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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
第３回とちノきセミナー報告 「第二弾」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
とちのきセミナーの報告を 3 回に分けてお届けする第 2 回目の今回は、兵庫県災害医
療センターの甲斐聡一朗先生による基調講演についてご報告します。今回のセミナーの
テーマは災害医療の将来とキャリア形成でした。 
甲斐先生は DMAT や NPOメンバーとして、後方支援や現場派遣に関わられたご経験を
お話しされました。東日本大震災ではイスラエルの医療チームを受け入れる際の現場調
整に関わり、目の前だけでなく、届いていないギャップをいかに見つけ、埋めるかが大
事だと強調されました。筆者も国際保健のフィールドだけでなく、日本で公衆衛生活動
するうえでもこのことは大事だと感じています。 
フィリピンの巨大台風災害の支援では地元の医療従事者といかに連携するか、また現地
の習慣の理解がとても大事だったとのことでした。 
半年後に再度被災地を訪れ、お話を伺ったところ、意外にもクリスマス休暇に村でパー
ティを開いたことが最も喜ばれたことの一つだったというくだりには、会場から笑いも
起きましたが、語られる先生の表情は真剣で、胸にすとんと落ちました。一方、外国の
災害支援では言語や文化（医療についての文化も）の壁だけでなく、日本の職場の理解
も国内災害より壁が高いことを覚悟しておかないといけないとお話しされました。その
ような状況を乗り越えるうえで先生が拠り所にした思いは「困ったときはお互い様。厳
しい環境での経験は日本にもフィードバックできる」というものでした。このメッセー
ジはとちノきの仲間にとっても大きなエールになったのではないかと思います。支援に
は様々な形があります。例を挙げると直接支援か間接支援か、政府医療チームか民間医
療チームか、診療所支援か野外病院支援かなどです。支援の形は多岐にわたりますが、
根っこは同じで、そのうえで「災害支援は何のためで、何を目指すのか？」と問いかけ
をされました。その中で、「我々が目指す質と説明責任について」、「災害支援のために



どこまでリスクを許容するかは個人の価値観や生き方と関係してくる課題ではないか」
という指摘が印象に残りました。 
最後に災害支援といっても中心は現地の医療従事者であること、復興には時間がかかり、
その後に関心を持てるかが大事、支援も受援も準備が大切、といったことをお話しされ
て講演を締めくくられました。 
次回、3 回目は引き続いて開かれたシンポジウムの内容をご紹介します。 
 
JA 長野厚生連 佐久総合病院 坂本 昌彦  
 
＜キャリア形成のための研修コース一覧＞ 
■支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク（JQAN） 
URL： http://jqan.info 
■国際開発機構（FASiD） 
URL： http://www.fasid.or.jp 
■Online Courses by the United Nations Department of Safety & Security 
URL： https://training.dss.un.org 
■disasterready.org 
URL： http://www.disasterready.org 
■Building a Better Response (BBR) 
URL： http://www.buildingabetterresponse.org 
■Humanitarian U 
URL： http://www.humanitarianu.com 
■redr uk 
URL： http://www.redr.org.uk 
■Harvard Humanitarian Initiative 
URL： http://hhi.harvard.edu 
■European Master Disaster Medicine(EMDM) 
URL： http://www.dismedmaster.com 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
国境なき医師団 海外派遣スタッフ募集説明会 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
国境なき医師団（MSF）日本による、海外派遣スタッフ募集説明会です。 
派遣経験者が現場の活動報告を、採用担当者からは採用情報をお話致します。 
質問の時間もたっぷりあります。 
MSFで働くことに関心のある方の参加をお待ちしております！ 

http://jqan.info/
http://www.fasid.or.jp/
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http://www.disasterready.org/
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詳細はこちら 
http://www.msf.or.jp/work/infosessions.html 
 
≪東京説明会≫ 
日時：2017 年 10 月 1 日（日）14:00 ～ 16:00 
会場：国境なき医師団日本事務局 4 階 会議室「あおい」 
定員：100 名 
参加予定 MSFスタッフ：安藤恒平 / 神田紀子 
 
≪大阪説明会（英語）≫ 
日時：2017 年 10 月 29 日（日）14:00 ～ 16:00 
会場：エル・おおさか（大阪府立労働センター）6 階 大会議室 
定員：100 名 
参加予定 MSFスタッフ：竹中裕 / ガスパー・シュラキ 
 
≪海外派遣スタッフ Web 説明会≫ 
日時：2017 年 9 月 30 日（土）15:00 ～ 16:00  
※お申し込みされた方に、視聴 URL をお知らせします。 
参加予定 MSFスタッフ：堀正貴  
 
≪外科・産婦人科・麻酔科セミナー2017≫ 
日時：2017 年 10 月 22 日(日) 11:30 ～ 18:10 
会場：国境なき医師団日本事務局 
言語：日本語 
参加費：無料（要事前申し込み） 
対象：MSFの活動に参加することに関心のある外科、産婦人科、麻酔科の医師 
定員：100 人 
詳細はこちら 
http://www.msf.or.jp/information/detail/info_3423.html 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
第３回 愛知国際病院国際医療支援室講演会 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
愛知国際病院国際医療支援室では、毎年アジア保健研修所のオープンハウスに併せ、
講演会を開催致しております。国際医療に関心をお持ちの方でしたらどなたでも無料
でご参加いただけます。 



日 時：2017 年 10 月 9 日（月・祝） 
開場 10:30 開演 10:45 講演：10:55 ～12:05 
テーマ「途上国におけるメンタルヘルス、何が必要か？」 
講演者：西尾彰泰（岐阜大学保健管理センター 准教授） 
会 場：愛知国際病院ホスピス研修室 
   （愛知県日進市米野木町南山 987－31） 
※講演終了後は、AHI オープンハウスにぜひご参加下さい。会場は引き続きしゃべり
場になります。 
ご自由にお過ごし下さい。 
 
愛知国際病院国際医療支援室 facebook 

https://www.facebook.com/ahiimsr 
愛知国際病院国際医療支援室ウエブ・サイト 

http://ahiimsr.wixsite.com/ahiimsr 
≪出席されるみなさまへ≫ 
参加をご希望の方は、k.ohta@aisen-kai.jp（担当:太田）あてに氏名・所属を 
お知らせ下さい。その他のお問い合わせも承ります。 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
熱帯医学セミナー 参加者募集 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
日 時：2017 年 10 月 22 日 (日)  
【1 部】11:00 - 12:00「マヒドン大学熱帯医学部コース説明会」  
【2 部】13:00 - 15:00 熱帯医学の活用！  
「消化管寄生虫症を用いた地域診断」   
講  師：森  博威  
特定非営利活動法人グローカルメディカルサポート  理事長  
マヒドン大学熱帯医学部  特任教授  
参加費：【1 部・2 部】各 1,000 円  
会  場：ARICE ホールディングス会議室  
東京都中央区銀座  1-19-13 丸美屋ビル  6F 
定 員：20 名 
セミナーの詳細はこちら 
http://npo-gms.org/tropical.html 
参加申込はこちら 
http://npo-gms.org/contact.html 
 

https://www.facebook.com/ahiimsr
http://ahiimsr.wixsite.com/ahiimsr


∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 
とちノきネットワークにお心当たりのない方、解除その他メールマガジンに 
関するお問合せは、北海道社会事業協会余市病院地域医療国際支援センター 
までご連絡ください。E-mail：info@tochinoki-net.com 
 
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【発行元】北海道社会事業協会  
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