
Ⅰ．はじめに

日本の政府開発援助では発展途上国に対して、医療施

設への機材の提供、感染症対策、予防接種計画、母子保

健などの活動、人材養成のための研修実施などさまざま

な保健医療協力が行われている 1）。私は 2年間にわたる

発展途上国での医療協力を終えて帰国した後も、何らか

の形で国際保健医療協力を続けたいと考え、海外で発生

した災害による被災国に対して医療支援活動を行う国際

緊急援助隊（Japan Disaster Relief Team 以下 JDR）医療

チームの登録員となった。

医療チームは発足以来 30 件を超える派遣実績があり

活動については随時報道もされ、すでに周知されている

こととは思うが、JDR のホームページや学会等で紹介さ

れるのは患者数、疾患構造といった統計として表すこと

の出来る結果が多い。実際の現場ではチームが持つ機能

を最大限に発揮し被災者に最善の医療を行い、そしてわ

れわれも安全に目的を遂行できるように毎日様々な活動

が行われている。まだ 2 回の派遣経験しかないが、実

際の活動について詳細に報告したく、ここにまとめる。

Ⅱ．JDR 医療チームについて

具体的な活動を報告する前に、JDR 医療チームの位置

づけについて明確にしておく。国際緊急援助については

国際緊急援助室長を担当された経歴のある和田氏により

執筆されており 2）、これを参照しながら述べていく。

1．国際緊急援助とは

わが国では、海外で大きな自然災害や人為的災害が発

生した場合、政府開発援助の一つとして国際緊急援助を

行っており、実施は独立行政法人国際協力機構（Japan 

International Cooperation Agency 以下 JICA）が担当し

ている。JICA は、政府開発援助の二国間援助の調査お

よび実施を担当する機関であり、政府ベースの技術協力

を一元的に実施する特殊法人として 1947 年に設立され、

その後の特殊法人改革により 2003 年独立行政法人化さ

れた 3）。

適応される災害は、地震、火山噴火、台風、洪水等の

自然災害と、ガス爆発、放射性物質の大量放出等による

人為的災害が含まれる。しかし戦争、内乱等に起因する

災害には適応されない。災害は国を超えて発生するため
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図 1　国際緊急援助の決定までの流れ



対象となるのは発展途上国とは限らないが、被災国が他

国へ援助要請を出すのは独自の人的・物的・資金的資源

で対応できない場合であるため、おのずと発展途上国が

多くなる。

災害救援活動は被災国の国家の主権を侵すものであっ

てはならず、被災国政府の同意や要請なしに他国が援助

活動を行うことはできない。災害が発生した場合、被災

国にある日本大使館は被災国に対しただちに日本からの

国際緊急援助の申し出を行い、被災国からの要請を日本

政府に伝える。国際緊急援助の内容は、緊急無償資金の

供与、緊急援助物資の供与、そして人的援助の JDR の

派遣があり、決定は外務大臣によって行われる。このう

ち緊急援助物資の供与指示や JDR の派遣命令は、JICA

に対して出され、この指令をうけ JICA 内におかれてい

る JDR 事務局がその業務を行う（図 1）。

2．JDR とは

JDR は救助チーム、専門家チーム、医療チームで構成

され、派遣は 1987 年に施行された「国際緊急援助隊の

派遣に関する法律」に基づき実施される（表 1）。1992

年の法の一部改正により自衛隊の部隊も、自衛隊の組織

的、自己完結的な体制や能力がなければ対応できないよ

うな災害の場合、医療活動や救助活動を行うための派遣

が認められるようになった。しかし生命の安全、機材の

防備のために武器の携行が必要であるような場合には適

応されない。このように JDR は、隊員の生命の安全が

確保できない被災国に派遣されることはない。

さらに被災国への支援に必要な情報収集と JDR 派遣

の迅速化のために、1997 年に外務省職員や民間専門家

など数名で構成される外務省・国際緊急援助調査チーム

が創設され、災害発生後直ちに被災国に赴き政府との打

ち合わせを行うことになった。これにより専門的知識を

持っているものが現地を視察しどのような支援物資が適

切であるか判断することにより、有効な支援物資の供

与につながり、JDR の派遣も迅速に行えるようになった。

また調査チームは JDR が派遣されることになったとき

に同時に先遣隊としての機能も果たし、活動を要請され

ている地域の情報収集などを行い、JDR が現地ですぐに

活動できるような体制作りに効果的な役割も果たしてい

る。　

隊員の派遣に関する移動手段の確保、渡航手続き、活

動に必要な物資の調達などは、JICA が行っている。

3．JDR 医療チームとは

医療チームは法の制定よりも早くに前身がある。

1970 年代後半にカンボジア難民が国際的な問題となり、

1979 年に日本政府も医療チームを派遣したが、対応の

遅れの反省から海外の災害援助に迅速に医療関係者の派

遣が可能になるための体制の必要性を認識し、1982 年

国際緊急医療チームが創設された。その後、医療チーム

の派遣経験などからより総合的な援助体制が必要である

と認識され、現在の「国際緊急援助隊の派遣に関する法

律」が制定され、前述の 3つのチームに整備された。

1）登録

医療チームとして参加するにはまず登録を行う必要が

ある。医療関係者である必要はなく、一般の人たちも診

療活動の補助を行う医療調整員としての登録が可能だ

が、登録のための申請後に 2 泊 3 日で実施されている

導入研修を受ける必要がある。これは海外の被災地で医

療チームとして活動する上で必要な最低限の知識を得る

研修であり、医療関係者の救急医療についての知識や

技術は個々の臨床での実践能力に任せられている。導入

研修後に医療チーム総合調整部会による最終審査が行わ

れ、その結果正式に登録者となり派遣要請があった場合

に参加を申し出ることができる。2006 年 9 月時点での

登録者数は、医師 210 人、看護師 342 人、薬剤師 34 人、

岐阜県立看護大学紀要 第 7巻 2号 , 2007

̶ 98 ̶

表 1　JDR の各チームとその編成および活動
チーム 編成 活動 派遣期間

救助チーム 警察庁、消防庁、海上保安庁の救助隊員
（20~100 名）

被災者の捜索、発見、救出、応急処置、
安全な場所への移送

1週間程度

専門家チーム 関係省庁や地方自治体から推薦された技
術者や研究者（3~10 名）

災害に対する応急対策と復旧活動の専
門的指導

2週間程度

医療チーム 登録された医師、看護師など（21名が標
準）

被災者の診療、疾病の感染予防や蔓延
防止のための活動

2週間（継続の時は 2
次隊派遣）

自衛隊部隊 陸、海、空の自衛隊部隊（50~1000 名） 船舶・航空機を用いた輸送活動、防疫
活動など

2週間から 2ヶ月程度



医療調整員 178 人、計 764 人である 4）。

登録者は年に 3 回実施される中級研修に参加するこ

とが出来、そこでは災害医療についての講義、過去の派

遣事例から学ぶグループワーク、新しい機材の使用法に

ついての講習、最近派遣された活動の報告やそれについ

てのディスカッションなどが行われる。

これらの管理および運営は JICA 内の JDR 事務局に

よって行われているが、この下に派遣経験登録者によっ

て構成された医療チーム総合調整部会や各種委員会があ

り、導入研修や中級研修の実施はこれらの委員によって

実施されている。

2）医療チームの派遣

医療チーム派遣の決定はJDR事務局からFAXとEメー

ルによってすべての登録者に通知され、自発的な申し出

のあった登録者から選抜される。発災から 72 時間以内

に現地に到着することが目標とされており、地震災害な

ど突発的な災害は、発災の翌日指定された時間に成田

空港に集合できる者という文面で通知されることが多い。

誰もが申し出ることが可能とはいえ、実際には、派遣期

間内の現職勤務の調整および成田までの移動を時間内に

行うことが必要であるため、参加は居住地の地理的条件

に左右される。申し出からその決定までは、私の経験で

は 6時間ほどかかった。もし選抜に漏れる可能性があっ

ても決定を待つまでの間は出発の準備を整える必要があ

る。

派遣が決定すると隊員は指定された日時に成田空港へ

集合する。研修で顔を会わせたメンバーもいるが、ほと

んどが初対面である。構成は災害規模により縮小はあ

るが、最大規模で医師 4 名、看護師 7 名、薬剤師 1 名、

医療調整員 4名、ほかに外務省職員（団長）、JICA 職員（業

務調整員）をあわせ基本は 21 名で構成され、派遣期間

は出国から帰国までの 2 週間と決められている。隊員

が持参するものは最小限の私物のみで、活動に必要な

機材や物資は JDR 事務局で用意され成田の倉庫に保管

されている。帰国後は報告書の作成が義務付けられてい

る。なお派遣にかかる必要な経費の支給、隊員の所属先

への人件費の補填、所属のない隊員への国内俸の支給が、

JICA の規定に基づき行われる。

Ⅲ．医療チームの活動の実際

私の参加した活動は、2000 年 3 月 16 ～ 29 日のモ

ザンビーク共和国洪水災害と、2005 年 1 月 1 ～ 12 日

のインドネシア国スマトラ島沖大地震・インド洋津波災

害による派遣である（表 2）。活動の概要は、JICA から

出されている報告書 5, 6）にまとめられているが、それら

を参照しながら詳細について述べていく。

モザンビーク共和国洪水災害は、集中豪雨により発生

した同国の過去 50 年間で最悪の水害であった。主要河

川の決壊により道路が至る所で寸断され、物的・人的被

害は甚大で、特にマプート州及びガザ州は壊滅的な被害

を受けており、町全体が 2～ 8m水没し多数の犠牲者を

出した。インフラの崩壊により孤立状態になった地域も

あり、救助活動や支援物資の輸送が困難な状況であった。

スマトラ島沖大地震・インド洋津波災害では、スリラ

ンカ、モルジブ、タイ、インドネシアの 4カ国に合計 7

の医療チームを派遣するといった、今までにない大きな

災害だった。インドネシア国においては12万人の死者・

行方不明者を出し、震源地に近いバンダアチェ市は津

波により沿岸部から 4～ 5km までが壊滅状態であった。

しかし山側である半分の地域は、影響を受けておらず二

極化していた。未収容の遺体が 2万体以上あるといわれ、

市内では遺体の回収作業や埋葬が行われていた。

これらの派遣の医療活動の実際について述べる（表 3）。
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表 2　医療チームメンバー構成
モザンビーク
・外務省職員 1名（団長）
・医師 3名（内 1名副団長）
・看護師 7名（内１名調査チームより合流）
・医療調整員 3名（内１名臨床検査技師）
・業務調整員 3名（内１名調査チームより合流）
インドネシア
・外務省職員 1名（団長）
・医師 4名（内 1名副団長）
・看護師 7名
・薬剤師 1名
・医療調整員 4名
・業務調整員 4名（内 1名副団長）



1．活動場所と宿舎の選定

先に述べたように災害と同時に調査チームが派遣され、

かれらが現地対策本部と協議し、先方の医療ニーズ、イ

ンフラの状況、治安についての情報を集め、現地警察へ

の警備の依頼、車両や通訳の確保、宿舎の選定などを行

う。これには日本大使館や現地の JICA 事務局からの協

力も受ける。

モザンビークでは調査チームが現地対策本部からいく

つかの地域で医療活動の要請を受けたのだが、実際には

医療ニーズがない、移動手段がないといった状況が続き、

滞在設置型の診療をあきらめ巡回型の医療活動が検討さ

れるほど、活動場所の選定は難航した。最後に要請され

たガザ州ホクウェイ地区は、人口 2 万人の土地に被災

民 3 万人が流入している地域であり、看護師と助産師

による医療施設はあるものの医師はおらず、医療ニーズ

が高いと判断され活動場所として決定された。しかし宿

泊場所がそこから片道 2 時間要するホテルしか確保で

きず、移動による隊員の疲労が予想された。しかも道路

の路面状況は悪く半分は未舗装の悪路で、降雨があれば

道はなくなり宿舎には帰れず、野営を余儀なくされる危

険があった。現地での野営も検討されたが、治安の維持

や熱帯熱マラリア罹患の危険を考えると、隊員の安全の

ためにはホテルの滞在を選択せざるを得なかった。

インドネシアでは、始めに現地対策本部から提示され

た地域は飛行機の確保が出来ず活動は不可能だった。最

終的には輸送のための燃料の確保が困難と言われていた

バンダアチェ市で活動することになった。すでに 2 カ

国の医療チームが入っており、市内で機能していた二つ

の病院で活動したり巡回診療を行っていた。そこで先に

バンダアチェ市に入った本隊第一陣は病院への援助活動

は不要と判断し、津波の被害を受けていない集落の中

心にあったサッカー場を活動場所と決定した。バンダア

チェ市は独立派と政府軍が対立を続けている地域であり、

被災後は一時停戦していたが、安全のためジャカルタか

ら警察官が同行していた。ちょうどサッカー場にはイン

ドネシア軍海兵隊がキャンプを張っており、活動場所の

警備を依頼した。インドネシアには JICA の研修プログ

ラム等で訪日経験のある人たちの団体があり、その事務

局長から私邸を宿舎として提供された。車両と通訳の手

配も彼らの協力によって行われた。

2．診療所の設営

テントは大型テントを診療室として使用し、その周囲

に受付、薬局、処置室といったテントを、患者の動線が

一定方向になるように配置する。他にわれわれの休憩室、

事務室、機材保管庫といった目的のテントや、トイレが

作られるが、患者から眼の届かないような配置が必要に

なる。

通訳は、受付、各診療室、薬局に配置されるが、十分

な人数が確保できないときは、優先順位を考え配置され

る。

3．医療活動

1）隊員の配置

医師は診療テント内で診察を円滑に行えるように配置

される。医療調整員は受付や薬局に配置される。看護師

は主に診療介助にあたるが、他の部署の休憩交代がス

ムーズに行われるように、必要があれば受付や薬局の業

務を行う。診療介助や処置を行う看護師の配置を固定す

るかローテーションを組むかは、状況にあわせ行われて

いる。フリーの看護師がいれば各診療場所の物品の補充

や汚染物の処理、物品の点検整備などを行う。

2）トリアージ

トリアージは緊急度、重症度の判定を中心に患者の救

命を効果的に行うためのシステムである 7）。

医療チームが派遣されるときには患者の重症度も低く、

活動でトリアージを行う必要性は高くない。しかしモザ

ンビークでは高度な脱水症状を起こしている乳幼児がお

り、緊急に治療が必要であった。また診療開始は 9 時

とはいえすでに気温は高く、子どもたちが重症化する危

険があった。そのため医師によるトリアージを診療前に

組み込み、緊急治療群、準緊急治療群と思われる患者を

選別した。

インドネシアではトリアージを活動の中で行わなかっ
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表 3　医療チームの 2週間の活動内容
発災後 調査チーム派遣 医療チーム員の選抜
1日目 医療チームに合流 成田集合→現地
2日目 帰国あるいは医療チー

ムとして活動
サイトの立ち上げ　
医療活動開始

3～ 11日目 医療活動
12日目 2次隊への引継ぎ
13日目 現地保健省および日本大使館へ報告、現地発
14日目 成田着　解団



たが、フリーの看護師は適宜受付周囲を巡回し、重症患

者の発見に努めた。

3）受付

カルテに氏名、年齢、性別、居住地（自宅かテントか

など）、主訴を記入する。体温測定も行うが、腋窩体温

計を使用するのが初めての人もいる。また列を作るとい

う習慣がない国もあり、いかに受付を混雑なく公平に行

うかは重要である。

モザンビークでは男女が別の列を作っていた。女性と

子どもを数人受け付けてから男性を受け付けるなど工夫

していたが、男性側からの抗議があった。脱水を起こし

早く診察しなければならない子どもが多く、そのため子

どもを連れてきている女性を優先に受け付けていること

を住民のまとめ役から話をしてもらい、その後は混乱も

なく受付業務を進めることができた。診療時間の明記は

立て札で行っていたものの受付終了時間にはまだ 100

名を残す患者の列があり、彼らには予約券を発行し翌日

持参するように伝えた。これは診療ができなかった人数

の把握にもつながった。

4）医療・処置

診療は医師の数や患者の医療ニーズに応じて診療体制

が組まれる。テント内での医師の診察場所の配置も状

況に応じて変化する。行われる処置は、子どもへの内服

介助、点眼、点耳、軟膏塗布、皮膚の消毒、ガーゼ交換、

点滴などで、診療場面で行われることも、処置テントで

行われることもある。看護師は各医師の診察介助に付く

が、人数によっては 1 人で 2 人の医師の診療介助を行

うこともある。

モザンビークではひとつのテント内に二つの診察場

所を設け、9日間の診療で述べ 2611 名の診察を行った。

特徴は、疾病全体に占めるマラリアの割合が 27% であ

り、そのうち 6 歳未満児が 69% と高率だったことであ

る。キニーネの点滴治療を要する小児患者がおり、脱水

が著明で血管を確保することが極めて難しかった。コレ

ラ等の伝染性疾患の発生も懸念されていたが、認められ

なかった。洪水後の浸軟による皮膚剥離、汚水による炎

症など皮膚疾患があり、軟膏塗布のため直接患部に触れ

る機会も多かった。しかしエイズ患者が人口の 4 割と

も言われる地域であり、感染防止のため手袋の着用が欠

かせなかった。診療テントから出る廃棄物は全てを感染

物として取り扱い、すべてその日のうちに穴を掘って焼

却処分にした。

インドネシアでは、最終的には3つのテント内に内科・

外科それぞれ二つの診察場所を設置した。午後は医師が

交代で半日の休みをとった。9 日間の診療活動で 1436

名の診療を行った。疾患構成は、呼吸器疾患 32%、外

科疾患 23%、精神疾患 16% であった。皮膚・耳鼻科・

眼科疾患が 15% を占め、津波による泥の汚染を洗浄す

ることの出来ない不衛生な環境が伺われた。

外科疾患患者が多く、壊死組織の除去や指の切断など

も行ったため滅菌した機械器具が必要とされた。テン

ト内での処置であり清潔の維持は極めて困難であったが、

清潔エリアの徹底や、消毒は薬液消毒、煮沸消毒、火炎

滅菌を用いるなどして対処した。化膿創も多く汚染され

た医療廃棄物も慎重に扱った。

なお医療チームでは対応できない重症患者が移送され

てきたときのために、後送病院を決めておく必要がある。

本来現地対策本部と協議の上決定するが、本部が活動地

域と離れている場合は、実際にその病院に赴き依頼する

ことになる。

5）診療のための環境整備

患者の疾病の傾向が明確になるにつれ診療に要するス

ペースも検討することが必要になり、それに応じ各医師

の診療スペースを広くまたは狭くレイアウトし直して行

く。看護師はそれに応じてシーツでテント内を仕切るな

どしてプライバシーを守れるスペースを確保する。宗教

によっては診察場所の男女の区別を厳守しなくてはなら

ない。

インドネシアでは、患者が受付を通った後から診察場

所に行くまでの待合には看護師が配置されておらず、診

察場所の看護師は次の患者を呼び入れるときに待合の

患者を受付順に並び替えたり、席を詰めさせるなど診療

場所外の混雑の緩和にも努める必要があった。最終的に

は予想していなかった患者数になり、最初に設営したス

ペースでは待合の患者を収容できなくなったため受付テ

ントを移動し、さらに待合テントを新たに設けた。この

ようにテントの配置を大幅に変更することも活動内には

生じてくる。また日差しが変化すれば、患者に日が当た

らないように屋根を張るよう業務調整員に依頼する必

要がある。降雨後にグランドが泥沼状態となったときは、
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溝を掘って排水しスノコを調達し患者の足場の確保に努

める必要があった。またそのような状況では、足部の創

傷で包帯を巻いている患者はテントまで来ることすら困

難であり、ビニール袋とテープを持って駆けつけた。隊

員たちは常に診療の場だけはなく、その周囲の人々にも

注意を払う必要があった。

6）薬局

携行医薬品は世界保健機関の推奨する必須医薬品を中

心に厳選されている。これらは途上国でも一般的に使わ

れているものである。

モザンビークではまだ薬剤師が配置される以前の派遣

であり、薬局業務はすべて看護師が行った。膨大な患者

数のために薬の組み合わせを決めた約束処方とし、調剤

業務の簡素化を図った。また小児用薬剤が携行されてい

なかったため、錠剤を金槌で粉砕し量を調節する、注射

用のブドウ糖に溶解し水薬を作るなどの作業が必要だっ

た。患者に渡すための水薬の容器がなかったため、注射

器や軟膏ケースを用いて持ち帰ってもらった。

約束処方の分包や水薬や散薬の作製は宿舎に帰った後

行われ、作業は深夜まで及んだ。

7）備品管理

薬品や消耗品の補給は業務調整員が首都などへ出向い

て購入してくることになる。物品が不足することのない

ように在庫管理に努める必要がある。また 2 次隊の派

遣が決定したときには、日本からどのような機材や医

薬品、消耗品が新たに必要であるのかという情報を JDR

事務局に送る必要がある。

8）カルテ管理

カルテに番号を振り、受付時にその番号と同じカード

を渡す。再診が必要な患者には、診察の時にそのカード

を持参するよう患者に説明する。カルテは薬局で（処方

がない場合は診察室で）回収される。回収したカルテは

番号順に並び替え、翌日は受付に置かれる。再診患者が

来た場合、カードの番号を参照しカルテを選び出す。こ

のようなシステムが、二つの派遣では使われていた。カー

ドは不要な厚紙を使い隊員たちで作製した。決まったや

り方はないが、カルテは自分たちの実施した医療活動の

証でもある。医療活動の報告のためには、正確なカルテ

管理のための工夫が必要である。

9）その他

災害によっては特殊な状況が予測され、それに則した

活動が診療活動と平行して行われる。

モザンビークでは、マラリアとコレラ等の重篤な感染

症の発生の恐れがあり、初めて臨床検査部門を設けた活

動であった。そのほか洪水による蚊の大量発生によるマ

ラリアの流行と不衛生な水の使用による下痢症の流行を

予測するための疫学調査、災害による健康被害を明らか

にするため、症状や蚊に刺される頻度、飲料水の使用方

法などを聞き取る生活健康調査を行った。

インドネシアでは現地大学の公衆衛生学部から申し出

があり、診療の待ち時間を利用して 3 日間にわたり被

災者に対し感染予防や心的外傷後ストレス障害などの講

義を行ってもらった。

4．隊員の健康管理

慣れない気候や非日常的な生活で隊員の体力は消耗す

る。日中の診療活動に加え患者データの処理、翌日の活

動準備、食事のしたくなど、宿舎でもしなければならな

いことは多い。隊員の健康維持のために本人の体調不良

の申告にかかわらず、必ず活動中に休日のローテーショ

ンを組む必要がある。一日の休日にするか半日の休日に

するかは、本人の体調を含め派遣された地域の状況に

よって変わってくる。

モザンビークでは移動に時間がかかるため一日の休日

とせざるを得なかった。

またモザンビークでは熱帯熱マラリアの予防薬の服用

も必須だった。予防薬は 1 週間前からの内服が望まし

いが、日本国内では入手できず南アフリカ国で購入し服

用した。隊員のマラリア患者発生はなかった。

5．患者データの集計

カルテの内容をパソコンに入力し集計する。非常に時

間のかかる作業であるが、その日の診療を客観的に評価

し、翌日の診療につなげるための大切な作業である。集

約されたデータは、毎日の報告として E メールで日本

に送られる。

6．2 次隊派遣の必要性についての検討

継続した診療活動の必要性がある場合には隊員募集、

到着してからの引継ぎ等を考慮すると、2週間の派遣期

間の折り返し地点である診療開始 4 日目あたりで 2 次

隊の必要性を日本に提言しなければならない。インドネ
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シアでは創傷に対する継続した外科的治療が必要であり、

患者は誠実に再診治療を受けに来ており、再診患者は

日々増加する傾向にあった。よって診療開始 5日目に 2

次隊派遣を提言した。

7．報告書の作成

帰国してからの作業になるが、それぞれ分担して執筆

が行われる。

Ⅳ．おわりに

私が参加した二つの医療チームの活動を基にし活動の

実際を述べてきた。現在、医療チームの活動にはさまざ

まな検討が加えられており、すでに X線撮影機材や血

液検査の機械の導入が行われている。検査値といえば体

温測定値くらいしかなかったころに比べ、チームの医療

の水準は確実に変化していっている。これにより診断の

正確さ、治療の選択など診療内容そのものにも影響する

であろうし、チーム編成や業務分担の変更、それに伴い

研修内容も影響してくると思われる。しかし診療だけが

業務ではない。受付を通ってから帰宅するまで、被災者

が日本チームのテントを訪ねてよかったと思えるような

活動を目指してこれからも緊急援助隊活動にかかわって

ゆきたいと考えている。
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