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1.  ご挨拶 

開設 20 周年おめでとうございます。もう 20 年にもなるのかと感慨深いです。国際医療救

援部を作られた栗山康介名誉院長は大変先見の明があったと思います。ダイバシティでグ

ローバルな人材が多く育ったと思います。国際医療救援は当院の看板にもなりました。高度

な医療と救急が当院の地域の期待と使命です。一方、赤十字の使命である災害医療、国

内救護と人道を基本とする国際救援も当院の顔でもあります。 

石川清名誉院長が以前に仰っていましたが、病院で要らない人は派遣しないと。確かに

日本で要らない人は世界へ出せません。かえって現地の方へ失礼です。社会は人の集合、

つきあいのコミュニケーション、気持ちを伝えることは言葉だけではありません。プロジェクト

を完遂するには、パートナーとして認め合い、リスペクトしなければいけません。新たなこと

に挑戦するのは、慣れれば楽しいですが、はじめは躊躇します。国際救援の世界に踏み入

れた方は、決して後悔は無く、視野が広がったと思います。我々は一生学び続けなければ

いけません。 

 コロナ禍で心からの支援が難しくなっています。瞬時に大きく変革するニューノーマルの時代ですが、何か工夫して日

本人らしい国際救援を継続していきたいと思います。 

 

2001 年 4 月、当院が国際医療拠点病院となり、国際医療救援部が設立され 20 周年

を迎えます。この 20 年の歩みは私の当院での歩みとほぼ同じであり、国際医療救援部

とともに時を刻んできました。そしてこの 20 周年とともに、私の当院での現役生活に幕を

降ろします。現任の院長である佐藤公治先生、前任の院長である石川清先生、現在は

高山赤十字病院の消化器内科部長である白子順子先生、そして現在の国際医療救援

部長である杉本憲治先生という歴代の国際医療救援部部長をはじめとする素晴らしい先

生方、そして国際救援の仲間に出会い、様々な国・地域への派遣、国際救援関連の研

修、そしてイベント開催等に取り組んできました。 

国際医療拠点病院の役割のひとつである人材育成については、当院独自の国際医療救援

要員の登録制度を設置し、日本赤十字社集中語学研修の企画・運営、赤十字国際委員会か

ら講師たちを招聘し実技中心の「災害外傷セミナー」の開催、そして国際活動を志す看護師の研修制度の設立等を行ってきま

した。この研修制度は院内のみではなく他の赤十字病院等を対象とし、国際医療救援部のみではなく病院全体で人材育成に

取り組み、今年度で 23 名の研修生が修了しました。 

国際医療救援部が設立された頃は、海外での大規模災害が多発し、毎年のように要員を派遣したこともありました。日本赤

十字社は基礎保健型 ERU をもつことから始めましたが、20 周年を迎えるにあたり、念願であった病院型 ERU(Field Hospital)を

持つことができました。熊本赤十字病院の宮田昭部長(現在副院長)が「日本赤十字社の国際救援要員の強みを活かした派遣

は、病院型 ERU(Field Hospital)をもつことだ。」と提唱されてきたことが実を結び、感慨深いものがあります。 

  私たちを取り巻く社会・国際情勢はこの 20 年で著しく変化し、また国際救援活動の内容も変化するとともに、国際活動およ

び要員の質を求められるようになりました。今回の COVID-19 パンデミックは、まさに「グローバルヘルス」を考える機会にもなり

ました。出入国制限の中、「派遣の機会がなくても日本に居ながらできることはあるはず。何ができるのか」と、多くの方々は思

い悩まれたと思います。しかし今はまさに、国内も国際もなく、グローバルな時代なのです。被災地や紛争地域で活動すること

は重要なことですが、それが国際活動のすべてではないと思います。 

あらゆる状況下に暮らす人々のことを考え、行動する国際医療救援部を目指していただき、今後の益々の益々のご発展と

みなさまのご多幸を祈念しています。 

最後になりましたが、20 年間、ありがとうございました。 

名古屋第二赤十字病院 院長 

初代国際医療救援部部長 

佐藤 公治 

名古屋第二赤十字病院 

副院長兼看護部長 

伊藤 明子 



世界の健康保健状況も社会情勢も大きく変化するなか、名古屋第二赤十字病院の

国際活動が始まって 40 年余り、国際医療救援部として組織化されてから 20 年がた

ちました。 

個の力に大きく依存していた初期の活動に比べ、教育システムやサポートシステム

の整備により個の強みを生かすのはそのままに、組織として足りないところを補い合

う形が少しずつ形成されてきたように感じています。 

名古屋第二赤十字病院から派遣された要員の経験だけでなく、日本赤十字社の国

際活動の歴史を語り継ぐ組織でありたいとの想いから要員派遣だけでなく、研修やマ

ニュアルづくりにも力を入れてきました。そこで出会った多くの仲間とともにこれまでの活動の歴史の 1 ページを振り返る

とともに、この記念誌を編集する作業が未来のマイルストーンを探し求める機会になれば嬉しいなと感じています。 

 

2001 年 4 月に国際医療救援部が設立され、20 年の歳月が流れました。ここまで、大

きな事故もなく運営できたのは、歴代の国際医療救援部部長、副部長、そして院長をは

じめとした病院幹部、そして、本社国際部のお力添えがあってのことと思います。この場

をお借りして、御礼申し上げます。日本赤十字社の国際医療救援活動においては、多く

の緊急救援事業、保健支援事業、難民支援事業や復興支援事業などがあります。なに

よりも、その現場に出向いた派遣者、すなわち当院の救援部スタッフ、登録者がそれぞ

れの任務を遂行し、そして、その経験をもとに自己成長を遂げ、途絶えることなく次代に

伝承していることが、20 年の歳月の中で得た大きな財産だと思います。2020 年は

COVID-19 の流行があり、また、ERU も診療所型から病院型に変更する節目にありまし

た。先の見えない時代だからこそ、経験や学びに加え、正確な情報収集能力、判断力が格段に求められる時代にあり、

救援部の発展とはさらなる人材育成であると確信し、微力ながらみなさんの成長に寄与したいと思います。 

 

私は、2000 年に赤十字の理念に基づき中立の立場で敵味方の区別なく救護活動を行

う重要性を再認識し、国際医療救援要員を志すことを決めました。当院の国際医療救援

部の歴史と私自身の人生が重なっていると言っても過言ではありません。 

この 20 年を振り返り最初に思うことは、部長・副部長をはじめ国際医療救援部のメン

バーや関係者の方々に恵まれていたということです。派遣や研修会の企画運営を通し、メ

ンバー其々が協力して活動し、様々な学びを得ることができました。その中で、一番大切

だと感じているのは、私たち一人一人がプロ意識を高く持ち学び続け、その上で IPW

（Inter Professional Working）を実践すること、そして「相手の立場に立ち自分にできること

を尽くす」ことです。これは、私の人生の軸となっています。 

2020 年の新型コロナウィルス感染拡大により IT 技術を活用したコミュニケーションは急速に進みました。赤十字の理

念と諸先輩方からの教えを念頭に置きつつ、変化を柔軟にとらえ、皆さまと一緒に新たな時代を作っていきたいと考えて

います。今後ともご指導をよろしくお願いします。  

第 4 代国際医療救援部部長 

杉本 憲治 

国際医療救援部副部長 

第二総合内科部部長 

横江 正道 

国際医療救援課課長 

看護副部長 

関塚 美穂 



2.  年表で見る国際医療救援部の歩み（2011～2020 年） 

世界と日本の動き                              日本赤十字社と当院の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 年 

平成 23 年 

2012 年 

平成 24 年 

2013 年 

平成 25 年 

2014 年 

平成 26 年 

2015 年 

平成 27 年 

1 月 アラブの春 

3 月 東日本大震災 

7 月 地上テレビのアナログ放送終了 

地上デジタル放送に移行 

4 月 ミャンマー民主化進展 

5 月 「東京スカイツリー」オープン 

9 月 2020 年五輪が東京に決定 

11 月 フィリピン中部に台風直撃 

 

 

4 月 消費税が 5％から 8％へ 

9 月 御嶽山噴火 

 

 

 

 

4 月 ネパール地震 

 

 

 

 

 

10 月 マイナンバー制度開始 

3 月 東日本大震災救護・復興支援 

5 月 看護フェスティバルの開始 

12 月 フィリピン南部台風災害救援 

11 月 フィリピン中部台風災害救援 

11 月 近衞社長が国際赤十字・赤新月社

連盟会長に再選 

2 月 西アフリカ・エボラ出血熱救援 

12 月 名古屋第二赤十字病院創立 100

周年 

 

 

3 月 地域がん診療連携拠点病院の認定 

4 月 ネパール地震災害救援 
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2016 年 

平成 28 年 

2017 年 

平成 29 年 

2018 年 

平成 30 年 

2019 年 

平成 31 年 

令和元年 

2020 年 

令和 2 年 

4 月 熊本地震 

5 月 伊勢志摩サミット 

11 月 地球温暖化対策「パリ協定」発効 

 

 

 

6 月 上野動物園でシャンシャンが誕生 

8 月 ミャンマーからバングラデシュへ 

約 70 万人の避難民が流入 

 

 

6 月 西日本豪雨 

9 月 北海道胆振東部地震 

9 月 インドネシア中部スラウェシ島地震・津波 

 

 

 

 

 

5 月 皇太子徳仁親王が第 126 代天皇に

即位。「令和」に改元。 

 

 

 

10 月 消費税が 8％から 10％へ 

 

 

 

2 月 新型コロナウイルスの感染拡大 

3 月 WHO、新型コロナウイルスの 

パンデミック表明 

7 月 レジ袋有料化スタート 

 

 

 

 

4 月 熊本地震災害救護 

 

 

5 月 伊藤副院長が第 46 回フローレンス・

ナイチンゲール記章を受章 

9 月 バングラデシュ南部避難民救援 

 

 

3 月 国際的認証機関 JCI の認証取得 

3 月 石川清院長（第 2 代国際医療救援部

部長）が退任 

4 月 佐藤公治医師（初代国際医療救援部

部長）が院長に就任 

 

 

 

 

 

10 月 令和元年台風第 19 号災害救護 

 

 

 

 

 

8 月 日赤愛知災害管理センター棟の完成 

 

 

 

 



3.  国際医療救援部の概要 

名古屋第二赤十字病院 国際医療救援部について 

多職種の登録要員を増やしてパワーアップ！ 

全国には 91 の赤十字病院があります。その中で 5 施設が災害や紛争など多様化する人道ニーズに対応できる要員

確保のため国際医療救援拠点病院として指定されています。当院は 2001 年 4 月 1 日に指定され、国際医療救援部が

設置されました。 

国際医療救援部の設置以降、国際医療救援・開発要員の人数確保と質の向上のために、「人材発掘」、「研修企画・

運営・実施」、「派遣前・中・後の要員サポート」、「広報活動」を発展させてきました。現在、当院には 31 名が本社へ国際

医療救援・開発要員として登録しています。職種も医師・看護師・助産師・放射線技師・臨床工学技士・薬剤師・理学療

法士・事務など様々な職種の登録が増えています。加えて、国際医療救援・開発要員として登録をめざし 48 名の職員

が初期登録しています。 

また、日本赤十字社全体の活動の拡充と発展を目指し、他の国際医療救援拠点病院や日本赤十字社本社と経験や

知識の共有、事業への参画に協力・協働しています。 

当院における国際医療救援部要員登録者数の変遷 

国際救援・開発協力要員の確保と育成 

当院では国際救援・開発協力要員の確保と育成のため、国際

活動を志す職員に対して登録制度を設けています。現在では、

初期登録と正規登録、本社登録の 3 段階制になっています。 

初期登録では、国際救援に関心のある職員は誰でも登録す

ることができ、国際医療救援部が主催する研修会の案内や、当

部が参加する地域でのイベントのお知らせや、当院だけでなく他

施設が開催する研修会の案内などをメールにて配信し、情報提

供を行っています。 

正規登録では実務経験 3 年以上の国際救援に参加する強い

意志のある職員が登録できます。所属責任者の承認を得て登録

し、順番に要員登録必須研修に参加していきます。 

 本社登録はその名の通り日本赤十字社本社へ派遣要員として

登録されており、実際に派遣される要員のことです。当院には現

在 31 名の派遣要員がおり、本社からの要請により職員を派遣

しています。  0 50 100 150 200 250
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初期登録 正規登録 本社登録

 
退職者等の整理を行ったため 

大幅に減少しました。 



当院からの派遣実績 

当院からの派遣地域（2011 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

 

当院からの派遣歴（2011 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

派遣期間 派遣事業名 派遣国 派遣者 

2011.4 – (1 ヵ月) IFRC)ハイチ大地震被災者支援事業（コレラ救援）（第 6 班） ハイチ 芳原みなみ（管理要員） 

2011.4 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 平田巳雅（看護師） 

2011.6 – (2 ヵ月) 二国間)北イラク戦傷外科病院支援事業 イラク 関塚美穂（看護師） 

2011.9 – (1 ヵ月) 二国間)北イラク戦傷外科病院支援事業 イラク ヤップ・ユーウェン（医師） 

2011.10 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 山田則子（看護師） 

2011.12 – (5 ヵ月) ICRC)パキスタン北部紛争犠牲者救援事業 パキスタン 関塚美穂（看護師） 

2012.1 – (9 ヵ月) IFRC)ハイチ大地震被災者支援事業 ハイチ 山之内千絵（看護師） 

2012.4 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 櫻井美弥子（看護師） 

2012.10 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 清水宏子（看護師） 

2012.12 – (1 ヵ月) ICRC)基礎保健 RD フィリピン南部災害救援事業 フィリピン 新居優貴（技術要員） 

2012.12 – (4 ヵ月) ICRC)基礎保健 RD フィリピン南部災害救援事業 フィリピン 伊藤明子（看護師） 

2013.1 – (2 ヵ月) 二国間)北イラク戦傷外科病院支援事業 イラク 池内智春（看護師） 

2013.2 – (2 ヵ月) 二国間)北イラク戦傷外科病院支援事業 イラク 井上芳門（医師） 

2013.3 – (1 ヵ月) ICRC)基礎保健 RD フィリピン南部災害救援事業 フィリピン 浅井由樹夫（技術要員） 

2013.8 – (6 ヵ月) ICRC)アフガニスタン・ミルワイズ地域病院支援事業 アフガニスタン 伊藤明子（看護師） 

2013.11 – (1 ヵ月) IFRC)フィリピン中部台風救援事業(第 1 班) フィリピン 関塚美穂（看護師） 

ヤップ巳雅（看護師） 



2013.12 – (2 ヵ月) 二国間)北イラク戦傷外科病院支援事業 イラク 朝倉裕貴（看護師） 

2013.12 – (1 ヵ月) IFRC)フィリピン中部台風救援事業(第 2 班) フィリピン 杉本憲治（医師） 

鈴木美弥子（看護師） 

山田愛美（主事） 

2014.3 – (12 ヵ月) 二国間)ウガンダ赤十字社母子保健事業 ウガンダ 山田則子（看護師） 

2014.9 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 水野昭子（看護師） 

2014.10 – (5 ヵ月) 二国間)ウガンダ北部医療支援事業 ウガンダ 関塚美穂（看護師） 

2015.4 – (12 ヵ月) ICRC)ミャンマー戦闘犠牲者救援事業 ミャンマー 伊藤明子（看護師） 

2015.5 – (2 ヵ月) 二国間)ウガンダ赤十字母子保健事業 ウガンダ 山田則子（看護師） 

2015.4 – (1-2 ヵ月) IFRC)ネパール地震救援事業基礎保健 ERU（第 1 班） ネパール 杉本憲治（医師） 

横江正道（医師） 

堀部良美（管理要員） 

山田愛美（管理要員） 

2015.6 – (1 ヵ月) IFRC)ネパール地震救援事業基礎保健 ERU（第 2 班） ネパール 長尾佳世子（看護師） 

駒井一洋（放射線技師） 

中島健太郎（管理要員） 

2015.6 – (5 ヵ月) 二国間)ウガンダ北部医療支援事業 ウガンダ 清水宏子（看護師） 

2015.7 – (1 ヵ月) IFRC)ネパール地震救援事業カナダ赤十字社病院

ERU（第 4 班） 

ネパール 吉鶴由紀子（看護師） 

2015.7 – (1 ヵ月) IFRC)ネパール地震救援事業基礎保健 ERU（第 3 班） ネパール 新居優貴（技術要員） 

2015.8 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 髙橋陽子（看護師） 

2015.11 – (8 ヵ月) ICRC)ミャンマー戦闘犠牲者救援事業 ミャンマー 山田則子（看護師） 

2015.12 – (2 ヵ月) ICRC)南スーダン紛争犠牲者支援事業 南スーダン 井上芳門（医師） 

2016.4 – (1 ヵ月) IFRC)中東地域紛争犠牲者支援事業 ギリシャ 吉見祐輔（医師） 

2016.6 – (1 ヵ月) IFRC)中東地域紛争犠牲者支援事業 ギリシャ 久田敦史（医師） 

2016.6 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 山田愛美（管理要員） 

2016.10 – (5 ヵ月) ICRC)シリア難民救援事業 レバノン 関塚美穂（看護師） 

2017.4 – (1 ヵ月) ICRC)RD イラク紛争犠牲者救援事業 イラク 井上芳門（医師） 

2017.9 – (6 ヵ月) 二国間)フィリピン保健医療支援事業 フィリピン 村上美晴（看護師） 

2017.9 – (1 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（先遣隊） バングラデシュ 横江正道（医師） 

中島健太郎（管理要員） 

2017.9 – (1 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 1 班） バングラデシュ 宮川陽子（看護師） 

2017.9 – (1 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（RDRT） バングラデシュ 新居優貴（技術要員） 

2017.10 – (1 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 2 班） バングラデシュ 杉本憲治（医師） 

2017.11 – (2-3 ヵ

月) 

IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 3 班） バングラデシュ 山田則子（看護師） 

桂川彩（看護師） 

佐藤尚子（薬剤師） 

堀部良美（管理要員） 

2018.1 – (2 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 4 班） バングラデシュ 米川佳彦（医師） 

大見和敏（看護師） 

2018.2 – (1-2 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 5 班） バングラデシュ 関塚美穂（看護師） 



秋田英登（看護師） 

徳永磨紀（看護師） 

椎名翔子（助産師） 

新居優貴（技術要員） 

2018.3 – (2 ヵ月) IFRC)バングラデシュ南部避難民救援事業（第 6 班） バングラデシュ 清水宏子（看護師） 

2018.4 – (6 ヵ月) IFRC)中東地域紛争犠牲者支援事業 ヨルダン 桂川彩（看護師） 

2018.4 – (6 ヵ月) 二国間)パレスチナ赤新月社医療支援事業 レバノン 関塚美穂（看護師） 

2018.7 – (1 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 久田敦史（医師） 

2018.7 – (3 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 菅原直子（看護師） 

2018.7 – (1 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 佐藤友香理（助産師） 

2018.9 – (1 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 吉見祐輔（医師） 

2018.10 – (1 ヵ月) 二国間)インドネシア・スラウェシ島地震救援事業 インドネシア 杉本憲治（医師） 

2018.11 – (6 ヵ月) ICRC)南スーダン紛争犠牲者支援事業 南スーダン 関塚美穂（看護師） 

2018.11 – (2 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 青山朋恵（管理要員） 

2018.12 – (3 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 山田則子（看護師） 

2019.1 – (3 ヵ月) IFRC)中東地域紛争犠牲者支援事業 ヨルダン 村上美晴（看護師） 

2019.4 – (1 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 菅原直子（看護師） 

2019.4 – (12 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 清水宏子（看護師） 

2019.4 – (5 ヵ月) 二国間)パレスチナ赤新月社医療支援事業 レバノン 秋田英登（看護師） 

2019.7 – (5 ヵ月) IFRC)連盟アジア大洋州地域事務所災害対応部門研修事業 マレーシア 青山朋恵（管理要員） 

2019.11 – (5 ヵ月) 二国間)パレスチナ赤新月社医療支援事業 レバノン 菅原直子（看護師） 

2019.12 – (4 ヵ月) 二国間)バングラデシュ南部避難民保健医療支援事業 バングラデシュ 徳永磨紀（看護師） 

2021.1 – (2 ヵ月) IFRC)連盟アジア大洋州地域事務所（リモート派遣） マレーシア 青山朋恵（管理要員） 

 

 

 

  

 

当院では国際医療救援部が設立される 2001 年より前の 

1980 年から派遣を開始しました。 

1980 年から現在（2021 年 3 月）までに 

合計 23 ヵ国 に 169 名 を派遣してきました！ 

これからも幅広い職種の派遣要請に応えられるよう、 

人材の発掘・育成に努めます！ 



4.  国際医療救援部の活動実績 

アフガニスタン・ミルワイズ地域病院支援事業 

紛争下の医療に希望を与える 

19 世紀から紛争の絶えないアフガニスタンの多くの地域で

は、病院への安全なアクセスが確保されず、人々に必要な医

療を提供することが難しい状況でした。1994 年頃からはタリ

バン勢力の台頭、そして 2001 年のアメリア同時多発テロを機

としてアル・カーイダ及びタリバンに対する軍事行動が行わ

れ、暫定政府が発足するなどの和平プロセスが進行していま

した。しかし 2005 年から、タリバン勢力がアフガニスタン全土

で蜂起し、国際治安支援部隊、アフガニスタン国軍を相手に

抵抗を続けるなど和平への兆しが見えない状況が続いてい

ます。 

赤十字国際委員会（以下、ICRC）は、アフガニスタン南部の

カンダハールにあるミルワイズ地域病院を 1996 年に修復し

て以来支援を継続してきました。アフガニスタンの主要都市や

パキスタンを結ぶハイウェイが交差する拠点のカンダハール

に位置するミルワイズ地域病院は、カンダハール最大の拠点

病院で、南部の 5 県に住む約 500 万人の保健・医療を担うと

同時に、紛争犠牲者に対する医療を提供する重要な病院で

す。 

日本赤十字社は ICRC の要請をうけ、当院の伊藤看護副

部長（現：副院長兼看護部長）を病院プロジェクトマネージャ

ーとして 2013 年に派遣しました。 

©ICRC 

©ICRC 

©ICRC 
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インドネシア・スラウェシ島救援事業 

医療保健のアドバイザーとして活動 

2018 年 9 月 28 日、インドネシア中部スラウェシ島を震

源とするマグニチュード 7.5 の地震が発生しました。地震

に引き続いて発生した津波、液状化、地滑りにより死者

2,113 人、避難者は 22 万人以上、行方不明者 680 人に

上りました（2018 年 10 月 20 日時点インドネシア国家防

災庁発表）。 

日本赤十字社は発災翌日の 29 日に、連絡調整員を派

遣し、インドネシア赤十字社の救援活動をサポートしまし

た。また、国際赤十字・赤新月社連盟を通じて資金援助と

物資支援（毛布、雨風をしのぐためのブルーシート、テント）

を実施しました。さらに、インドネシア赤十字社の仮設診療

所展開や、緊急保健活動の技術指導のため、海外救援に

経験豊富な当院の杉本国際医療救援部長を医療保健アド

バイザーとして現地に派遣しました。 

国際医療救援部部長 

杉本 憲治 

被災地パルに到着した時にはボランティアがインドネ

シア赤十字パル支部の敷地内に絨毯をひいて雑魚寝

をしていた。悪条件にもめげずボランティアの士気は高

く、活動も精力的だ。そんな中、食堂車で振舞われる食

事が毎日の楽しみだ。日赤の僕たちはトンペという震源

地に近い活動地から帰ってくるのが遅くなり夕食が午後

９時近くになることもあるのだがいつも笑顔で給仕してく

れる。 

食事をしながらイ

ンドネシアの人々と

の交流。まさに同じ

釜の飯を食う仲間

となる瞬間である。 



ネパール地震被災者救援事業 

緊急救援ユニットを展開し多数被災者の診療を実施 

2015 年 4 月 25 日午前 11 時 56 分頃（現地時間）、ネパ

ール連邦民主共和国の首都カトマンズから北西に 77km

地点の深さ 15km を震源としたマグニチュード 7.8 の大地

震が発生しました。また、5 月 12 日にもカトマンズを挟んだ

東側でマグニチュード 7.3 の地震が起こりました。 

死者数は 8,856 人、全壊または半壊した家屋は合計で

約 89 万戸に上り、地震によって影響を受けた人びとは

560 万人と甚大な被害をもたらしました。 

ネパール赤十字社は、地震発生直後から活動を開始し、日本

赤十字社（以下、日赤）も先遣隊として 4 月 26 日に医師・看護師

を含む 4 名の職員を派遣し、29 日より診療を開始しました。 

国際赤十字・赤新月社連盟の要請を受け、日赤は基礎保健

ERU 派遣を決定し、当院からは第 1 班として医師 2 名、診療放

射線技師 1 名、管理要員 1 名を派遣しました。約 1 ヵ月半の活

動期間でシンデュルパルチョール郡メラムチ村にある診療所で

の診療や医療支援が届きにくい山岳部にある小さな村での巡回

診療、地域保健活動を実施しました。第 1 班に引き続き、第 2 班

として当院から放射線技師 1 名、看護師 1 名、管理要員 1 名を

派遣し、第 3 班では臨床工学技士 1 名を派遣しました。第 1 班

から 3 班にわたり、約 3 ヵ月半におよぶ活動にて合計 14,355 人

の被災者の診療を行いました。 

また、カナダ赤十字 ERU（緊急対応ユニット）第 4 班として当院

から手術室看護師 1 名を派遣し、手術の介助や現地スタッフへ

の医療機器の使用方法の指導を行いました。 

ERU1 班として派遣される機会をいただき、し

かも、チームリーダーはわが名二国際救援部

長の杉本憲治先生。自分のオーベンとご一緒

できる、人生で一度あるかないかという千載一

遇の機会であった。二手に分かれてネパール

に向かうことになり、杉本部長からは「俺は先に

でる、お前は後から着くグループをサブとしてま

とめろ」と言われた。成田から先に飛び立つマ

レーシア機を見届け、半日遅れてシンガポール

機に乗り込んだ。シンガポール組の到着がか

なり遅れたので、これはリーダーにど叱られる

と思っていたが、先遣隊として現地入りしていた

粉川さんにカトマンズ空港で会うと、まだ、杉本

先生は到着していないという。どうやら、われわ

れの方が先に着くという大失態をやらかしてし

まった。しかも、リーダー不在なのに粉川さんは

「早く現地に行こう、今夜のうちにメラムチ行こ

う」とアグレッシブ。その後のことはここには書

けないので、私に会ったときに聞いてください！ 

国際医療救援部副部長 

第二総合内科部部長 

横江 正道 



 

 

 

 

 

  

看護師 

吉鶴 由紀子 

2015 年に発生したネパール地震では、山間部で多く

の被害が出ました。特に、山間部では、病院が倒壊し、

十分な医療が受けられないという状況が発生しており、

カナダ赤十字社は山間部に病院 ERU を展開し診療を

行なっていました。 

看護師の一人として病院 ERU で活動をおこなう中、

妊娠中毒症により痙攣を起こした妊婦がたびたび遠方

より受診されました。緊急帝王切開は可能な状況であっ

たものの、妊娠週数や基礎疾患が分からない状況で、

特に新生児に対する医療の提供が難しく、都市部の病

院に転院を余儀なくされるケースがありました。雨期を

迎えたネパールでは未舗装の悪路や土砂崩れが多発

し、目的地に到着するのに数日を要す状況で、ヘリコプ

ターが救急搬送の手段でした。しかし、天候によっては

搬送もままならないという状況であり、無事な搬送を祈り

ながらの活動でした。定期検診の整備や医療・交通イン

フラの整備の必要性・重要性を痛感しました。 

放射線技師 

堀部 良美 

ネパール地震救援では被害の大きかった、山岳地

帯の診療所に X 線撮影室を設置しました。この地震

では住宅の崩壊などで多くのけが人が出ていました。

また崖崩れにより寸断された道路も多く、診療所へた

どり着くことも困難という状況の患者さんも多くいまし

た。 

 家族に抱えられ山道を２時間以上かけて歩いてきた

女性がいました。この女性は足を骨折していました

が、地震発生直後には X 線撮影をすることができず、

そのままになっていました。日赤が X 線を使って診察

をしていると聞き、地震から２週間近くたってからもう

一度診療所を訪れたそうです。その日やっと骨折の治

療を受けることができ、ほっとした様子で、何度も「あ

りがとう」と言われたことが印象に残っています。 

 日本ではすぐに医療を受けられるのが当たり前です

が、それは恵まれたことなのだと活動を通じて強く感じ

ました。 



パキスタン北部紛争犠牲者救援事業 

武器によって傷つけられた人々を救う 

パキスタン北部では、2008 年 8 月以降、政府軍

と対抗勢力の戦闘が激化し、爆発事故などが絶え

ず、国内避難民が発生しました。赤十字国際委員会

（以下、ICRC）は 2009 年 2 月ペシャワールに 100

床規模の戦傷外科病院を設置し、約 220 名のスタッ

フ(現地スタッフを含む)が働いていました。この病院

では北部の争いに巻き込まれた一般市民や、アフ

ガニスタンの国境を越えて来る兵士など、武器によ

って傷つけられた人々を受け入れ、戦傷外科治療、

義肢義足の提供、リハビリテーションなどを行ってい

ました。 

当院からは関塚看護師長（現：看護副部長兼国際

医療救援課長）が 2011 年 12 月 15 日から 2012 年

5 月 17 日の約 5 ヵ月間派遣され、ICRC の戦傷外科

病院で現地医療スタッフとともに看護活動を行いまし

た。 

 

 

 

  



バングラデシュ南部避難民保健医療事業 

大規模な人道危機から約 3 年半、私たちは支援の手を止めない。 

2017 年 8 月、ミャンマーラカイン州での衝突発生後、わずか 1

週間で約 7 万人の避難民が命からがら隣国のバングラデシュ南

部へ逃げ込み、多くの人々が過酷な環境下での生活を強いられ

ることになりました。世界最大級の人道危機として、当院から現

地の状況把握及び調整要員として医師 1 名、主事 1 名が先遣隊

として派遣されました。以降当院からは給水衛生・域内災害対応

チームとして臨床工学技士を 1 名、基礎保健 ERU（緊急対応ユ

ニット）班として医師 2 名、看護師 8 名、放射線技師 1 名、臨床

工学技士 1 名、薬剤師 1 名、主事 1 名を計 6 班編成で派遣しまし

た。第 1 班派遣時には既に 80 万人を超える難民が避難しており、

限られた資源の中で 1 ヵ月に 4,000 人を超える診療を行ってきまし

た。赤十字による支援やボランティアの活動で、少しずつ避難民の

生活レベルは取り戻されていきました。 

その後は感染症の蔓延など公衆衛生上の問題が発生したため、

赤十字は事業を中長期支援事業へ切り替え、保健医療事業を開始

しました。保健医療事業として、これまでに当院から医師 2 名、看護

師 5 名、主事 1 名を派遣してきました。2021 年現在も下痢症の流

行に対するケアや保健指導など継続して支援が必要な状況です。 

 

 

 

 

  

看護師 

宮川 陽子 

避難民の生活は想像を絶するものでし

た。国境近くには、命がけで祖国から逃れ

てきた大勢の人たちが力なくうずくまって

おり、私は「この人たちに今必要なのは家

と飲み水と栄養だ。医療者として何ができ

るだろう」と途方にくれる思いがしました。

キャンプでは基本的な衛生設備も整って

いない劣悪な環境の中で、下痢や呼吸器

感染症といった感染性疾患が多く発生し

ていましたし、脱水で低栄養状態の方も多

く、病気に対して脆弱であることが分かり

ました。私たちは仮設診療所を設置して医

療活動を展開していましたが、このような

状況下では医療と並行して保健衛生も必

須の課題であると考えました。看護師とし

て疾病予防の視点に立ち、石鹸を配布し

て手洗いの指導を始めたり、乳幼児の栄

養状態のアセスメントを始めました。難し

い環境の中でも、赤十字としてできること

をやるという思いをチームみんなが持って

いました。 



 

 

 

  

看護師 

大見 和敏 

第 4 班では、前任の 3 班が運営を開始させた仮

設診療所での診療の効率化のため、チームメンバー

個々の専門領域を活かす形での活動が求められま

した。 

私は、手術室看護師として手術テントの運営に係

わり、手術器材や物品の管理、滅菌作業の効率化な

どを進めました。対象とする症例が局所麻酔のみで

実施可能な外科的処置に限定する方向性となったた

め、診察業務の合間に手術テントでの処置が速やか

に行えるような運営システムや現地スタッフの教育を

模索し実践する日々が続きました。 

そのような中、並行して取り組んでいたジフテリア

感染者の追跡調査で難民キャンプを巡回している

際、避難民の男性が仮設診療所で処置を受け元気

に歩けるようになったと声をかけてくれ、道案内を申

し出てくれたこともありました。過酷な生活環境の中

で、日赤の診療所が彼らの拠り所となっていることを

実感し、活動の励みとなりました。 

看護師 

徳永 磨紀 

アジアで最大の人道危機といわれる人口移動が起こ

ってから半年経った現地では、まだまだ感染症などの病

気に苦しむ人が多くいました。 

慌ただしく過ぎる診療所の日々の中、医師の診察を

終えた男性が足を引きずりながら私の前を通り過ぎまし

た。ふと彼の足元に目をやると、裸足の足はひび割れ、

あかぎれの中に泥が入り込み、腫れあがった足はとても

痛そうでした。清潔にして抗生物質、鎮痛剤を適切に内

服すればすぐに良くなる病気…。しかし彼らの住むキャ

ンプにある洗い場は遠く、痛みを抱えた男性がなかなか

洗い場まで行けず、何日も足を洗えないことは明白でし

た。このような状態になっても自分で足も洗うことが出来

なかった男性の境遇を思うと、胸が張り裂けそうで、たま

らず私は男性の足を洗い始めました。すると、それを見

ていたコミュニティボランティアの一人が私たちの横に来

て、彼もまた静かに男性の足に水をかけ始めました。 

私はこの男性患者さんに「一人じゃない、私達が居ま

す」という思いを伝えたかった。そしてまた私も、コミュニ

ティボランティアの行動に「私は一人じゃない、仲間がい

る」ということに気づかされました。「人を思いやる気持

ち」「誰かのために何かしたいという思い」に、言葉の壁

は無く、小さな行動は仲間を作り、大きな力になるのだと

感じました。患者さんが最後に言った「シュクリア（ありが

とう）」は、私の宝物です。 

この男性の足の痛みが少しでも良くなっていることを心

から願っています。 



 

薬剤師 

二宮 尚子 

大人も子供も避難民のほとんどが薬を飲んだ経

験がない方ばかりでした。医療支援の最後にもらえ

る薬は、“危険を伴うもの”というよりは”素敵なお土

産“という感覚であったかもしれません。キャンプ内

には日赤以外にも様々な団体がおり、子供など患者

の中にはその医療サービスを渡り歩く姿も見受けら

れました。ある時、中年女性がどうしても下痢が止ま

らないと訪れ、他に飲んでいる薬を確認すると、大

量の抗生剤を取り出しました。複数の団体から処方

された抗生剤の重複内服が、下痢を助長させている

ようでした。私は薬の飲み方の指導に力を入れてい

ましたが、併用薬の確認や、内服間違いの危険性

の説明は十分にできていませんでした。限られた医

療資源の中でも質の高い医療を保つために、薬の

認識が乏しい彼らの文化背景を理解し、薬を正しく

使用できる働きかけを工夫する必要性を感じまし

た。ただ薬を渡す場所ではなく、日赤に行けば安心

だと頼られる場所でありたいと思いました。 

助産師 

佐藤 友香理 

2019 年 7 月から 5 週間、仮設診療所で母子保健活動に携わりまし

た。子どもたちは笑顔があるのですが、妊婦さんたちは表情が硬く、目を

合わせないかたも見えました。ミャンマーから逃れて一年が経ったその

時も、帰る見通しもなく、先が見えない不安を抱えているからではないか

と感じました。また、女性は夫の許可がないと外出できず、妊娠中ほとん

ど家の中で過ごし、女性同士で話す機会が少ないそうです。私は、少し

でも不安を軽減できるよう、妊婦健診で赤ちゃんの心音を聞いた後「赤ち

ゃんは元気ですよ。」現地語で伝えるよう心掛けました。そうすると、硬い

表情が少し和らぎ笑顔になってくれました。あの笑顔がとても強く印象に

残っています。ここが、女性が安らげる場所になれることを望みます。 

主事 

青山 朋恵 

マジ(地域のリーダー)会議を見学した時のことです。

その日は地域ボランティアが、住民の健康増進のため

に実施している活動をマジに紹介するセッションが予

定されていました。キャンプでの生活環境は劣悪であ

り、医療施設も限られているため、住民は予防可能な

病気や感染症に罹患するリスクが高まっていました。 

担当のボランティアは、とても緊張している様子でし

た。そんな彼を見て、日赤の要員が彼の前に跪いて落

ち着かせ、内容をおさらいしていました。すると彼の顔

つきはすっかりよくなり、約 50 名のマジが真剣な眼差

しで見つめる中、堂々と赤十字の原則や地域ボランテ

ィアの役割について説明し、応急手当の基本や包帯

法を実演しました。終わりには拍手がおこり、一体感

がうまれていました。 

こうして地域全体が一丸となって、主体的に活動を

実施していくことは、決して容易なことではないけれ

ど、住民が「自らの力で自らの命と健康を守る」ために

欠かせないプロセスだと実感しました。 



 

総合内科医師 

吉見 祐輔 

この時の派遣で一番困難であったのは宿舎からキ

ャンプ内にあるクリニックまでの移動でした。比較的狭

いでこぼこ道を、時には一時間近くかけて車で移動す

る必要がありました。日によっては道路が破損してい

たり渋滞がひどく、仕事前に疲れがたまるほどでした。

それに比べるとクリニックでの仕事はやりがいがありま

した。現地で診療していると、困っている人の役に立っ

ているという実感が得られます。しかし最近はなにが

本当に必要であるのか、考えます。派遣先のクリニッ

クでできることは比較的簡単な外科的な処置と薬の処

方でした。これも必要なことですが、できる検査も限ら

れ、日本での診療に慣れすぎた自分には判断が難し

い状況もありました。遠く離れた場所に日本から派遣

でいくからには、より質の高い医療を提供することも今

後必要になるのではないかと考えています。そのため

にも病院 ERU の運用を楽しみにしています。 

看護師 

清水 宏子 

現地では 70 名ほどの避難民がボランティアとして

日赤の活動に参加しています。学歴を得て就職するな

どの将来の希望が見えない中で、避難民キャンプの

人々の健康を守ろうと一生懸命に活動している姿には

頭が下がります。診療所には多くの患者さんが訪れ混

み合います。彼らの苦情を聞くのも避難民ボランティ

ア達です。「毎日苦情を受けるのは辛い。どう対応した

ら良いのか」と相談を受けたボランティアリーダーのゴ

ニさんは、赤十字の７原則について折に触れてボラン

ティア達に説明しました。「赤十字運動のメンバーであ

る私達は、いつでも人道・公平の原則に従って、一番

必要な人から順に必要な医療を提供できるように判断

していると、患者さんにも説明するように。自分が怒り

たくなっても、赤十字のスタッフであることを思い出して

振る舞うこと」と教えました。いつもこの言葉を胸に患

者対応に当たっていると微笑む避難民ボランティアの

姿が心に残っています。 



フィリピン保健医療事業 

長期支援で地域の健康を守る 

フィリピンは 7,000 を超える島々で成り立ち、セブ島などリゾートのイメー

ジがありますが、保健医療サービスと健康状態の地域格差が問題となって

います。21 世紀にはいっても肺炎や結核が主な死因で、糖尿病や心疾患

などの生活習慣病の増加も懸念されています。 

2005 年から日本赤十字社はフィリピン赤十字社と協力し、住民の保健医

療サービスへのアクセスを改善するため、保健医療支援事業に取り組んで

います。 

事業対象地域は、キリノ州、オーロラ州、フエヴァ・ヴィスカヤ州で保健医

療施設から遠いだけでなく、交通事情が悪く、医療従事者が不足している

地域です。地域住民は十分な保健医療サービスを受けることが

困難で、予防が可能な感染症の罹患率が高いのが特徴です。こ

のような地域では自らの健康を管理し疾病を予防することが重要

です。本事業ではフィリピン赤十字スタッフが各村々の地域保健

ボランティアの育成に加え、トイレや井戸の設置、保健所の建設

や改修支援を行っています。 

当院からは 2005 年から 2017 年にかけて述べ 12 名（看護師

11 名、事務 1 名）を保健要員として派遣しました。 

 

 

 

 

看護師 

村上 美晴 

雨上がりのぬかるんだ道を 3 時間かけて歩

き、汗だくになって事業地の村に到着した瞬間

に、地域保健ボランティアさんが「こんにち

は！」と、笑顔でチームメンバーを迎え入れてく

れました。 さらに翌日、地域保健ボランティア

さんが、「エンドラインサーベイに行くけど、一緒

に行く？」と笑顔で要員である私に声をかけてく

れ、同行させていただきました。 

事前に訪問時の活動内容に関する連絡は入

れてはいましたが、地域保健ボランティアさん

が積極的に活動している様子を目の当たりに

し、今までの 3 年半の活動が地域に根付いて

きていること、さらに地域の力を体感しました。 

また、この出来事を通して、活動の“持続可

能性”を感じさせてもらうことができました。 

地域における活動は一人一人の行動変容を

必要とするものであり、目に見える変化を体感

するのは難しいですが、何気なく感じることに地

域の特徴や変化を感じるヒントがあるのだと学

ばせてもらいました。 



基礎保健 RD*フィリピン南部災害救援事業 

被災者への医療、そして未来へ 

2012 年 12 月 4 日にフィリピン南部ミンダナオ島を直撃した台風 24

号（Typhoon Bopha）は、激しい雨と風により、幅広い地域で洪水や土

砂崩れなどによる被害をもたらしました。死者は 1,000 人を超え、さら

に多くの行方不明者、負傷者も出しました。水道水、衛生設備の不足

や健康に関する調査システムが確立されていないことから、下痢やは

しかなどの病気の拡大が懸念されました。 

日本赤十字社（以下、日赤）は同年 12 月 21 日に赤十字国際委員

会（以下、ICRC）からの要請により医療チームを派遣しました。これは

日赤として ICRC の要請に基づく初めての緊急派遣でした。 

日赤医療チームはもっとも被害が深刻なフィリピン・ミンダナオ島東

部の東ダバオ州バガンガにて、仮設診療所を開設し、被災者への診

療、治療を行うとともに、母子保健活動、保健衛生に関する教育、心

理社会的支援などを行い、7,000 人以上の被災者へ医療サービスを

提供しました。 

当院からは伊藤看護副部長（現：副院長兼看護部長）がチームリ

ーダーとして多国籍スタッフをまとめ、全ての活動の責任者として、診

療所の開設から現地病院への引き継ぎ、撤収までの任務を全うし、

技術要員として派遣された新居臨床工学技士は診療所の設営や現

地スタッフへの資機材の使用方法の伝達など、浅井設備整備係長は

診療所撤収に向け、資機材の引き継ぎや現地スタッフへの教育等を

行いました。 

 

 

 

 

* RD(Rapid Deployment)とは ICRC の緊急対応のこと  

©Mollie Godinezl/PRCS 

臨床工学技士 

新居 優貴 

巨大台風がミンダナオ島を直撃し住居や

橋など 90%以上の建物が倒壊、その爪痕

は津波を彷彿させるものでした。活動当初

は十分な電気や水は無く、雨が降るたびに

バケツやごみ箱を持って雨水を生活水とし

て確保していました。 

ライフラインも人手も何もかもが不足して

いる状況でも診療所の開設に辿り着けた

のは、地域住民の協力があったからです。

整地に必要な重機が借りれず途方に暮

れ、焦りだけが募っていく中、ある朝診療所

の候補地に行くと整地が完了していまし

た。地域住民に尋ねると「夜に重機が空い

たのでやっておいたよ。」と何事も無かった

かのように答えました。雨の日も、辺りが暗

くなっても、休日も地域住民は笑顔を絶や

すことなく、診療所の設営に尽力してくれま

した。住民の多くは被災者でもありました。

そんな素振を見せず懸命に働く彼らのため

に何とか応えたいという強い意志と笑顔の

励ましに支えられながら活動を無事に終え

ることができました。 



フィリピン中部台風救援事業 

最も支援が必要な地域へ 

2013 年 11 月 8 日にフィリピン中部を直撃した台風 30 号は、過去最大級のスーパータイフーンで人口の約 16％にあ

たる 1,600 万人に被害をもたらし、死者・行方不明者は 7,361 人にのぼりました（フィリピン政府発表）。 

日本赤十字社は、国際赤十字・赤新月社による派遣要請

を受け、基礎保健 ERU（緊急対応ユニット）チームを派遣

し、2014 年 2 月 12 日の活動終了までの 3 ヵ月間で合計 3

班・35 人が被災地における保健医療支援を行いました。 

保健医療チームは被災地域各地を調査し、当時援助団

体の入っていなかったセブ島北部のダンバンタヤン郡（人口

約 86,000 人）の医療・保健機能を支える必要があることを

確認し、同郡マヤ村に活動の拠点をおきました。活動内容

は仮設診療所での診療、巡回診療、心のケア、診療所の

修復のほかに、現地のフィリピン赤十字ボランティアと協力

して保健・衛生知識の普及活動を実施しました。当院から

は ERU 第 1 班と第 2 班に医師 1 名、看護師 3 名と管理要

員 1 名の合計 5 名を派遣しました。 

緊急支援の後は、住宅の再建、修復や生計手段の回

復、保健衛生や給水支援も含め被災地の復興支援につな

げていきました。 

 

 

  



ミャンマー戦闘犠牲者救援事業 

現地の人々の人材育成を支援する 

ミャンマーの一部地域では、民族間の対立により散発

的な戦闘が繰り返されており、人々の生活を脅かす不安

定な情勢が続いておりました。特に北部カチン州の政府

軍と武装勢力の対立地域では、戦闘により住民や避難

民に必要な医療を提供することが難しくなっていることか

ら、赤十字国際委員会（以下、ICRC）は保健医療支援事

業をはじめ様々な支援を実施しました。 

当院からは 2 名の看護師が派遣されました。2015 年 4

月から約 1 年間北部カチン州へ派遣された伊藤看護副

部長（現：副院長兼看護部長）は、ICRC が 2014 年から

同州で実施していた現地病院への衣料品の寄贈や施設

運営のサポートスタッフへのトレーニング支援を含む、病

院のプロジェクトマネージャーとして現地の人々と活動し

ました。 

2015 年 11 月からカチン州のライザ中央市民病院に派

遣された山田看護師は、病院の医療の質の向上にむ

け、看護技術指導のほか、急変時の対応や救急外来で

の初期対応の指導や、感染管理として院内での医療廃

棄物の分別徹底、地域周辺の医療施設職員を含めた手

指衛生キャンペーンの準備、そして将来的には現地の医

療スタッフが自分たちで教育、指導ができるように院内で

の教育推進チームの立ち上げなどを行いました。 

 

  

副院長兼看護部長 

伊藤 明子 

ここ数年ミャンマーは、日本からの観光地となり、海外

の大手企業も進出しています。2017 年のラカイン州の武

力闘争によりバングラデシュ南部避難民については記憶

の新しいことだと思います。 

私が派遣された 2015 年は軍事政権から民主政権へ

とまさに政権交代の時期でした。ミャンマーには、一部地

域を外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」があ

り、また政府・軍による特別許可書が必要な地域あるい

は入れない地域があります。まさに赤十字国際委員会

は、このような完全に孤立隔離された複数の地域で、戦

闘による負傷者や困窮した人々の生活を支援する活動

をしています。私はその中のある地域で活動をしました。 

完全孤立隔離されたその地域に入るには、軍政府の

許可書が必要であり、活動計画及び地域への出入計画

を申請しても、予定通り許可が下りないこともありました。

私はその地域にある唯一の病院を支援する事業責任者

として活動をしました。唯一の病院ではありますが、重症

患者や大手術が必要な場合には治療はできず、ミャンマ

ー国内に搬送もすることはできない状況でした。ここに住

む人々は、国籍を持たない人々が大半で、この地域には

基礎教育施設はありますが、高等教育施設はありませ

ん。国籍がないということは、この地域から一生自由に

出ることができないことを意味します。日本では教育や職

業、そして行動することを自分の意思決定し、選択するこ

とができます。しかしこの地域の人々や子どもたちは自

分の将来を思い描く自由、職業の選択そして自分がどこ

で生きて行くのかという人生の選択すらできない、という

厳しい現実を彼らとともに感じた一年でした。 



ウガンダ赤十字社母子保健事業 

安全な出産ができる環境をめざして 

ウガンダ北部地域は、1980 年代から 20 年以上にわた

って政府軍と反政府勢力の紛争が続いたため、インフラや

保健医療サービスが行きわたらず、南部と比較して地域

格差が生じています。2006 年和平交渉が開始され、200

万人以上いた国内避難民の帰還・定住も進み復興に向け

てさまざまな機関が支援を行っています。しかし、保健医

療分野においては保健センターの整備と医療従事者の充

足率に課題が多く残っています。特に村落部では妊産婦

が医療サービスへのアクセスが困難なため、伝統的産婆

や親類による自宅分娩が多い状況です。 

日本赤十字社は、ウガンダ赤十字社を 2010 年から

2015 にわたり母子保健を主に支援してきました。当院か

らは 2010 年からのべ 3 人の看護師を派遣し、13 のヘル

スセンターを拠点として保健ボランティアの育成、保健セン

ターの資機材整備、住民との対話集会やラジオ、ポスタ

ー、パンフレッ

トによる妊産

婦の健康管理

に対する啓蒙

活動を支援し

ました。 

ウガンダ北部医療支援事業 

紛争後の復興を支える 

内戦の被害が最も多かった北部で、保健医療インフラや医療人材が質量ともに地元のニーズに応えるため、日本赤

十字社はウガンダ赤十字社の要請を受け、2010 年より北部のアンボロソリ医師記念病院（通称：カロンゴ病院）へ外科

医を派遣し外科診療の支援を開始しました。深刻な医療人材の不足を補うとともに現地の医療従事者の育成を目指し

て、2014 年からは看護師、薬剤師の派遣も開始しました。 

当院からは 2014 年から 2015 年にわたり 2 名の看護師を派遣し、カロンゴ病院の外科病棟において安全な看護技術

や感染管理の指導により、質の高い看護を提供できるよう現地スタッフとともに取り組みました。 

看護師 

山田 則子 

今から 10 年ほど前まで、ウガンダ共和国北部のア

チョリ地域では、20 年以上にも及ぶ紛争が続き、多く

の地域住民が否応なく巻き込まれていました。こども

たちが誘拐され兵士として戦うことを暴力によって無理

強いされたり、親子の間で傷つけあうことを強要された

りなど、想像を絶する体験を余儀なくされた歴史が存

在します。ウガンダ母子保健事業で一緒に活動した現

地ボランティアのなかにも、そのような子ども時代を過

ごした人がおりました。 

ある時、「どんなつらいときでも、自分達には音楽や

ダンスがあるからがんばらなきゃ」とはにかみながら話

してくれました。「紛争で日常の生活が台無しにされて

も、心が傷つけられても、集めてきた木の棒で木琴を

作り、アチョリの誇りである伝統的な踊り（ブウォラ＝美

の踊り）のリズムをみんなで奏でたんだ」と。 

過酷さのなかでも、日常を取り戻し、生きる力に変え

ていくという真の強さを感じました。 



南スーダン紛争犠牲者支援事業 

敵も味方もなくただ命を救いたい 

南スーダンは、2011 年にスーダンから独立後、2013 年に内

戦が勃発、戦闘による死傷者や避難民、女性への暴行などが

後を絶たず、人道危機が長期化しています。政府と反政府勢

力の間での和平合意が期待されましたが、それ以降戦闘の激

化、インフレーションや食糧危機に拍車がかかり、多くの人々

が不安定な治安の中での生活を余儀なくされました。 

赤十字国際委員会（以下、ICRC）は南スーダン赤十字社と

協力し、紛争犠牲者への生活支援や離散家族の再会支援な

どを行うとともに、医療分野では、負傷者に手術や治療を行う

ほか、医療施設への後方支援・技術支援なども実施していま

す。2015 年に当院より派遣された井上医師は、麻酔科医とし

て首都ジュバの病院に拠点を置き活動、120 件以上の手術麻

酔を行いました。また、2018 年に派遣された関塚看護師長

（現：看護副部長兼国際医療救援課長）は病院内にある ICRC

病棟の看護師長として、医師や他の医療者と協働し、外国人

スタッフ、現地スタッフへの労務管理や病棟での看護ケアの向

上に努め、より良い医療サービスを提供しました。 

 

 

  

国際医療救援課課長 

看護副部長 

関塚 美穂 

2011 年に独立を果たした後も、南スーダン共和

国の首都ジュバには各地で起きている闘争の犠

牲者が運ばれてきていました。 

目が眩むような灼熱の太陽に照らされる日も嵐

のようなスコールの日も、人々の命を守り苦痛を

軽減するために、1 日も休まず患者のケアを続け

ていました。部族によって話す言葉が違ったり、支

持する派閥が違うことで関係性が不安定になりが

ちな患者さんを受け入れ治療・ケアを提供すること

は、簡単なことではありませんでした。中立を維持

し、患者さんの命と尊厳を守るために、現地スタッ

フ、外国人スタッフみなが協力して活動していまし

た。現地スタッフと一緒に活動する中で、子供の

頃から紛争下で生活し成長してきた彼らの平和に

対する願い、傷ついた人々を救うことへの思いの

強さに感銘を受けました。赤十字の活動の主役は

現地スタッフであると改めて認識し、帰国後も彼ら

の健闘を祈っています。 
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ハイチ大地震被災者支援事業 

日赤過去最長の ERU 事業の展開 

2010 年 1 月 12 日午後 4 時 53 分（日本時間 13 日午前 6 時 53

分）、首都ポルトープランスの南西 22 キロを震源とする、マグニチ

ュード 7.0 の強い地震が発生し、死者 22 万人、負傷者 30 万人以

上という甚大な被害をもたらしました。 

日本赤十字社（以下、日赤）は、地震発生当日に職員を現地に

派遣して、被災状況の調査や支援調整を行い、1 月 17 日から約 7

ヵ月間にわたり、計 6 班、74 人の医療チームと基礎保健 ERU（緊

急対応ユニット）を派遣する、日赤過去最長の ERU 事業を展開し

ました。 

ERU 派遣終了後も、被害の爪痕が色濃く残る地域への復興支援を続け、当院は初動班から派遣を始め、医師 2 名、

看護師 3 名、助産師 1 名、技術要員 2 名ののべ 8 名の職員を派遣しました。 

ハイチ大地震被災者支援事業（コレラ対応） 

復興支援と並行してコレラと戦う 

復興に向けて少しずつ動き始めた 2010 年 10 月中旬、地震の直接被害が少なか

った中部地域でコレラの感染が確認されました。過去 1 世紀近くコレラが報告されて

おらず、現地住民や医療関係者のコレラに関する知識も限られていたことから、予

想を上回るスピードで全国に拡大し、ハイチ国内での感染者数は 2014 年 3 月まで

に 72 万人以上、死亡者数は 8 千人以上と報告されました。 

日赤は、大地震の復興支援と並行してコレラ蔓延への緊急対応を行い、2010 年

11 月 15 日から約 7 ヵ月間にわたり基礎保健 ERU（のべ 31 人）を派遣し、感染者の

多い首都ポルトープランス、カルフール、および南県にてコレラ治療センターを設置

して感染者を診療するなど、救援活動を行いました。 

当院初動班から派遣を始め、医師 2 名、看護師 1 名、技術要員 2 名、管理要員

1 名ののべ 6 名の職員を派遣しました。 

 

 

 

 

  



RD*イラク紛争犠牲者救援事業 

早く現地の人々が安心して暮らせる日が来ることを願って 

2014 年 6 月にイスラム国が「国家の樹立」を宣言して以来、イスラム国の支配下にあったモスル（イラク共和国の首

都から北西約 400 キロにある同国第 2 の都市）の奪還作戦が、2016 年 10 月にイラク軍により開始されました。それ以

降、大量の国内避難民が発生するとともに、戦闘による負

傷者が急増しました。モスル市内、またはその周辺地域

から避難をした人びとは、合計約 62 万人※ にも上りま

す。およそ 48 万人※ は現在も避難したままであり、その

大部分は、避難民キャンプや人道支援団体が提供した緊

急テントでの生活を余儀なくされています。※2017 年 5 

月現在（OCHA）  

赤十字国際委員会はモスル近郊の避難民キャンプ等

において、避難民および脆弱な地域住民へ、食事の提供

や救援物資の配布、医療活動、救急法の指導、こころの

ケア活動を実施しました。 

2016 年 10 月以降、モスル近郊の病院を拠点とした医

療支援が拡大される中、日本赤十字社は同支援へ協力

するため、2017 年 2 月よりモスル近郊の街（アルビル）の

ロジャワ病院へ医師を派遣してきました。当院からは

2017 年 4 月より 1 か月間麻酔科医として井上医師が派

遣され、病院へ搬送されてくる兵士や市民が受けた銃創・

爆創、熱傷の治療を行いました。 

                                                             
* RD(Rapid Deployment)とは ICRC の緊急対応のこと 

麻酔・集中治療科医師 

井上 芳門 

私は派遣中に 49 例の麻酔を行った。内訳は 46 例

が全身麻酔、2 例が脊椎麻酔、そして 1 例が「その他」

である。戦傷外科では傷口が大きいことも多く、ガーゼ

交換時には痛みを多く伴う。成人であれば鎮痛薬を内

服し、病棟でのガーゼ交換も可能であることが多い

が、小児では手術室で麻酔をかけて行うことが多い。7

歳の Basim 君の大腿の傷は治りが悪く、頻回の手術

が必要であった。麻酔は吸入麻酔もしくは静脈点滴ま

たは筋肉注射による方法を用いていた。手術前に彼を

病室に迎えにいくと、いつも泣いてしまい、手術室に行

くことを嫌がっていた。私の勤務最終日も、やはり彼は

泣いてしまい、母親になだめられながら手術室に来

た。麻酔は嫌だと言うので、同僚の先生と一緒に励ま

しながらガーゼ交換を行った。この最後の日は結局、

「麻酔薬」を使用することなく、「励まし」という麻酔で行

うことができた。写真で私の持っている紙には、見にく

いが彼が書いてくれた私の似顔絵が書いてある。 
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中東地域紛争犠牲者支援事業（ギリシャ） 

他国赤十字と共に基礎保健ユニットを展開 

2011 年に始まったシリア紛争により、中東危機から逃れるために地

中海を渡り、ギリシャに流入する移民・難民は後を絶ちません。彼らの本

当の目的地は、難民の受け入れに比較的寛容であり、経済的にも安定

している欧州の国々でした。ギリシャに到着した難民はそこから北へ向

かうはずだったところ、北部国境に面するマケドニアの国境閉鎖の影響

から、ギリシャ国内に留まらざるを得ない事態に陥りました。そして、

2015 年から急激に増え、2016 年 3 月末には 100 万人を超えました。難

民キャンプでの生活環境はもといた国のものとは比較にならないほど悪

化していました。住居、食事、衛生、教育などはすべて必要最小限とな

り、保健・医療に関しても同様でした。 

2015 年に国際赤十字・赤新月社連盟はフィンランド・ドイツ・日本から

なる国際編成チームを作り、基礎保健 ERU（緊急対応ユニット）を展開し

ました。そして、ギリシャ北部にある 2 ヵ所のそれぞれ約 4,000 人いる移

民・難民キャンプに仮設診療所を展開し、基本的な医療サービスを無料

で提供しました。また、キャンプ内で A 型肝炎の感染流行もみられたた

め、集団感染を防ぐために各種予防接種も実施されました。突風や暑さ、

寒さによる影響、医療器具や薬剤の不足、適切な検査や手術のできない

環境での活動、救急患者の転院先の病院との連携に苦労する中での活

動でした。当院からは医師 2 名を派遣し、長い難民生活で苦しむ人々が

抱える疾患や怪我などの診療、治療にあたりました。吉見医師は約 5 週

間、チームの内科医として風邪、胃腸炎、熱傷など、1 日あたり 20〜40

件の外来診療を行いました。久田医師は約 1 ヵ月間、チームの内科医と

して、外来診療を行い、高血圧や糖尿病の慢性疾患患者の治療継続に

勤め、必要に応じて国内の病院へ紹介を行うなどの活動をしました。 

総合内科医師 

久田 敦史 

シリア内戦から逃れ、ヨーロッパへ避

難してきた方たちの 4000 人規模のキャ

ンプ地の診療所で診療を行いました。

私が派遣された時期は、陽光がまぶし

い初夏でした。様々な患者さんが診療

所を訪れますが、そういった避難民の

方たちが、診療所の水道水を汲んで帰

る風景に出くわしました。診療所スタッ

フに聞いてみると、赤十字が良い水を

使っていると思っているじゃないかとい

う返事でしたが、後に分かったことは、

診療所の水道水はキャンプ内の水道水

よりも冷たいからだということでした。キ

ャンプ内の水道水は、日の当たるタンク

に保管されている水であるため、出てく

る水がぬるかったのです。このため、冷

たい水が出る診療所の水道水を汲んで

帰る人たちをよく見かけたのです。この

事実を知った時、自分が見ている部分

は、避難民の方たちの生活の一部分で

しかないことを痛感しました。 



パレスチナ赤新月社医療支援事業 

忘れ去られた難民に支援の手を 

1948 年のイスラエル建国宣言に伴う第一次中東戦争を機に、レ

バノンには 50 万人以上のパレスチナ難民が流入し、さらに、2011

年のシリア紛争以降、シリア難民 150 万人以上とシリアに住んで

いたパレスチナ難民 4 万人以上が流入し、人口に占める難民の

数が世界で最も多い（約 4 人に 1 人/UNHCR2018)と言われていま

す。レバノン国内のパレスチナ人は、70 年以上たった今でも国籍、

市民権、財産権が奪われ、職業選択や移動の制限が課せられて

いるため、“忘れ去られた難民”とも言われており、その多くが、水

や電気など基礎インフラも整っていない劣悪なキャンプ内での生活

を余儀なくされています。 

こうした難民の健康を支えるべく、パレスチナ赤新月社レバノン支

部(以下、PRSC/L)はレバノンに 5 つの病院を運営し、現地で中心と

なって医療サービスを提供しています。PRSC/L が運営する病院

は、パレスチナ難民の医師、看護師によって維持されてきました。し

かし、彼らは移動と教育の機会が制限されているため、知識や技術

のアップデートができていませんでした。 

このような背景をもとに、日本赤十字社は、2015 年 3 月に「第一

次３カ年計画」を策定し、同年 4 月から、国際赤十字・赤新月社連

盟や赤十字国際委員会、現地の各国赤十字・赤新月社と共に、現

地の人々に必要な支援を届ける事業を開始しました。2018 年 4 月

からは、新たに「第二次 3 ヵ年支援計画」を開始し、長期間に及ぶ

紛争の被災者への支援を継続しています。当院からも 2018 年 4 月

から延べ 3 名の看護師を派遣しました。 

看護師 

秋田 英登 

レバノンへ逃れたパレスチナ難民は約 70

年間、国籍や市民権がなく、職業や移動の制

限がある中で生活し、「忘れ去られた難民」と

言われています。 

そんなパレスチナの人々と、肩を並べ働い

た半年間。私が注力したのは、できる限りの

時間を救急現場で過ごし、共に汗を流すこと

でした。救急部長は「ここで暮らすパレスチナ

難民のため、最高の医療を提供する救急外

来を作りたい。」と語り、看護師長は誰よりも

率先して献身的な看護を行います。彼らから

感じたのは、厳しい生活・就労環境よりも、命

を守る医療従事者としての誇りや情熱でし

た。彼らのサポート、ホスピタリティー、夢、全

ての出会いに感謝するとともに、日赤とパレ

スチナ赤新月社の”協働”によって蒔かれた

種が、数年後実をつける日を願っています。 

最後に、2020 年 8 月のレバノン爆発事故

においても、最前線で働くパレスチナの方々

に敬意を表するとともに、一日も早い復興を

心よりお祈りします。 



中東地域紛争犠牲者支援事業（ヨルダン） 

長期化する難民問題に寄り添う支援を行う 

2011 年に始まったシリア内戦の影響により、約 660 万

人のシリア人が周辺国へ避難し、ヨルダンでは約 69 万

人のシリア難民を受け入れています（2019 年末、UNHCR

発表）。 

国際赤十字・赤新月社連盟（以下、IFRC）は、「今世紀

最大の人道危機」といわれたシリア内戦により発生した

避難民の支援をヨルダン赤新月社とともに 2011 年から

行ってきました。長期化する難民問題に対しシリア難民

の健康や衛生促進、難民キャンプの外で暮らす難民へ

の住居支援、受け入れコミュニティでの貧しいヨルダン人への家計支援などを実施しています。 

日本赤十字社は、IFRC の要請を受け 2015 年から、保健要員を派遣し、難民流入の多い首都アンマンやアジュルン

県、ジャラシュ県、マフラック県、イルビット県のシリア難民および難民受け入れコミュニティの住民計 3 万人を対象に地

域住民参加型の保健事業（CBHFA：Community Based Health and First Aid）の保健要員として活動を開始しています。 

当院は、これまで保健要員として看護師 2 名の派遣を行いました 

看護師 

桂川 彩 

事業の要となっているのは各地域からのボラン

ティアです。活動のひとつに、小学校の訪問があり

ます。お昼ごはんは安価なスナック菓子やジュース

ですませる子もおり、学校ではお菓子の袋が至る

所に散乱していました。ボランティアは健康的な食

生活について話をしたり、手洗い指導を行います。

きちんとした知識があるからこそできることで、その

光景はまさに学校の先生のようです。ボランティア

はただ話をするだけではなく、楽しんで教育を受け

てもらえるようにダンスや紙芝居、クイズ、寸劇など

バラエティー豊かで、石鹸や歯ブラシ、タオルが入

った衛生キットを渡すこともあります。出産後 3 ヶ月

でボランティアに復帰した人もおり、ボランティアとし

ての誇りを持って活動していることが事業の根底に

あることを実感しました。 



シリア難民救援事業（レバノン） 

難民受け入れ国の看護の質向上をめざして 

2011 年に発生したシリア紛争により流入した難民を受け入

れてきたレバノンの総人口は 5 年間で約 30％増加したと言

われています。シリア難民の医療ニーズが高まる一方、レバ

ノン社会への負担や犠牲も生じています。 

赤十字国際員会（以下、ICRC）は 1967 年からレバノンにお

ける中東戦争やレバノン内戦の犠牲者支援を実施してきまし

た。2016 年には首都ベイルートにあるレバノン最大の公立病

院であるラフィク・ハリリ大学病院の支援を開始しました。 ラ

フィク・ハリリ大学病院は、医療費を負担できないレバノン人

や移民・難民などを受け入れる役割を担っています。しかし、

未払い金により病院を継続的に運営することが難しい状況に

陥っていました。2016 年、日本赤十字社は ICRC の要請を受

け、ラフィク・ハリリ大学病院の医療の質向上の役割を担うた

めに関塚看護師長（現：看護副部長兼国際医療救援課長）を

派遣し、病棟看護師の教育、トレーニングを行いました。 
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5.  国際活動を担う人材の育成 

国際医療救援部付け研修生（看護職）制度 

国際活動に参加したい看護職を確実に育成する 

国際医療救援部は、2007 年度より国際救援・開発協力要

員に必要な実践能力の向上を目標に、院内外の研修を通じて

看護実践能力をそなえた人材を育成しています。 

研修生は院内研修として小児科・産科・外科・整形外科・内

科・救急外来・手術室などを 1～2 年でローテーションします。

また、月例研修の企画・運営や広報活動のほか、国際活動に

興味をもつ職員を集めて「あおむしの会」も企画・運営します。

院外研修では、日本赤十字社本社や国際医療拠点病院が企

画する国際救援・開発協力要員登録にあたっての必須研修に

参加します。 

この研修制度は赤十字のネットワークを活かし、当院のみ

ならず他の赤十字病院からも研修生（看護職）を公募していま

す。2007 年度から 2020 年度までに 23 名（6 名は他の赤十字

施設から）が研修を修了し、すべての研修生が国際救援・開発

協力要員として日本赤十字社に登録され、20 名が国際活動

に派遣されました。 

国際医療救援部師長 

菅原 直子 

当院には約 1,000 人の看護職がおりますが、そ

のうち 1.5％にあたる 15 名が国際救援・開発要員

登録者です。「少ない」と思われる方もいるかもし

れませんが、全国 91 赤十字病院の国際救援・開

発要員登録者で看護職は 134 名（2020 年現在）

で、その 11%にあたりますので、他の施設よりは多

い方であるといえます。 

「国際活動に参加したい！」と希望し入職する看

護職は多いですが、実際に国際活動に参加する

にはプラスαの努力が必要です。当院にはプラスα

の努力を支援するため看護職を対象とした国際医

療救援部付け研修制度がありますが、研修生にな

ったかからといって国際救援・開発要員登録され

るとは限りません。また、国際救援・開発要員登録

できたといっても海外派遣されるとは限りません。

それでも、毎年「国際活動に参加するときのために

学び続けることをやめない」研修生がほんの数人

ずつですが国際医療救援部にはいます。 



予科生制度 

未来の国際救援・開発協力要員を目指して 

当院で国際医療救援・開発協力(以下、国際活動)に興味を持ち要員を志す職員を対象に、国際活動要員に必要な語

学およびモチベーションの維持、向上を支援するため、2014 年より国際医療救援予科生制度を導入しています。 

予科生の目標として①国際医療救援・開発協力要員に必要な看護実践能力 国際ラダーⅠ・Ⅱを習得する（看護

職）、国際医療救援・開発協力要員に必要な国際救援・開発要員基礎研修Ⅰを履修する、②英語力を向上させる、③国

際活動に必要な対人関係能力を培う、④目標に対し具体的な計画立案し、実施、評価の過程を経験することで目標管

理の基礎を学ぶ、⑤国際医療救援・開発協力要員の基礎となる看護実践能力（キャリア開発ラダーⅡ,できればⅢ）を習

得する（看護職）とし、国際医療救援部担当者と定期的に面談を行い、予科生の計画実施状況の確認や相談など支援を

行っています。2014 年から 2020 年までの間、看護師 7 名、助産師 1 名、薬剤師 2 名、作業療法士 1 名が予科生となっ

ており、その中の多くの職員が予科生制度活用後、当院国際医療救援部付け研修生となる、または国際医療救援の登

録要員となっています。 

あおむしの会 

国際医療救援活動への一歩を踏み出そう 

あおむしの会は国際医療救援活動に興味・関心のあ

る職員の交流を目的に、国際医療救援部付け研修生

により 2008 年からスタートしました。会の名前には「い

つか蝶になって国際救援・開発協力の現場へはばたこ

う！」という思いが込められています。 

現在は国際医療救援部付け研修生を中心に会の運

営を行い、国際活動を目指す職員に対し、派遣までの

道のりや派遣者からのお話し、英語学習、国際活動に

関わる各種研修についての情報提供などを中心に、2

ヵ月に 1 回のペースで開催しています。実際に派遣経

験のあるスタッフ、研修生と看護師、事務職、薬剤師、

栄養士など様々な職種、年代の参加者たちがお互いの

国際に対する思いや苦労していることなどを話していま

す。そうすることで、国際活動へのモチベーション維持

や向上にも繋がる場となっています。 

  

国際医療救援部付け研修生 

鳥越 麻実 

私は、新人看護師の頃から、あおむしの会に参加させてい

ただいていました。看護師として、病棟での看護を覚えるこ

とで精一杯になりながらも、時折この会に参加することで国

際医療救援に対する思いを大切にできたと思います。同じ

目標をもちながら頑張っている仲間や救援部研修生の

方々とお話しすることで、たくさんの良い刺激を受けていた

ことを覚えています。自分自身が研修生となり、主催する側

となってからはどうしたら国際救援活動を目指しているスタ

ッフが来やすい場となるか、どんな内容だと興味が出るか

を試行錯誤しながら開催しました。忙しい仕事の合間でも、

参加しやすい会にすることに難しさも感じましたが、参加し

てくれたスタッフの笑顔や目標に向かって頑張っている言

葉や思いなどを聞くと、私も気持ちが奮い立たされました。

先輩方が作り続けてくださった「あおむしの会」は、誰もが国

際医療活動と繋がることのできる大切な場所だと感じます。 



集中英語研修 

日常業務から離れて英語漬けの 2 ヵ月間 

国際赤十字の派遣要員として要求される、英語による総合的な

コミュニケーション能力を習得し、実際の活動における円滑な業務

の遂行を図ることを目的に、2004 年より当院にて集中英語研修を

開催しています。 

本研修は派遣要員となるための登録研修の申し込み条件であ

る TOEIC スコア 730 点以上の取得を数値的目標としつつ、英語で

のコミュニケーション能力の向上を図っています。研修期間の約 2

ヵ月間は日常業務から離れ、英語の勉強に集中する環境を整えて

おり、多くの受講生が目標である TOEIC スコア 730 点以上を取得

できています。 

研修修了後は国際救援・開発協力要員基礎研修Ⅱ（IMPACT）も

しくは保健医療 ERU 研修を受講し、近い将来日本赤十字社派遣

要員として登録されることを前提としており、2020 年までに 36 名が

本研修を修了し、修了生のほとんどが派遣要員として登録を行い、

各地で活躍しています。 

 

 

 

  

国際医療救援部付け研修生 

秋田 拓之 

私は 2020 年 10 月から開催された当研修

に参加させていただきました。同じ志、同じレ

ベルの語学力を持った生徒との研修は非常

に刺激的で、人生で一番英語に向き合えた

素敵な時間でした。印象に残っているのは、

水曜日と木曜日のネイティブの先生の授業

でした。生徒同士でイラストを描いたり、クイ

ズ形式で授業をしたりとゲーム感覚で英語を

学び、英語に触れる楽しさや喜びを再認識

することが出来ました。また研修の集大成と

して興味があることについてのプレゼンをし

ました。私の年はスライドショーを使用せず、

基本的に身振り手振りでプレゼンをするとい

うルールでした。相手に伝わるような発音、

語彙、スピード、アイコンタクトなど、英会話

において基本的でありながら意識しないと難

しいスキルもこのプレゼンを通して学ぶこと

ができました。非常に充実した研修でした。 



オンライン英語研修 

英語の自己学習をサポート 

日本赤十字社の国際救援・開発協力要員を目指す職員が英語学習を進める中で、時間的制約や費用面から継続的

に英語学習に取り組むことが困難と感じる方が少なくありませんでした。そこで、平成 30 年度より、オンライン英語学習

システムを提供することで効率的な学習方法を提案し、国際救援・開発協力要員を目指す職員の英語の基礎力・総合力

の向上を目的とした支援をスタートしました。研修期間は半年間で、こちらから学習教材（e-learning など）を提供し、個人

で学習を進めていただき、研修前後の TOEIC のスコアで学習成果を測りました。 

自分の好きな時間・好きな場所で学習ができるため、効率的に英語学習を進めることが出来るという声が多い一方

で、半年という長期間モチベーションを高く持ち続けることが難しいという声もありました。 

まだまだ改善の余地がある研修ですので、より効率的な学習を提供できるよう、サポート体制をしっかり見直していき

ます。 

戦傷・災害外傷/災害外傷研修 

災害現場で必要な実践能力の向上を目指す 

紛争地域を含む災害現場では、平時には遭遇することの少な

い外傷を受け入れ治療する必要があります。戦傷・災害外傷研

修は 2007 年から毎年、赤十字国際委員会からの外国人講師を

招聘して実施していました。その後、派遣経験を積み重ねること

ができた研修経験者が増えたこともあり、第 9 回目からは日赤

内の人材だけで研修会を企画できるようになりました。 

 

 

 

2016 年から隔年開催となった研修会ですが、開催 11 回目となっ

た 2018 年は研修会名を「災害外傷研修」と改め、内容は、これまで

の外傷治療・ケアの基本に加え、止血処置や骨盤固定など新たな項

目を追加いたしました。 

2021 年度より導入される病院型 ERU での活動を視野に入れ、受

講者の専門領域以外の国際医療救援における災害外傷に関する基

礎的な知識と実技を展開する機会を提供することで、具体的な災害

外傷の治療および看護を学ぶ機会を提供しています。 

  



ERU 技術要員研修・電気関連技術研修 

救援活動に不可欠な生活基盤を作り出す 

2007 年度より ERU 技術要員として必要とされる知識、技術の向

上、および潜在的な人材の発掘を目的に当研修が始まりました。当

初電気理論（AC-DC について、電圧・電流・力率・電力について）の

講習や実習にてテスター、電流計の使い方、診療所設営などの研

修内容から始まり、年度により暖房・発電機の取り扱い、滅菌機材

の試運転と点検、トイレの設営、レントゲン撮影機の取り扱い、給水

（浄水器、シャワー）、テント、空調（冷暖房）、焼却炉の取り扱いなど

の内容も盛り込まれ実施されました。2014 年度は大阪赤十字病院

と協働で、管理・技術双方の分野で必要とされる知識と技術を学ぶ

ための研修が実施され、また 2015 年から 2018 年では熊本におい

て、基礎保健 ERU 研修と並行して当研修が開催されました。2019

年は開催場所を名古屋に移し、中部プラントサービス様との協働で、

大容量の電気や燃料を活動地で安全に扱うことができる人材育成を

目的とした研修を実施、さらに 2020 年は病院 ERU の資機材導入に

合わせ、実際の資機材を取り扱いながらの研修を実施しました。 

コミュニティヘルス勉強会 

レジリエンスな地域社会を築くために 

普段、日赤の国際救援・開発要員は病院で医療を提供してい

ます。しかし、派遣される国々においては、保健サービスの提供

だけでなく、地域に根差した健康増進活動により、地域住民が主

体となり、健全でレジリエンスな地域社会を構築する取り組みに

ついて理解し実践することが必要となります。 

 

 

 

2015 年より始めたコミュニティヘルス勉強会は、毎年開催され

2019 年には研修会として位置づけられ、活動地のアセスメントの仕

方、国際赤十字・赤新月社連盟の開発した地域住民参加保健のア

プローチツールと赤十字の強みであるボランティアのトレーニング、

モニタリングや評価の仕方などについて学びを深めています。 



月例研修会 

新しい知識や経験を共有できる会を目指して。 

全国の赤十字施設職員および地域住民を対象に赤十字

の国際活動について紹介、今後国際活動を目指す人材の

発掘と育成を目的とし、国際医療救援部が月に 1 回研修会

を開催しています。 

この研修会は 2001 年から開始され、実際の国際医療救

援・開発協力の活動報告や研修会の伝達講習などテーマは

多岐にわたっています。講師は当院派遣職員だけでなく、赤

十字関係者や国際活動に携わる専門家を外部から招待し、

その経験や知識を発表していただいています。 

2018 年からはオンライン配信をスタートし、全国の赤十字

施設職員にも情報を発信しています。今後もより興味が持て

るようなテーマを取り扱っていく予定です。 

 

  

国際医療救援部付け研修生 

田中 速人 

国際医療救援部付け研修生として、月例研修会に

携わることで多くのことを学ぶことができました。研

修会は、派遣者の活動報告や、院外研修参加者の

伝達講習を聞ける貴重な機会であり、国際活動に

必要な知識や情報を学ぶことができます。しかし、

私が学べたことはそれだけではありません。国際医

療救援部付け研修生は、研修会を開催するにあた

り、年間計画から始まり、開催案内メール、会場予

約、ポスター作成などの事前準備、当日は司会や

受付、資器材準備、終了後は片付け、アンケート集

計などの役割を担います。このような仕事を担当す

ることで、事務的な手続きであったり、一つの研修

会を開催するのに必要なプロセスを学ぶことができ

ました。研修会だけでなく、派遣に関しても、多くの

人が準備やサポートをして下さっているお陰で要員

が派遣に行くことが出来ています。私も今後派遣に

行く際には、このことを忘れずに感謝の気持ちと責

任を持って活動できる要員を目指していきたい。 

アフリカ友の会代表 

徳永瑞子先生に 

ご講演いただきました！ 

（2019 年 5 月 31 日） 

現地へ派遣中の職員と 

インターネット中継を行い、 

現地の”今”を伝えます 



6. 広報活動 

パネル展示 

より多くの人達に国際活動について理解してもらい、協力してもらえるようなパネルを目指して 

国際医療救援部では、要員を派遣した事業に関して、現場での

活動内容や役割、要員の体験談や思いなどを写真や文章にまとめ

てパネルを作成しています。また、海外たすけあい募金や病院祭な

どのイベントに合わせてパネルを作成し、院内だけでなく院外でも

掲示をしています。これらのパネルを掲示することで地域住民の

方々に赤十字の国際活動を理解していただき、さらに協力していた

だけることを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

ホームページや SNS の活用 

時代に沿った広報媒体の活用 

国際医療救援部の活動をより皆様に広く知っていただくために、積極的に広報活動を行っています。 

出発式・出迎え式の様子や経験談などの派遣に関する内容はもちろんのこと、研修会の様子や勉強会の案内なども

発信しております。また、最近ではホームページの更新だけでなく、病院が所有している SNS のアカウントを利用したタイ

ムリーな発信を心がけています。 

ぜひ下記のアイコンをクリックしてご確認・ご登録お願いします！  

 

 

 

 

 

 

国際医療救援部主事 

安部 萌華 

 パネルの展示や SNS を利用した情報発信

など、国際医療救援部の活動をより多くの方

たちに伝えるために、広報活動に力を入れて

います。一人でも多くの方の目に留まるよう

に見せ方を工夫したり、分かりやすい文章を

心がけるなど、国際医療救援部付け研修生

のみなさんと共に鋭意努力しています。 

 今後も後方支援要員として、私のできるこ

とで国際医療救援部の活動に貢献していき

たいと思います。 

https://www.nagoya2.jrc.or.jp/development/
https://www.facebook.com/JRC.NagoyaDainiHospital
https://www.youtube.com/user/yagotoredcross
https://www.instagram.com/nagoya2.jrc/?hl=ja


マスコミを通しての情報発信 

150 回を超える、新聞・雑誌・TV 等メディアへの掲載実績 

派遣前の出発式・記者会見及び帰国時の出迎え式・帰国報告会を行い、赤十字の国際活動や当院の国際医療救援

活動への取り組み、そして世界の状況を広く一般の方々に知っていただくことを目的に、マスコミ各社に取材依頼を送付

しています。その結果、この 10 年間で新聞や雑誌、テレビのニュースなどさまざまな媒体に取り上げていただき、その回

数は 150 回を超えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2011 年 1 月 中日新聞 2011 年 7 月 中日新聞 2012 年 10 月 中日新聞 

2014 年 1 月 朝日新聞 

2013 年 1 月 中日新聞 

2012 年 10 月 中日新聞 

2011 年 6 月 中日新聞 

2015 年 3 月 中日新聞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 4 月 中日新聞 2015 年 5 月 中日新聞 

2015 年 6 月 中日新聞 

2015 年 6 月 読売新聞 2015 年 6 月 読売新聞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 2 月 中日新聞 

2016 年 5 月 中日新聞 2016 年 10 月 毎日新聞 

2017 年 9 月 中日新聞 2017 年 9 月 読売新聞 

2017 年 9 月 中日新聞 

2017 年 10 月 中日新聞 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 11 月 日経新聞 2018 年 3 月 中日新聞 

2018 年 8 月 朝日新聞 

2017 年 12 月 日経新聞 

2019 年 1 月 中日新聞 

2018 年 8 月 読売新聞 



出発式・出迎え式 

みなさまからの応援を力に変える 

 派遣者が出発・帰国する際には、病院正面玄関にて出発

式・出迎え式が行われ、「いってらっしゃい！」という熱い激励

の言葉とともに送り出していただき、「おかえり」という温かい

言葉とともに迎え入れていただきます。業務多忙の中、派遣

者を激励・迎えるために、たくさんの職員が参加してくださる

ことに、いつも感謝の念が堪えません。 

 私たち派遣要員が海外で活動できるのは、留守の間の日

常業務を支えてくださる病院職員のみなさまの温かいご支援

があってこそです。この場をお借りして、改めて御礼申し上げ

ます。 

 これからもご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

講義・講演会 

国内外の国際活動の対象者理解を深める 

日本赤十字社の行う国際活動について、日本赤十字関連

施設の職員をはじめ、小学生から大学生まで様々な対象の

方に講演活動を行っています。 

2011 年、日本における国際化への対応のため厚生労働

省から「国際社会において広い視野に基づき、看護師とし

て諸外国との協力を考える内容」を保健師助産師看護師学

校要請規則に明確化されました。これを受けて当院の国際

医療救援部には国際看護の講義依頼が増える傾向があり

ました。そこで、看護学生の皆さんが国際看護を国内外ど

ちらでも考える必要があるということが理解できるように自然

災害や紛争地での活動、開発協力に加えて、国内で増加傾

向の外国人患者さんの対応についてお話しています。 

2011 年度から 2020 年度で、のべ 115 の施設に講演会・

講義のため国際活動経験のある職員を派遣しました。 

  



病院祭 

地域のみなさんとふれあいたい 

当院では、診療以外の機会に地域住民の皆さんと職員とのふれあいを通して、住民の方々に当院をより理解していた

だき、信頼を深めていただくことを目的に、2012 年より「看護フェスティバル」、2013 年より「ふれあい祭り＆看護フェステ

ィバル」として病院祭を実施しています。 

病院祭開催時には国際医療救援部も病院の一角にブースを開き、当部の行っている活動や世界の災害、紛争などに

より影響を受ける人々、またその方々への支援についての紹介、様々な催しなどを通じ来院者の方々とのふれあいを行

っています。2013 年は「世界に届く あなたの気持ち」をテーマに、いくらの募金で何ができるかについての例を紹介す

る、2014 年は民族衣装を展示し、来院者の方に試着してもらう、2015 年はネパール地震の被災者の方々へのメッセー

ジを来院者とともに考える、2016 年は派遣要員の活動内

容をインタビュー形式でビデオ撮影し、「レッドクロスシアタ

ー」と称してその映像を流す、2017 年は紛争下で生きる

人々のエピソードをパネルや映像で紹介する、2019 年は来

院した親子、子どもたちと触れ合うチャイルドフレンドリース

ペースを設置するなど、病院祭を通して地域の人々と交流

し、当院をより深く理解していただけるよう努めています。 

  

  



7. その他 

国内、国際の協働 

国内外を通して多様なニーズにこたえる 

日本では全国各地で自然災害が頻発し被害が甚大化して

います。当院は南海トラフ地震の大規模災害が予測される地

域にあります。また、自然災害だけでなく、国際的な人・物の移

動によって感染する新興感染症についても迅速に対応する必

要があります。実際、2019 年末からは新型コロナウイルスの

感染への対応に迫られました。 

日本赤十字社の使命として私たちは、国内、国際にかかわ

らず、災害時に必要とされる救護を迅速に行う必要がありま

す。2020 年 8 月には当院に併設して「日赤愛知災害管理セン

ター棟」が完成しました。これまでも、災害発生時には国際活

動で得た知見を国内災害の対応に活かしてきましたが、今後

は国内と国際の一層の協働が必要となってきます。 

また、当院には年間約 380 名の外国の方の受診がありま

す。そのほとんどは英語でない言語を母国語とされる方々で

す。こうした外国人の対応に関しても、異文化経験を活かして

看護職への研修に携わるなどしています。 

 

 

 

  

国際医療救援部理学療法士 

中島 久元 

 私は 2017 年 10 月、2018 年 2 月に日本赤十

字社緊急対応ユニットチームの心理社会的支援

（こころのケア）要員としてバングラデシュ南部避

難民支援活動へ参加させていただきました。ま

た、2019 年 10 月に令和元年台風 19 号の災害

において、主事として長野県への支援に行かせ

ていただきました。国内においても国際において

も、災害などのあった場所で現地の方々のニー

ズを見出し、影響を受ける人々に必要な支援を

行うことは共通である反面、現在まで国内、国際

それぞれの活動において得てきた知見や経験

は異なる部分もあるかもしれません。国内、国際

活動で得られたそれらの経験を共有し、それぞ

れの持つ強みを組み合わせられれば、今後起こ

りえる様々な災害や感染、または日本に住む多

様な人々に対し、より効果的な支援を広げられ

るのではないかと思っています。 



病院 ERU の準備 

支援の機能拡充にそなえて 

最近の 10 年間の自然災害の頻度は、それ以前の年平均と

の比較において、世界各地で 2～4 倍に増えています。こうし

た状況を踏まえ、1990 年代後半、より迅速で最大効果的な保

健医療サービスを提供するため、国際赤十字は「緊急対応ユ

ニット（Emergency Response Unit）」を導入しました。日本赤十

字社は、「基礎保健（診療所）ERU」を整備し、およそ 20 年にわ

たり緊急救援に対応してきましたが、2019 年度、ERU を診療

所レベルから病院レベルに機能拡張し、「病院 ERU」を整備す

ることを決定しました。 

今後の病院 ERU の導入に向けて、資機材整備、研修を重

ね、円滑な実践に進むことができるよう当院は、2018 年と

2019 年の日本赤十字医学会総会において病院 ERU に参加

する要員の人材発掘、全国赤十字施設の国際活動に対する

理解と協力を得るためのワークショップの開催を行いました。

また、インフラの整っていない被災現場で病院 ERU

の資機材の適切な維持管理や大容量の電気や燃料

を安全に扱うことができるように 2019 年より電気関連

技術研修会を企画実施し人材の育成に貢献していま

す。  



8. 今後の展望 

アジアやアフリカの新興国の経済発展や政治情勢が目まぐるしく変わるなか、必要とされる支援のあり方も変化してき

ています。受援国の標準や期待値の上昇から、特に医療の質や説明責任において先進国並みのハイレベルな対応が

必要となってきています。日本赤十字社は海外医療救援事業の一つに病院型 ERU(Red Cross Emergency hospital)とい

う構成ツールを本年度登録する予定です。高度な医療を可能にする大きな一歩であり、それを担う人材や運営ノウハウ

を確保するという大きな命題に対して、日々課題に取り組んでいます。加えて今、まさに COVID-19 感染症対応真っ只

中ですが、昨今の気候変動などを鑑みますと、これからの医療支援が新興感染症にも対応する必要性が出てくるため

準備を始めています。 

一方、国際赤十字の派遣のあり方は”as local as possible, as global as necessary”の方針が示され、人材登用におい

てはブロック化が進むと考えられます。このことにより、より迅速で地域性を考慮した対応が期待されます。自然災害が

多いアジアにおいては日本赤十字社の果たす役割は大きくなると予想されると同時に、能力別評価が導入されるため派

遣者個人は標準スキルの習得を絶えずアップデートする必要があります。ジュネーブやクアラルンプールへの人材派遣

を通じてトレンドを理解し、計画性をもちつつも柔軟な組織設計が今まで以上に重要になってきていると感じます。 

次の 10 年が日本赤十字社の国際活動の歴史を語る上で重要なページとなれるよう皆の力を合わせて頑張っていき

たいと思います。 

第 4 代国際医療救援部部長 杉本 憲治 

  令和 3 年 3 月 20 日 伊藤副院長兼看護部長 川崎看護副部長 退任記念祝賀会にて 
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