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 平成 24年 7月 12日に開催した第 1回委員会において、貴職より「世界医師会（WMA）の活動を中

心とした国際貢献と地域医療」について諮問を受けました。 

 これを受けて本委員会では、平成 24年度、25年度の 2年間にわたり諮問事項について検討を重ね

た結果、次のとおり答申致します。 
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Ⅰ．はじめに 

 

グローバル化社会の中で、国内活動を活性化させ、かつ国際的な発言力を高めるため、

2008年度、日本医師会に初めて国際保健検討委員会が発足した。2年を一期とする活動

が続き、2012年、2013年度は第 3期の委員会活動がなされた。 

第 1 期の活動成果は、2010 年 3 月に第 1 回答申書としてまとめた。そして日本医師

会による国際保健活動の歴史と意義、近年の活動事例を紹介した。また国際保健活動推

進のためには医師会内の組織体制の強化が必要であることを提言した。 

第 2期は「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」という会長諮

問を受けて、まずは組織体制の強化を行った。委員会メンバーとして、国際保健の専門

家と都道府県医師会委員からなる委員会構成とした。また、各委員は日本医師会による

国際ジャーナル、Japan Medical Association Journal（JMAJ）編集委員として位置付けた。

さらに 2011年 3月 11日の東日本大震災を最重要課題として取り上げ、日本医師会の国

内活動、国際的活動を答申としてまとめあげた。提言は大きく 4つにまとめられる。①

地域医療の専門家と国際保健の専門家が協働し、地域の特徴を生かした震災支援活動や

その他の地域医療活動を国際的に発信していくべきこと、②日本医師会の国際保健プロ

グラムとしての世界医師会（World Medical Association：WMA）、アジア大洋州医師会連

合（Confederation of Medical Associations in Asia and Oceania：CMAAO）、武見プログラム

において、強いリーダーシップを発揮していくべきこと、③日本医師会内での委員会の

連携を図るべきこと（国際と救急災害の連携など）、④東日本大震災の教訓を生かして

いくべきこと、である。 

第 3期の会長諮問は「WMAの活動を中心とした国際貢献と地域医療」である。これ

は上記の①の提言に示した地域医療と国際保健の専門家の協働、ならびに②の提言に示

した国際保健プログラムにおけるリーダーシップの強化、という内容と直結するもので

ある。第 2期の委員会活動において、日本医師会はWMA、CMAAO、武見プログラム、

において、強いリーダーシップを発揮した。 

この第 3期の期間中は、WMAによるヘルシンキ宣言改訂という大事業があり、日本

医師会の関与が求められた年であった。WMA会合に世界の若手が参画し始めているこ

とから、日本の若手医師の参画もまた期待された年でもあった。さらに 2013 年は武見

プログラム 30 周年記念の年でもあり、これにもまた国際保健検討委員会の貢献が求め

られた。最後に第 2期以来、大きな問題となった東日本大震災も世界の注目をあびてい

る課題であり、国際保健検討委員会による世界への情報発信が期待された。 

そこで今回の答申内容としては、まず、WMAに直結した国際保健活動について述べ

る。次にそれに伴って活性化した国内活動としての若手医師ネットワーク活動について

述べる。第 3に本委員会が直接関与した日本での武見プログラム 30周年記念イベント

を概括する。そして最後に東日本大震災や救急災害支援活動についてまとめた後、日本

医師会の今後の国際保健活動のあり方について提言をする。 
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II．WMAと CMAAOの活動 

 

第 1期、2期の委員会活動の中においてもWMAと CMAAOについては活動紹介を行

ってきた。しかしながら、これらの活動は会長諮問に直結する内容でもあるため、再度

その成り立ちについて述べてから、今期の活動成果を示したい。 

 

1. WMAと CMAAOの成り立ち 

1947年に創設されたWMAと 1961年創設の CMAAOとの関わりは、日本医師会の国

際活動を語る際には欠かせない。 

GHQ から一旦解散命令を受けて、戦後任意加入の団体として再発足した新生日本医

師会は、第二次大戦中、強制加入団体として軍との関わりなどで行われた好ましからざ

る行為に対し、深甚な反省を表明した。そして世界に回付された手続きを経て、ドイツ

医師会と同時期に、日本の医師を代表する唯一の団体としてWMAへの加入が認められ

た。1951年のことである。 

この歴史を紐解いて注視するだけでも、日本医師会と国際社会との関連は見逃すべき

ではない。ともすれば、膨大な国内の問題解決のため、日本医師会の活動は国内の課題

のみに関心が向きがちである。一方、国際活動の意義は忘れ去られる傾向がある。しか

しながら、戦後再発足した日本医師会が、実は国際活動によって日本の医師の代表たる

存在意義が確立されたということは確かである。この事実を私たちは折に触れ想起すべ

きである。 

WMAの活動を続けるに当たって、アジア地域を一つの声にまとめてWMAへの関与

を強化したいというのが武見太郎元会長の理念であった。その理念を実現させるため

に、関係国医師会関係者と検討を重ねて 1961 年に発足したのがアジアとオセアニア地

域の医師会連合である CMAAO である。現在まで、インドシナ半島を中心に香港・マ

カオを包括し、インドからオーストラリア、ニュージーランド含めて日本、韓国、台湾

までを網羅する大きなプラットフォームが 50 年以上も前に形成されていたのである。

加盟国 18 カ国や地域医師会を見渡してみよう。仏教・ヒンズー教・イスラム教などの

宗教や言語、文化そして国情もかなり異なる地域の医師会同士が、半世紀以上も一緒に

継続して活動しているということは注目に値する。WMAには台湾と揃って加盟してい

る中国が CMAAOには残念ながら参加していない。しかし、それでも CMAAOが包括

している人口の大きさと経済や社会発展の機運が他の地域を圧倒する勢いである。 

 

2. 第 3期のWMAの活動 

第 3 期の WMA の活動には国際保健検討委員会が深く関与した。とりわけ、2013 年

WMAフォルタレザ総会での大きな案件は、2014年に 50周年を迎えるヘルシンキ宣言

改訂という数年がかりの大事業であった。「ヘルシンキ宣言－人間を対象とする医学研

究の倫理原則」は、周知の様に、医師を対象とした倫理ガイドラインとしてWMAによ

って策定された。さらに、ワーキンググループ（WG）によって改訂作業が継続されて

きた。2008年WMAソウル総会での改訂も数年がかりの大幅なものであった。 
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ところが、総会の席上でプラセボの扱いについてラテンアメリカやアフリカと他の地

域との間で意見が大きく割れ、総会評決まで予断を許さない状況が続いてきた。このた

め、採択後直ちに当時のヒル議長がその職権でプラセボ問題検討の WG を引き続き設

置した。この WG における検討を継続した上で、論議の方向はヘルシンキ宣言の他の

部分にも向かい出していた。そのような状況を踏まえて、WG活動はヘルシンキ宣言の

全体を見直す役割にまで拡大することが承認された。 

数年間にわたる WG での精力的討議を経て、今回も小見出しを付けたり章立てを変

更するなど、ヘルシンキ宣言の構成を変更した。さらに、社会的弱者対策、補償、ビッ

グデータ、先進医療、して倫理委員会の機能など様々な要素を一から検討し直す作業が

続き、結果として大きな改訂となった。 

2013年 2月 28日から 3月 2日に東京で開催されたヘルシンキ宣言改訂専門家会議、

WGはアジア地域の声を聞く稀有な機会ともなった。この中では、補償やビッグデータ

そして倫理委員会の機能などの扱いの部分に日本医師会の主張がくみこまれた。主張の

中身は 8月末のワシントン D.C.の専門家会議、WGを経て最終案にも残された。ビッグ

データなど情報関連のテーマと、遺伝子治療や iPS細胞などの先進医療部分は、時代の

変遷に合わせて焦点を絞った宣言として別に用意することで合意が図られた。そして、

ヘルシンキ宣言ではその大枠に触れるという方向となった。 

フォルタレザ総会では、アフリカ諸国から出された意見をもとに個別の補償への言及

の過剰部分を削除した。また、現地の研究者の活動を停めないことも必要という微修正

を容認し、全体の改訂案が議決承認された。同時に、データベースに関する WG の強

化が図られ、日本医師会もこのWGに参加することとなった。 

この他、財政的切り詰め要求と医学の進歩との葛藤、そして医療への様々な形での政

治の介入に対する警告、同性愛などをノーマル・バリアント（正常変異）と定義する決

議などが、大きな論議を呼び起こしつつも、今回の総会で決定された。 

 

3. 第 3期の CMAAOの活動 

第 3期の CMAAOの活動として、2013年の CMAAOデリー総会がある。メインテー

マは「児童虐待」であった。世界の人口重心が域内に存在するこの地域で、子供のより

良い在り方を深めることは、子供の現状や未来を論じる上で大きな意義を有する。また、

私たちの社会そして地球の未来そのものを左右する問題である。その認識がこの総会で

は共有された。医療者がこの問題の重要性に気づき、地域での子供の在り方に目配りす

ることは、私たちに求められている役割である。この認識もまた皆で分かち合うことが

できた総会であった。最後には「児童虐待防止に関する CMAAO デリー決議」という

形をとった合意を発表するに至った。 
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III．Junior Doctors Network（JDN）の活動 

 

1. JDN 

JDNはWMAにおいて 2010年 10月に承認された若手医師のための最初の国際的な

プラットフォームである。世界中の若手医師の経験やアイデア、情熱を共有し、同じ

ミッションの下で国際保健を視野に入れながら活動できる場である。 

日本では、日本医師会国際保健検討委員会の下に、「若手医師・医学生分科委員会」

が 2012年 10月に設置された。委員長は中村安秀（大阪大学大学院）、委員として丸山

泉（日本プライマリ・ケア連合学会理事長）、近藤尚己（東京大学大学院）が参画し、

JDNの立ち上げに全面的に協力した。 

JDNは卒後臨床研修医で専門医研修未修の医師から構成され、WMA総会には、各国

の JDNメンバーが多数参加している。たとえば、2012年 10月のWMAバンコク総会（タ

イ）では、11カ国から 29名の若手医師・医学生が参加し、JDN代表による報告も行わ

れた。しかし、当時は日本に JDN が未設置だったため、日本からの参加者はいなかっ

た。 

このような世界的な潮流に呼応する形で、日本においても日本医師会 JDN（JMA-JDN）

を組織し、WMA総会や CMAAO総会に、若手医師を派遣すべきであると提案された。

JDNメンバーの確定までの立ち上げの時期は「若手医師・医学生分科委員会」が主導し

たものの、その後の活動方針や組織のあり方に関する議論は、JDNメンバーが主体的に

行ってきた。将来的には、若手医師・医学生が中心となって、日本医師会やWMAに対

して有意義な提言などを積極的に行うことが期待されている。 

 

2. 国際会議への参加 

日本医師会の支援の下、これまで 4名の若手医師が国際会議へ参加する機会を得た。

2013年 4月WMAバリ中間理事会への 1名の参加を皮切りに、2013年 9月 CMAAOデ

リー総会に 1名、2013年 10月にブラジルで行われたWMAフォルタレザ総会に 2名の

JMA-JDNメンバーが参加した。その他にも、同年 2月のヘルシンキ宣言東京改訂専門

家会議、11 月の武見プログラム設立 30 周年記念シンポジウムにそれぞれ数名ずつの

JDN メンバーが参加した。CMAAO デリー総会の参加者は、児童虐待に関する各国の

事情やそれに複雑に関係する社会経済、文化的背景を学ぶことが出来た。また、開催

国インドのダンスや食文化などに直接触れることは若手医師にとって視野を拡げるま

たとない機会であった。WMA フォルタレザ総会参加者は、JDN の会合を通じて世界

の若手医師と医療倫理や医療問題に関して議論をする機会があり、それを通して各国

の社会的背景を知ることもできた。同時に、世界の若手医師のアイデアや経験を共有

できる貴重な場であると感じた。しかし、日本の若手医師全体の国際保健への関心の

低さを反省した。 

JMA-JDNは JDN各国から今後も継続的な参加と貢献を期待されている。そして、長

期的に各国との信頼関係を構築して連携を強化していくことが求められている。 
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3. JMA-JDNの今後 

JMA-JDN の可能性は計り知れない。現在検討中である JMA-JDN の理念は「国際社

会との繋がりの下、幅広い視野と高い倫理観・使命観を持ち、医療・医学・保健を通

じて公衆衛生の向上を目指す若手医師のネットワークである」というものである。こ

の理念には JMA-JDN が日本の若手医師全体のプラットフォームになって欲しいとの

願いが込められている。これまで若手医師の集まりは、学会や医局、地域、NGOなど

の枠組みの中で結成されていた。しかし、それらの枠組みをすべて取り払い、多様な

若手医師が JMA-JDN のサポートを得て自由に自分達のアイデアを実行することが出

来る場となることが期待される。 

多くの若手医師は、毎日の実務に追われ、日々専門知識や技術を研鑽することに夢

中になっている。それは非常に大切な時間ではある。これに加え、JMA-JDNは若手医

師に新たな学びの機会を提供する。世界の仲間と医療倫理や医療問題を議論し、解決

策を模索して研究すること、各国の社会的・文化的背景を知ること、若手医師の意見

をまとめて Policy Statementを提示すること、海外留学すること。これらを介し、今こ

の時にしか学び得ないことを学べるようになる。そして、何よりも世界中の若手医師

の仲間やメンターと出会える貴重な機会ともなる。これは何にも代えがたい宝である。

JMA-JDN の活動を通して成長した若手医師は、10 年後、20 年後に世界的に活躍でき

るであろう。 

上記のような理念を固めつつ、JMA-JDN は、手始めに日本の若手医師の現状につい

て調べるべく Annual Survey Projectを開始した。日本の若手医師の労働環境や生活環境、

興味・関心、要望などを調査して結果を取りまとめ、それらを参考に必要があれば若手

医師の総意を政策提言にも繋げていくことを検討している。これはこれまで不足してき

た若手医師からの発信である。また、武見プログラム同様に海外留学を支援するシステ

ムの構築も検討したい。 

当面は JMA-JDN の組織構築、JMA-JDN の認知度の向上、若手医師を対象とした

Annual Surveyを日本での活動の 3つの軸とする。こうして日本の若手医師が活躍でき

るプラットフォームの基盤を作っていく予定である。また、2014年 4月に東京でのWMA

東京理事会 JDN 会議を初めとして、CMAAO や WMA 総会などの国際会議にも引き続

き参加し、世界の JDNへの貢献をしていくことが期待される。 

 

 

Ⅳ．武見プログラム 30周年記念 

 

ハーバード大学公衆衛生大学院武見プログラムが設立 30 年の節目を迎え、2013 年、

米国ボストンと東京で、30 周年を記念する行事が行われた。行事は、同窓会と講演会

で構成された。 

ボストンでの行事では、世界各地からプログラムの卒業生が集った。なかでも印象深

かったのは、卒業生たちの武見プログラムに対する評価の声である。ほとんど何も制約

がないなかで 1年間、ある者は 2年間、多国籍のフェローと交流しながら勉強できると

いう、その贅沢さへの高い評価である。すぐにはキャリア形成に影響を与えるものでは

ない。しかし、長い職業経歴の中で、確実に卒業生たちに影響を与えて来ていることが

確認できた。それを武見プログラムのマイケル・ライシュ教授は、「相互尊重」の原則
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と「個人的自由」の原則と述べた。その上で、以下のように武見プログラムを位置づけ

ている。 

「武見プログラムの一つの前提として、地域とグローバルな関係を、人間一人ひとり

が作るということがあります。武見プログラムの一人ひとりが成長し、自国の組織に帰

るとその組織がよくなります。組織がよくなると地域がよくなります。さらに地域がよ

くなると国がよくなります。最後に国がよくなると世界もよくなります。このような考

え方です。みんな一人ひとりから始まります。その武見プログラムの 1年間の勉強は贅

沢です。人生の中で 1年間、自分一人で自由に何を勉強したいか、どうやって成長する

か、これらのことに集中できます。人生の中で、非常にまれな 1年です。それによって

世界がよくなるのです」 

「私が武見プログラムで感動したのは、こういうことでした。私の同期にいたのは、

韓国のヘルスエコノミストでした。医者ではありませんでした。経済をやっている人が、

医学部、パブリックヘルスの中に入って、そこで医療経済を論じる。こういうような人

がここにも、あっちにもいるのだ、と。日本はずっと医者が医者だけでいろいろなこと

をやってきたような気がします。そうではなくて、プログラムでは、いろいろなバック

グラウンドを持った人、社会学者もいましたし、ジャーナリストもいました、彼らが保

健のことを語っていく。保健をよくするということは、医療者だけでなく、いろいろな

分野の人と一緒にこういうディスカッションを重ねることでよくなっていくのだ、とい

うことを学びました。そういう部分では、途上国と言われた国々の方がむしろ進んでい

ると思いました」（中村安秀委員） 

「私はハーバード大学に 2回行っていますが、感銘を受けたのが、さまざまな価値観

が同じように評価されているということでした。たとえば、修士号も持たず、博士号も

持たず、研究が大好きということで、日本の教授以上に論文を書いている研究員がいま

した。彼はそのポジションに非常に満足している。ハーバードで教授とならなくても、

講師としてフィールド活動を非常に熱心にやって、自分のポジションに満足してハッピ

ーな人生を送っている人もいました。日本の大学に来ると、教授になることだけが目的

のようなところがありますけれども、そうではない懐の深さをすばらしいと思いました。

個人的には、私は現場と大学をつなぐ役割を果たしてほしいと前の教授に言われました。

医療保健活動の現場にいる人は論文を書けない、大学にいる論文を書ける人は現場を知

らない。その二つを備える人がこれからの日本に求められると言われていました。その

ための足腰を鍛える作業を武見フェローでやらせていただいたことに感謝しておりま

す」（神馬征峰委員長） 

事実、武見プログラムのフェローの義務は、週１度のセミナーへの参加と質の高い論

文を期間中に１編書き上げることしかない。図書館で調べ物をしたり、ハーバード大学

やいくつもの関連大学院（政治、教育など）が提供する知的環境を楽しんだりするのも

すべて本人の自由である。 

東京での記念プログラムでは、ライシュ教授が基調講演し、5人のプログラム卒業生

が講演した。また国際保健検討委員会のメンバーが全員参加で、各講演へのコメンテー

ターや座長としての役割を果たした。講演の内容は、日本が世界に誇る国民皆保険制度

から、震災、母子保健、リスク要因、肥満に及んだ。 

武見プログラムが設立された 1980 年代は、日本の医療がある水準に達した時代であ

った。その時代に、そのことをことさらに誇るだけで無く、国際社会、特に発展途上国
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の保健との強い結びつきが重要であるという概念を持って、外と内が相互に連携し合う

姿を模索した、それが武見太郎元会長の当時の考えだったのではないだろうか。 

つまり、30 年が経って今、武見太郎元会長が考えていたことに時代が追いついてき

たのかもしれない。それを支えてきた、ライシュ教授はもちろん、当時からそうした理

念を共有していたに違い。 

プログラムの名前が、傑出した医師であり科学者でもある武見太郎博士の名を冠した

ものとなっているのも宜なるかなである。 

 

 

Ⅴ．震災・救急活動の新たな展開 

 

1. 東日本大震災 

第 2回答申では、東日本大震災に焦点をあてた報告を行った。その後、日本医師会の

活動を世界に発信すべく、JMAJ 誌に震災関連の英語論文を 14 編、また DISASTER 

MEDICINE and PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS誌に 1編の英語論文を掲載した。 

上記にも示した 30 周年記念シンポジウムでは震災発生直後から活躍してきた永田氏

からの発表があり、震災発生直後の日本医師会の活動の経緯を改めて確認することがで

きた。以下、永田氏の発表の概要である。 

 

「2011 年 3月 11 日午後 2 時 46 分に発生した東日本大震災は、岩手・宮城・福島の

東北 3県を中心に地域社会に甚大な被害を及ぼした。地震・津波に加えて東京電力福島

第 1原子力発電所事故による放射線災害により事態は深刻な状況を迎えた。国が定める

災害医療の担い手である日本 Disaster Medical Assistant Teams（DMAT）は、想定された

地震災害による重症外傷患者がほとんど発生しなかったため、十分な役割を果たすこと

なく、活動を終了した。他方、災害発生直後 40 万人いた避難所の被災者、遺体検案、

放射線災害による風評被害など数多くの問題に対して、日本医師会は同年 3月 15日よ

り新たな活動を開始した。全国の都道府県医師会から日本医師会災害医療チーム（Japan 

Medical Association Teams（JMAT）を被災地に派遣したのである。7月 15日までの 4か

月間に約 1,400チーム、約 9,000名の医療関係者が活動に従事し、被災した地域社会の

災害対応に貢献出来た。その後も日本医師会は都道府県医師会と協力して、国が想定す

る大規模災害である首都直下型地震、そして東海・東南海・南海巨大地震を想定した災

害対応の準備を進めている。その中核をなすのが、この日本医師会災害医療チーム JMAT

である。 

JMATは東日本大震災を受けて急浮上したものとして誤解されがちである。ところが、

JMAT 構想自体は 2009 年の日本医師会救急災害医療対策委員会報告書で提言が行われ

ていた。2009 年に設置された日本医師会災害小委員会において、国内の災害医療の専

門家と共に、日本医師会そして地域医師会として災害医療で出来ることを議論しながら、

少しずつ JMAT構想は練り上げられていた。 

その構想のきっかけとなったのは、米国の自然災害対応策である。2004 年から 2006

年において、米国はハリケーン・カトリーナに遭遇した。ハリケーン・カトリーナが通

過したニューオリンズでは、退避が遅れた住民が劣悪な避難所で過ごし、高齢者が空軍

機で広域搬送されていた。 
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当時の米国の災害医療は、同時多発テロや炭疽菌事件を受けて、テロ対策、特にバイ

オテロ対策に重点が置かれていた。一方、大量の被災者が発生し公衆衛生上の問題が発

生する人道災害の対応については十分な備えがなかった。従来の災害医療では、多数傷

病者（交通事故などで大量の負傷者が発生する状況）を前提としており、トリアージや

外傷治療、搬送が重要視されていた。他方、避難所問題などの人道災害は先進国では重

要視されていなかった。災害医療には、大きなパラダイムの変化が必要であった。 

JMATのあり方を検討する上でもう一つ参考にされたことは、過去の国内の災害にお

ける地域医師会の活動であった。各都道府県医師会に依頼して災害対応の報告書を調査

したことがある。なかでも兵庫県医師会そして神戸市医師会がまとめた 1995 年の阪神

淡路大震災における詳細な活動報告は、JMAT活動の原型となった。外傷患者やクラッ

シュ症候群が注目された阪神淡路大震災。その一方で、避難所や遺体検案も大きな問題

であり、地元医師会が活躍したことに着目した。また、調査を通じて、地域医師会は災

害対応に重要な役割を果たしてきたことを知ることが出来た。1985 年に起こった日航

機御巣鷹山墜落事故の際は、群馬県医師会が中心となって遺体検案活動を行った。1991

年長崎県雲仙普賢岳の噴火の際は、地元医師会が中心となって負傷者の対応を行った。

このように、地域医療と災害医療が密接に関係していることが明らかになったのである。

これらの経験を踏まえて、被災地に派遣された JMATは必ず、地域医療の担い手そして

最後の砦である地域医師会の指揮調整下のもので活動することが徹底され、その結果、

被災地での活動が円滑に行われた。 

気候変動と災害による経済損失は年々大きくなってきている。災害医療は今後医療の

中心分野として位置づけられなければならない。その際、公衆衛生、国際保健、そして

地域医療に基づくことが求められる。」 

 

2. フィリピン被災地での自衛隊との連携 

2013 年 11 月 9 日にフィリピンにおいて台風 30 号による甚大な被害が発生した。

AMDA は 11 月 12 日から調整員や看護師派遣に続き緊急医療活動を開始した。日本か

らの最初の医療団体だった。対象の被災地は、レイテ島、サマール島、セブ島そしてネ

グロス島などである。「台風ロード」の島々である。課題は 3 つあった。医師免許、安

全そして輸送である。フィリピン政府は海外の医師免許での国内活動を認めていない。

今回は横倉義武会長と石井正三常任理事の迅速な判断のもとに、日本医師会として

AMDAに対して支援金を送り、同時にフィリピン医師会と自衛隊との調整がなされた。

フィリピン医師会との連携により、医師免許は問題なくなった。2013年 4月 15日発足

した「アジア相互扶助緊急救援ネットワーク（事務局 AMDA）」所属各団体医療チーム、

AMDA 各国支部医療チーム、海軍関連医療チームそしてフィリピン医師会所属地区医

師会の合同活動は、2004 年のスマトラ沖地震・津波被災者救援活動以来の大規模な多

国籍医療チーム連携である。更に、2014年 3月 8日には台風 30号復興支援国際会議を

マニラにおいて開催予定である。 

災害医療と救急医療は決定的に異なる。救急医療は少数の患者を対象に通常の安定し

た医療システムで対応できる。一方災害医療においては、圧倒的多数の被災者に対して、

少数の医療スタッフが予測不可能な多様な環境下で対応せざるを得ない。災害医療では

医療スタッフの役割が 20％。その他の役割が 80％である。救急医療ではその比率が逆

となる。一番大切なことは活動場所の安全性の確保。次が活動場所への輸送と通信の確
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保。この 3 点が確保されて人と物資の投入が可能となり、診療行為もまた可能となる。

今回の被災地は島々である。フィリピン海軍との連携により安全性と輸送を確保。通信

は携帯電話で。医薬品や生活支援物資はマニラで購入。診療場所は村々の健康センター。

健康委員会ボランティアが患者を集めてくれた。往診も実施。不安定な治安状況でフィ

リピン海軍が護衛をしてくれた。一方、年末で撤収する自衛隊の存在は、下記の事例の

ように危機管理的視点からも有益であった。 

それは、1994 年、ルアンダ難民救援活動においてザイールのゴマ市に初めて海外派

遣された自衛隊と連携した際の活動事例である。難民には武器を持った多数の民兵が混

在していた。飲料水として使用していたキブ湖の汚染により毎日百人以上のコレラ患者

の死亡が発生した。自衛隊の「ゴマ風呂」は死臭を洗い流すのに大好評だった。AMDA

医療チームは、難民キャンプだけでなく、ゴマ市民病院における自衛隊医療チームの外

科手術にも通訳を派遣した。危機管理として AMDAと自衛隊の無線の周波数を合わせ

ていた。ところが、某日、AMDA 医療チームが難民キャンプ内で難民に襲われた。重

武装した 1個小隊が直ちに救出に駆けつけて助けてくれた。襲われた理由は AMDA医

療チームが借りていた自動車が盗難車であり、元の持ち主の難民がそれを取り返そうと

したことと後に判明した。その後も自衛隊とは緊密な連携のもとに医療活動を続行して

いる。当時の国会で野党が「自衛隊派遣業務には救出の項目がない」と質問した。政府

答弁は「救出ではなく、搬送だった」というものであった。自衛隊の存在と役割に関す

る認識はかくも昔日の感がある。 

東日本大震災においても、自衛隊、日本医師会そして日本赤十字社が日本国内の災害

医療の御三家として活躍した。次は海外災害医療支援である。「開かれた相互扶助」の

実施である。武見太郎元会長が創設した CMAAO 医療ネットワークは、医師免許と医

療スタッフに加えて各国の軍との連携により活動場所の安全性と輸送も包括できる大

きな可能性を秘めている。武見太郎元会長の哲学である「プロフェッショナル・フリー

ダムとノーブレス・オブリージュ」を日本の災害医療において実現した日本医師会がア

ジアと大洋州の人たちの「命を助け、救い、見放さない」ためにどう行動するのか。フ

ィリピン台風 30 号被災者救援活動はその契機である。更に、壊滅状況のレイテ島のタ

クロバン市と広島県福山市との姉妹縁組にもとづいて日本医師会所属福山市医師会が

医療チームを AMDAと共に派遣した。タクロバン市長およびタクロバン市医師会は大

歓迎だった。本当に困った時に誰が来てくれるのか。真の友は誰か。災害医療は心の外

交でもある。記念すべき自治体医療外交の第一歩である。日本が、アジアが、世界が必

要とする 21 世紀の災害医療のモデル形成のイニシアチブを日本医師会がとることが期

待されている。 

 

 

VI．最後に 

 

繰り返しになるが、第 3期の会長諮問は「WMAの活動を中心とした国際貢献と地域

医療」である。今期、日本医師会はWMAの活動としてヘルシンキ宣言の改訂に大きな

国際貢献を果たした。また CMAAO の総会においても児童虐待をテーマとする議論に

積極的に参加した。しかも今期は JMA-JDNが発足し、これらの会議にも若手医師が出

席し、貴重な経験を得ることとなった。国際保健検討委員会のメンバーは JMAJ誌等を
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介して 15編もの論文発表を行い、国際発信も十分に行った。AMDAを中心とした国際

貢献も見逃せない。当然のことながらこれらの活動は今後も継続されるべきである。 

その一方で会長諮問にある地域医療への貢献はどうか？この点は再考の余地がある。

例えば、ヘルシンキ宣言のどの部分が地域医療の改善に結びつくのか？あるいはビッグ

データや先進医療に関する国際会議での議論がいかに地域医療と関係してくるのか？

CMAAO における「児童虐待防止に関する CMAAO デリー決議」のどの部分が地域医

療にとって重要な意義をもつのか？まとめて言い換えれば、国際的に議論されているテ

ーマをいかに地域医療に翻訳していくか、は今後の課題であると思われる。 

それだけではない。委員会の議論においては、地域による医師の偏在の問題が何度か

取りあげられた。外国人のための医療通訳の話題も何度か取りあげられた。地域医療が

かかえる重要課題に国際保健はどのようなヒントを与えることができるのか？あるい

は解決策を提示することができるのか？もう一歩努力が必要である。特にこの問題意識

を踏まえつつ最後に３つの提言をしたい。 

 

 

1. 国際保健による地域医療への貢献 

東日本大震災においてはいくつかの具体例が示された。平時の地域医療に対しても

国際保健の貢献を追求すべきである。 

 

2. WMA、CMAAOにおける JMA、JMA-JDNの国際貢献 

ヘルシンキ宣言後も WMA、CMAAO は世界的な保健課題について議論を続けてい

く。今後は JMA-JDNも含めた日本人医師による国際貢献が期待される。 

 

3. 発信力の強化 

既存の JMAJ 誌、国内雑誌等にとどまらぬ、多彩なメディアを介した地域医療の成

功例や国際保健の地域医療への貢献に関する発信力の強化がなされるべきである。 


