国レベルでの行政や政治には日本医師会がその任に当たってきた。この三層構造体

がそれぞれ独立した法人格を持ちつつ連携しながら、総体として地域に根ざした医

療を行っているのが日本医師会であり、それが日本の特徴であるともいえる。

　この三層構造は、災害医療にも当てはまる。国民保護法も踏まえた医師会活動と

しては、オウム教テロ、東海村JCO放射線事故、インドネシアにおける地震・津

波の経験を踏まえて、日本医師会が当たった。また、能登半島地震や中越沖地震の

際に、被災した地域医師会の支援として災害派遣医療チーム（Disaster　Medical

AssistanceTeam：DMAT）が行ったが、今回はDMATと共に支援活動を行う組織と

して、JMATが創設された。

　被災地での医療、防災、交通などの状況は、地域によって異なる。医療チームが

連携して活動するためには情報の共有が必要であり、それを運用する指揮系統が必

要である。その役割を担うのが、地域の事情を熟知している地域医師会である。都

道府県医師会および日本医師会はそれを全力で支援する。それがあるべき姿である。

b）　DMATとJMAT
　　超急性期（48時間以内）の被害に対しては、DMATがあり、DMATは災害急性

　期のトレーニングを受けた医療チームで、医師1名、看護師2名、事務員1名で構

　成される。阪神・淡路大震災の教訓から提案され、2004年に東京で発足した。一

　方、超急性期の被害を免れた人々の多くは、学校や公民館などの避難所に一定期間

　移住することになる。避難所には小児や高齢者、持病を持った方もいて、避難所の

　厳しい環境の中で新たな疾病の発生や、持病の悪化が懸念される。そうした事態へ

　の対応は大切である。近隣の医療施設も被災していること、交通が制限されている

　　ことなどから、避難所での医療活動は重要課題となる。DMATに引き続き、この急

　性期・亜急性期の医療活動を行う医療チームとして、2010年3月に日本医師会で

　提案された組織がJMArであった。JMArは原則として医師1名、看護師2名、事

　務員1名の4人チームで構成されるが、必要な場合、薬剤師も参加する。派遣の期

　間は3日から1週間を目途とし、可能な限り派遣チームが継続して切れ目のない医

　療を提供することを目標としている。医薬品、食料、寝具も持参して自己完結型の

　支援を行うことを基本とする。

　　東日本大震災におけるJMAr活動は、目本医師会の損害保険下で行われた。また、

　WMAソウル宣言にあるプロフェッショナル・オートノミーに基づいた支援に、多

　　くの医師や医療関係者が参集し、その結果、JMATは我が国最大の災害支援活動と

　なった。JMATの活動は、被災しながらカを尽くしている地域医療の担い手を支援

　　し、DMATや日本赤十字社等の活動は、被災地の医療の立ち直りをまって撤収を図

　るのが原則であるが、JMATには地域医療に関与している郡市区医師会の自立的活

　動を支援し、保険診療の円滑な再構築に寄与することも視野に入れている。これは
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地域医療に強く立脚している日本医師会の特質でもある。

c）備えあれば憂いなし

　　今回の教訓の一つとして、“備えがないことはできない”ということがあった。

　従来の災害対応マニュアルの大半は、主に地震災害を想定したもので、今回のよう

　な大規模津波災害を想定してはいなかった。事前に準備できていたことはそれなり

　に実現されたが、備えがないことを災害後の混乱の中で迅速に実現することには大

　きな困難があった。それでも、多くの人々の知恵とひとかたならぬ努力で様々な困

　難に対処できた。これらの貴重な経験一明らかになった課題と有効だった対策など

　一が災害の備えに生かされれば、よりタイムリーで効果的な対応と救援活動の展開

　が可能になるものと期待される。

　　全国の一とりわけ東海・東南海・南海地震と津波災害のリスクに直面する地域の

　一自治体と、災害対応に需要な役割を期待される医療者、医療団体、関連企業・業

　界は、災害マニュアルを見直し、災害時の対応を助ける具体的で実用的なものに書

　き換えることは行うべき課題として考慮されるべきである。

d）震災からの学び

　d－1）大規模集団災害に対するシミュレーションの必要性

　　　　シミュレーションは、災害の大きさと、種類（地震，火災，広域放射線被曝）

　　　　によっていくつかのパターンで対応できるようにしておく必要がある。更に

　　　　時間的ステージの各ステージで必要とされる医療を準備しておくべきである。

　　　　今回の東日本大震災は外科救急医療に対する需要は相対的に低かった。そこ

　　　　が、これまでの災害と異なっていた。また、亜急性期と長期的な心のケアヘ

　　　　の移行も重層的に計画されておくべきであると思料する。

　d－2）搬送・補給の問題

　　　　透析患者や、重症の糖尿病患者への症状悪化を回避するための方策として、

　　　　域内あるいは広域の移送が早期に必要になった。幾重にも搬送の体制を持つ

　　　　ておくべきである。被害の程度によっては空輸も必要となる。報道関係のヘ

　　　　リコプターも、孤立地域の上を飛行する際には、最小限の食料や飲料水の運

　　　　搬をすべきであろう。今回は餓死者が出ることすら危惧される目時があった

　　　　からである。

　d－3）被曝医療

　　　　放射線被曝地域の医療は、独立したシステムを作っておくべきである。放射

　　　　線の拡散地図を早期に公開すること、少なくとも避難すべきでない地域の情

　　　　報は必要であった。ヨード内服の準備を、ヨーロッパ並みに常備しておくべ

　　　　きである。スイスにおける体制などを参考に特殊なこと、例外的なこととせ

　　　　ずに原子力発電所がある限り、一定地域には薬剤の配置をしておくべきであ

　　　　る。

　d．4）現金と支援

　　　　今回は、神戸大震災に比較して、緊急体制の立ち上げのための財政的バック

　　　　アップが十分ではなく、被災地では、現金を保有せず、またクレジットカー
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　　　ドによる処理も不可能であった。新たな緊急時の対応策が作られてもよい。

　　　もちろん、個人の認証については一考を要することはいうまでもない。個人

　　認証システムを有すれば、カルテの処理や、保険診療への連動などにも応用

　　ができる可能性がある。支援としては、現金の重要性と使途の自由度（車両

　　の購入等）が求められた。日本医師会からは8～18億円の資金が使われた。

　　また台湾からも約4000万円の支援が寄せられた。

d－5）予防的ヨード剤内服

　　子供への予防的ヨード剤の内服が遅れたとされる。平成24年に入り、放射線

　　障害の患者が出現し始めると推定する海外の医療関係者もいる。初動が遅れ

　　たのは事故発生への危機感の欠如によるものであった可能性がある。被曝開

　　始の数時間前からの内服が必要であることの重要性は、少なくとも放射線被

　　曝の発生しうる地域では、周知があってしかるべきではなかったか。安全へ

　　の根拠の薄い神話がもたらした点は否めない。放射線被曝量と地域分布の情

　　報をリアルタイムで国民に、特に地域の住民に流すことなく、避難すべき方

　　向等を指示しなかった罪は見過ごす事ができない。3～5年して成人を含む白

　　血病等の疾患率の上昇が海外の専門家から推測されている。初動の遅さと情

　　報の開示の遅れが被害をより大きくするという観点が欠落していた。

d－6）病院における備蓄

　　病院での自家発電のためのガソリン、重油等の不足に対しては、空輸等の補

　　給システムの整備も考慮すべきだった。ただし、少なくとも数目の電気，エ

　　ネルギー系の維持は，次なる支援を得られるまでの時間の最低限の備蓄とし

　　て工夫すべきである。

d－7）コーディネーターの指揮者の必要性

　　災害コーディネーター養成は必要だと考える。宮城では直前に養成していて

　　活躍した。特別の権限を確認する例として、石巻の例がある。最低、各県に

　　一人は必要である。また、アメリカにある連邦危機管理庁のように、あらゆ

　　る危機に対応できる組織も考慮されるべきであろう。

その他として被災活動からの教訓として以下の必要性が指摘された。

d－8）被災市町村と非被災県のベアリングによる組織的支援（業務要員とシステム

　　機能の補完・代替）の必要性

d－9）被災市町村の裁量ですぐに使える緊急災対基金の整備

d－10）訓練された指揮チームの戦略的育成と即応態勢を全国レベルで整備

d－11）災害時に必要となる各種専門チームの特定と登録／養成、災害時動員方法の

　　整備（研究機関、専門団体、業界団体、NPOと事前協定）

d－12）災害時の基幹情報を一元的に集約管理し共有化を可能にするオペレーショナ

　　ルな災害情報センターと情報ネットワークの常備および周知（情報管理計画、

　　情報・データの標準化、災害時調査データに関する公開原則の確立、災害時

　　通信システム・ネット環境構築の備え等）

d－13）企業やボランティアを含む外部リソースを効果的に活用できる態勢・制度の

　　整備（後方支援のネットワーク化と支援調整機能の備え）
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d－14）災害保健医療管理の基本知識の整備と医療職・関係職・関係組織への普及（教

　　　材の充実、講師の育成、教育研修機会の拡充）。

d－15）JMATへの栄養士などのメンバー追加。

d－16）現地にある人材資源の最大活用。

V．提言

1．地域と国際

　　地域と国際は強い関係にある。裏・表と言ってもよい。東日本大震災に直面する

　なかで、両者の関係が密接であることを知ることができた。とりわけ、JMATによ

　る災害支援ネットワーク活動は、全国規模で地域の医師会が被災地を支援し得たと

　いう点で世界に誇るべき内容を有している。

　　例えば、JMATの仕組みを韓国や台湾など日本と類似する自然災害が発生する近

　隣諸国の医師会と共有し、各国における災害支援システムとして役立ててもらうこ

　とができれば、日本医師会が震災を通して得た経験が生きてくる。また、今後、近

　隣諸国からの支援を受けなくてはならないような大規模な災害が発生した場合に、

　その一部であれ災害支援の仕組みを共有することは、必要な支援活動を迅速に進め

　る大きな助けになりうる。これは非常に大きな国際貢献と言えよう。このことは、

　震災に際して現場で実際の活動をした日本医師会しかできないものであり、アジア

　地域における医師会の災害支援の発展において、日本医師会が強いリーダーシップ

　を発揮することが大いに期待される。

2．地域の専門家と国際の専門家の協働

　　今期に入ってから、地域に根を下ろして活動している医師と、世界各地をかけめ

　ぐっている国際の専門家が、国際保健検討委員会の委員となり、活発な議論を行っ

　た。大震災という緊迫したテーマにおいても、タスクシフティングの議論において

　も双方から地に足のついたコメントが得られた。この委員会の構成は極めて有効に

　機能していた。緊急時だけではなく平常時においても、地域と国際との間には関連

　がありうるということを認識し、地域に根ざす医療従事者は、世界から学び、世界

　へ発信する努力を続けるべきである。JMAJはその役割を果たしているが、よりイン

　パクトの高いジャーナルとの連携をとり、より多くの読者にメッセージが伝わるよ

　うな工夫もまた必要である。

3．国際保健プログラムにおけるリーダーシップ

　　今期は武見プログラム、㎜、CMAAOにおいて、日本医師会は強いリーダー

　シップを発揮した。今後もまたこれらの活動を一層強化していくべきである。

4．国際保健検討委員会と救急災害医療対策委員会

　　東日本大震災には少なくとも2つの委員会が関与した。インフォーマルな形での

　両委員会メンバー間の交流はあったものの、フォーマルな合同委員会活動はなかっ

　た。今後、複数の委員会が取り組めるような具体的テーマに直面した場合、合同委
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員会開催の可能性を検討すべきである。

5．教訓の活用

　　　東日本大震災からの教訓はすでに述べた。大都市直下型地震の可能性もあること

　　から、これらの教訓を日本医師会の三層構造の中で生かしていくべきである。

6．備えあれば…

　　　東目本大震災の一つの重要なメッセージは「備えあれば憂いなし」である。今後、

　　日本医師会が震災にとどまらず、多彩な国際対応をしていくうえでの事務局体制の

　　さらなる充実を期待したい。
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V【．最後に

　地域と国際は繋がっている。地域は国際的視野から、国際は地域的視野からという双

方向の視点の重要性について、2年間の委員会活動の中で学んできた。

　過去・現在・未来において、地域住民とそのいのちを守るのは地域の医師会の重要な

使命である。そのためにも、地域は世界から学び、世界に発信していくべきである。そ

の一方で、日常の多忙な診療の現場において国際との繋がりを実感することはさほど多

くはなく、結果として医療における地域と国際の繋がりは見えにくくなっている。

　しかし、実感が少なくても海外との結びつきは確かに存在する。例えば、JMAT活動

は医師会にとって特殊な活動ではなく、地域医療に基づく医療体制の充実を図るための

支援活動であり、それゆえに被災地での医療の回復の底力になった。その意味で、JMAT

は日本の地域医療から生まれたともいえるものであるが、その中身は日本でしか効果が

ないものではない。近隣諸国の医師会による災害支援活動のベースにもなりうる汎用性、

可能性をもつことについては本答申で述べた。これは地域と国際の繋がりの一例と言え

よう。

　また、医師と他の医療関係職種のあり方は、地域医療の現場においても課題の多い問

題であるが、これも日本の医療界のみが抱える問題ではない。世界各国の医療の現場が

同様の問題を抱え、同様にその適切なあり方を探っている。世界の医療現場において、

この問題に対してどのような解釈と解決への検討が進められているかを検証すること

は徒労に終わるものではないはずである。日本には日本独自の医療制度があり、他の国

のそれとは事情が異なるという事実を認めつつも、世界共通の課題を抱える国際社会の

知のリソースにアクセスすることを念頭に置かなければ、日本独自の解決策は、それだ

けでは不十分な解決策となり得てしまう時代に私たちは生きている。タスクシフティン

グや震災対応に対して国際的な側面から考察した今期の委員会の検討は、そのことを改

めて感じさせるものであった。

　では、そうした時代の中で私たちは何に立脚し世界と相対するべきか。それがこれま

で地域医療を支えてきた郡市区医師会、都道府県医師会そして目本医師会からなるネッ

トワークの持つ相乗効果であることには、何ら変わりもない。地域と国際の間には都道

府県があり、国があることを忘れてはならない。都道府県医師会、日本医師会が地域医

師会をサポートするシステムを今後さらに充実させることにより、結果として地域と国

際の関係は深まるであろう。ゆえに、今後日本医師会の会務の遂行において、本委員会

での検討をはじめとする国際保健の視点が一層反映されることを望む。

　また、地域と国際、この二つを意識しつつ、私たちは、世界のなかによりめぐまれな

い地域があるということにも目を向けるべきである。東日本大震災への海外からの支援

をもう一度振り返ってみたい。先進国から数千万円、数億円という額の支援がなされ、

多くの日本人がそれによって助けられた。しかし、豊かな国だけが支援してくれたので

はない。一人当たりの国民総所得が200～300ドルのアフリカの最貧国ですら、日本へ

の支援を惜しまなかった。これまで日本との間で築き上げられてきた信頼感がそれを可

能にしたのである。金銭の額によらない心からの思いやりの深さがそこにはある・世界

規模で、相互に助け合うことがいかに貴いものであるかを今回の大震災は教えてくれた。

この精神をぜひ地域医療の実践にも生かしていきたいものである。
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資料

ケーススタディー（1）阪神大震災と東目本大震災：海外支援

a）阪神大震災と東日本大震災の共通現象として、多くの海外の医療団体からの支援申

　　し込みがあったことがあげられる。人道支援に国境はない。が、医療には国境があ

　　る。阪神大震災の時には外務省が厚生省に振った。厚生省にとっては大迷惑であっ

　た。東日本大震災の時には外務省が断ったケースが多い。それでもイスラエル医療

　チームには許可を出した。国内的には混乱したが、幸いにも南三陸町が後出しで受

　け入れた。在東京のイスラエル大使館からAMDAに医療通訳の要請が来た。喜ん

　で応じた。その時にイスラエル医療チームの広報官が胸を張って言った。「これは人

　道支援外交です」と。ちなみに、イスラエルの仇敵であるイランの医療チームも来

　　目していた。メディアの広報不足である。外務省も実情を発表すべきである。

b）阪神大震災の時にはフランスの「世界の医療団」を受け入れた。彼らの被災者支援

　方式は国連難民高等弁務官事務所方式だった。すべてが登録から始まった。年齢、

　性別、人数。「日本では何故に登録をしないのか」と問われた。「町内会がお世話を

　　しているから必要ない」という発言は最後まで理解してもらえなかった。

ケーススタディー（2）能登半島地震と石川県医師会

　平成19年3月25目午前9時42分、輪島市西南西沖40キロメートルの地点でマグニ

チュード6．9の地震が発生し、死者1名、負傷者358名の被害を出した。全壊家屋684

棟、半壊家屋1，732棟、一部損壊家屋26，901棟であった。最も被害が大きかったのは、

輪島市門前地区であり、人口は7，792人、高齢化率は47．6％であった。

　地震発生の翌日に小森貴石川県医師会長が門前地区に入り、山岸満能登北部医師会長

と今後の対策について協議を行った。門前町の被災は全壊家屋321戸で、避難所は18

ヶ所余り、避難者数は約1，700人だった。避難所には高齢者が多く、長期的な健康管理

が必要であると思われた。そのために、どこにどの程度の医療ニーズがあり、それに対

応できる医療資源がどれくらいあるのか情報を把握する必要があった。

　地震発生早期から多くの団体から支援の申し入れがあった。その際、医療活動につい

て現場で連携をするシステムの構成が必要であった。そこで、能登北部医師会長を議長

とする門前地区医療救護班連絡会を組織して定期的にミーティングを行うこととし、石

川県医師会は全面的にサポートを行った。ミーティングは午前9時と午後5時の1日2

回行われ、避難所周囲の医療状況を確認し、必要な情報を共有した。固定救護所を避難

者が多い避難所3か所に設定し、救護所のない避難所は巡回診療チームによる診療を行

う体制とした。救護所のない避難所では各団体から派遣された保健師、看護師が常駐し

た。こころのケアチーム、歯科医師会、薬剤師会、リハビリチームなど数多くのボラン

ティアの方々と連携して対応した。心配していたインフルエンザや感染症胃腸炎などの

蔓延もなく、被災による心の病や生活不安からの持病の悪化をコントロールすることが

できた。多くの関係者の努力により避難所生活の人々も減り、地域の医療施設の機能も

徐々に正常化し、4月24日に医療救護班連絡会の役割を終えた。
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ケーススタディー（3）東日本大震災と宮城県医師会

a）指揮権の確立

　大規模災害に限らず、災害の対応に際して最も重要なのはコマンドの確立である。災

害医療でも同様であり、今回宮城県では災害医療コーディネーターがその役割を果たし

た。宮城県では2010年7月にまず中央で指揮を執る5人のコーディネーターを任命し、

さらに2011年2月、発災の1か月前に県内各地のコーディネーターを任命した。結果

的にこれらのコーディネーターが中央・各地それぞれで医療のイニシアチブをとり、医

療のみでなく被災者の避難生活そのものをサポートする役割を担った。

　中央のコーディネーターは県の災害対策本部において、一丸となって被害状況の把

握、域外搬送の手配、診療継続不能病院の患者・職員移送の実行などに当たった。また、

自衛隊と協力し仙台市内にStagingCareUnit（SCU）を設置し、沿岸部全域での被災者の

救護・移送を行った。また、急性期を過ぎてからはJMATの配置、コーディネートを中

心とした沿岸各地の災害医療維持・医療復興に当たった。

　一方、各地のコーディネーターが中心となって周囲との通信が絶たれほぼ孤立した地

域で医療資源を結集し、基幹病院での救急災害医療に当たるとともに、多くの避難所を

調査して救護所を設置し、食料・飲料水、生活環境の状況などに合わせた被災者の健康

維持に力を尽くした。特に災害の現場では医療支援に様々な立場の人たちが入り乱れる

ことになる。このような混乱した状況ではなお一層指揮命令系統の一本化が必要であ

る。災害医療コーディネーターは県知事から任命された唯一の立場であったために、

種々の立場の違いを超え指揮権を確立することができたのである。これによって刻一刻

変化する状況に対し迅速に意唇決定をすることが可能となり、結果的に日本赤十字社も

JMATも含め統一した方針のもとでそれぞれの実力を発揮することができた。

b）薬剤の供給

　各救護所等では残っていた薬剤や支援チームが持ち込んだ薬剤を使い患者の診療に

当たっていた。しかし、薬剤の不足は日に日に深刻となり、病院によっては1日3回の

投薬を1回に減らして急をしのいでいたところもあった。このような状況の下、日本医

師会は日本製薬工業協会に協力を呼びかけ、10トン以上の薬剤が集まった。宮城県に

はそのうち6トンが供給された。輸送は米軍が担当した。3月19日深夜の真っ暗な仙

台空港に米軍輸送機が着陸した。この薬剤は自衛隊によって宮城県医師会健康センター

に届けられ、職員によって納められたのは翌未明2時過ぎであった。これらの薬剤は夜

が明けてから役員と職員で仕分けをし、各被災地医師会に届けられた。米軍と自衛隊の

存在意義は大きかった。
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