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科学・技術先進国、海国日本の必需品

最新鋭国際健康医療貢献艦船団
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年代別（1969-2010）

地域別（2010年、9.25億人）

東アジアにおける医師・看護師・助産婦不足

（資料）　ＷＨＯ、Ｇｌｏｂａｌ　Ａｔｒａｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ

背景１：　東アジアにおける飢餓人口増加と医療過疎地域
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出典：「原子力・エネルギー」図面集2011　4-4

http://www.fepc.or.jp/present/nuclear/setsubi/sw_index_01/index.ht
ml

背景２：アジア各国沿海に増加する原子炉
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背景３：アジアに多発する大自然災害
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死者・不明者数

　

　東日本大震災(地震・津波・原子炉破損）2011
　　　

死者行方不明者5000人以上の自然災害（ 20世紀以降）

(資料）平成22年度防災白書

東アジア地区

地域別(1978－2008）

年代別

（資料）CREI,アジア防災センター(内閣府）

アジア３、３６６
（３７％） アジア１、３38

（59％）

アジア４，９７７
（89％） アジア６，０４

８
（45％）

発生件数 死者数（千人）

被災者数（百万人） 被害額（億ドル）
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主な医療福祉関係施設の被害状況 岩手県 宮城県 福島県

病院数　
　　　　　　全壊
　　　　　一部損壊
　　　　　診療機能　外来受入不可（直後）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（約2か月後）

　　　　　　　　　　　　入院受入不可（直後）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（約2か月後）
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福祉施設など
　　児童福祉施設　　全壊
　　　　　　　　　　　　　一部損壊
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　　老人福祉施設　　全壊
　　　　　　　　　　　　　一部損壊
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　　障害福祉施設　　全壊
　　　　　　　　　　　　　一部損壊　　　　　
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70

　　その他福祉施設　全壊
　　　　　　　　　　　　　一部損壊

0
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0
0

0
1

http://www.cas.go.jp/jp/fukkou/pdf/kousou8/bukai.pdf

背景４‐１：東日本大震災の被害状況

東日本大震災の被害者数

死者:15,815人、行方不明者数：3.966人、避難者数：73,249人

医療福祉関係施設の被害状況
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背景４‐２：福島原発の破壊による
地上１Mの現時点でCs134,137汚染マップ

文科省航空機モニタリングの測定結
果、文部省提供画像から朝日新聞社
が作成（2011．10.24朝刊）
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環境健康被害物質汚染の拡がりは、
化学物質、重金属、などもある
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東アジアが抱える諸課題とその解決に向けての
海国、経済大国、科学技術先進国日本の対応
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最新鋭国際健康医療貢献船団の実現に向けての課題と対応案
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災害時災害時 非災害時非災害時

・　被災者の迅速な治療・輸送‐・隔離、

・　被災地医療機関における入院患者の収容、
・　放射線被ばく者の除染作業、
・　海に流された津波水難者の早期救出、
・　被災地への大量の医薬品・医療機器・飲料
　　水・食糧・仮設住宅資材など緊急救援物資の
　　迅速な輸送、
・　医療スタッフやボランチアや復興のための専
　　門技術者の派遣、
・　上記人々の宿泊・一時休息場所の提供、
・　災害によってもたらされた広域環境汚染の調
　　査と公衆衛生学的対応、
・　動く被災情報収集ならびに医療支援統合基地
　　としての役割、など。

・　医療過疎島嶼や医療低開発国における巡回
　　診療、
・　高度医療などが必要な患者の日本への搬送、
・　新興・再興感染症患者の隔離ならびに治療、
・　大型医療機器などの発展途上国への輸送、
・　国内外国際医療人、高度専門医療技術者の
　　船舶内における実践教育、
・　国際共同医療研究資源やアジア疫学情報の
　　収集、
・　災害によってもたらされた広域環境汚染の継
　　続的調査、
・　海底医療資源などの国際共同探査、
・　高齢者や身体的弱者を対象としたクルーズな
　　どの娯楽提供、など。

最新鋭国際医療健康貢献艦船の役割

災害時では緊急災害救援物資を迅速に被災地近海へ搬送でき500床近くの病室と最新医療設備・機器を備
えた高速で航続距離の長い船舶（島嶼の多いアジア地域では、災害の種類や諸種の活動に適した異なる機
能を有する艦船団形成が望ましく、米国海軍が有する超大型の船舶は馴染まない）
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仙台港

神戸港

青函エリア

関門エリア

新潟港

那覇港

内航路 外航路

想定される国際健康医療貢献艦船の航路
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〇　外洋へのアクセスがよく、国際医療都市化が期待でき、
　　　大津波に襲われにくい函館港と北九州港
〇　国際医療情報基地として機能しやすい神戸港

〇　韓国などとの共同運航も可能
〇　将来は南アジアへも拡大
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病院船実現へ向けて（１）

〇診療室
　　診察室
　　放射能除染室
　　一般病床（個室、大部屋，約60床）
　　手術室・集中治療室など特殊治療室
　　無菌病室
　　隔離病室
　　特殊治療室・健康医療相談室
　　調剤室　　
〇付属設備
　　医薬品・食糧・飲料水貯蔵室
　　病理解剖室と死体冷凍保存室
　　細胞培養室・ＲＩ室
　　食堂・談話・レクレーション室
　　乗員・医療スタッフ・ボランチア宿泊室
　　情報処理室
　　調査研究室
　　教育研修室
　　警備室
　　廃液管理室
　　コンファレンスルーム・ゲストルーム

〇検査機器・計測機器類
　　自動血球算定装置、
　　自動細胞分離解析装置、
　　自動生化学検査装置、
　　病原菌遺伝子解析検査装置、
　　環境汚染物質解析検査装置、
　　PET、MRI、超音波診断、X線診断装置、
　　自動病理検査装置、
　　局所・全身放射能測定装置、
　　診断用データ画像送受信装置、など。
〇治療機器
　　陽子線照射治療装置、
　　酸素療法装置
　　温熱治療装置、
　　遠隔手術装置、
　　腎臓透析装置、など
〇その他の設備
　　大型用ヘリポート、上陸用ホーバークラフト、
　　災害用ロボット、海底探索ロボット、
　　情報通信設備、蓄電池、災害復興のため
　　の重機、海水真水化装置、など

最新鋭国際健康医療貢献艦船が積載する設備・機器

ただし、災害時や非災害時の目的や科学・技術の進歩によって変わる。
また、一隻の艦船に積載するのは困難であるために複数の艦船が望ましい(艦船団の形成）。
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役割 被災地の早期復旧支援 動く医療機関：国際健康医療貢献艦船

船名(例） 海上自衛隊LST型輸送艦 Ｒｅｒａ フェリー「ナッチャン」 スーパーテクノライナー（STL)

長さ・幅・排水
量

178ｍ・25.8m・8,900トン 112ｍ・30.5ｍ・10,712トン 140ｍ・29.8ｍ・14,500トン

主機・速力 22ノット ディーゼルエンジン4基・約36ノット 航空転用型ガスタービン2基・39ノット（最高42.8）

推進機 ウオータージェット推進器４基 ウォータージェット推進器　2基（世界最大口径：235cm）

設備 医務室、330名自衛隊員用居住区、ヘリコプター2機
用甲板、集中治療室、歯科治療室

客室（最大740名）、シャワー、ビュッフェ食堂、
積載量最大210トン（12フィートコンテナ40個分）
10トン吊クレーン1基

客室（最大740名）、シャワー、ビュッフェ食堂、
積載量最大210トン（12フィートコンテナ40個分）
10トン吊クレーン1基

就役 1998（おおすみ）、2002（しもきた）、2003（くにさき） 2007－2008（青函フェリー） 2004（Super Liner Ogasawara)

活動 ・仮設住宅の輸送（1999、トルコ北西部地震）
・PKO部隊派遣（2002、東チモール）
・軽装甲機動車や給水車等の輸送（2004、イラク）
・タイ部隊と建設用重機の輸送（アフガニスタン）
・陸上自衛隊など派遣（2010、パキスタン洪水）
・被災地援助（2004、スマトラ沖地震）

・ミニクルーズ（室蘭）（2011年より） ・小笠原航路（東京竹芝─小笠原父島）就航予定

・東日本大震災で被災された皆様に食事、入浴、休憩など
のサービスを無償提供（石巻港　5月17日～31日停泊）

費用 建造費：約90億円、運航費用：？ 建造費：＞100億円？、運航費用：約8,000万円／月？
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災害時・非災害時の活用が期待される船舶の例
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期待される主要母港の新たな価値創造

◎　目標：　
　　　　国際総合医療都市化

◎　必要な設備：
　　　　災害被災者救援物品の搬入搬出備蓄積載を容易にするための新コンテナ設備、
　　　　アジア国際総合医療センター、
　　　　公海における国際海洋資源研究センター、
　　　　アジア留学生のための宿泊設備、
　　　　国外患者家族の宿泊・各種レクレーション施設（公営カジノの設置？）

◎　経営母体：　
　　　　母港の地方行政府、商工会議所、私立医療機関

◎　設置場所：　
　　　　歴史上大津波被害がなく日本海、太平洋、東シナ海、オホーツク海へのアクセスが容
　　　　易で、近辺に温泉などを有する港湾都市（函館エリア、関門エリア,　など）

　　　　別府市？）
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波及効果

　国内およびアジア地域の医師不足・医療過疎地の解消、

　国際規格の医学教育とそれによる国際医療人の育成、

　医療・災害ボランチア活動の効率化、

　医療のための国際共有研究資源開発の推進、

　災害時における自衛隊の負担軽減、

　科学・技術融合の促進（情報通信技術、分析測定機器、医療

　　　技術、造船工学、自然エネルギー、第4世代小型原子炉開発、

　　　など）、

　港湾都市の新たな価値創造、

　関連企業の活性化と新たな雇用の創出、

　社会的企業の発展、

　東アジア国家間対立の緩和（非伝統的安全保障）、

　品格ある国としての日本に対する国際評価の高揚、など。
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