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海事問題調査委員会◎報告 海事問題調査委員会

　海事問題調査委員会では、公益目的事業活

動として海事社会におけるホットな重要テー

マについて取り上げています。今回は、災害

時医療支援船構想についてご紹介します。

　阪神淡路大震災から20年が経過するなか、

災害時において民間船を活用した公助の構想

は関係者の間で熱心に検討されてきました。

そして今、構想のステージから実現のステー

ジへ発展しようとしています。この災害時医

療支援船構想について丁寧に説明していただ

きました。
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１．はじめに
最近よく『災害時医療支援船構想は先生のライ

フワークになりましたね』といわれることが多い。
近年、この取り組みが、海事関係者だけでなく医
療界、患者団体などから共感をもって受け容れら
れるようになり、また、多くの人々の協力が得ら
れるまでに成長したことは有り難い限りである。
もとよりこの取り組みをライフワークにするつ

もりで提言したわけでもなく、自身の信念に基づ
いて提唱した取り組みを実際に社会に実現したい、
という思いで今日まで歩みをすすめてきただけの
ことである。それは単なる思い付きではなく、論
理的合理性に基づく筋のとおった取り組みだから
こそ、ぶれることなくここまで続いてきたともい
えよう。
筆者は、いまから20年前、阪神淡路大震災の直

後、災害時における船舶活用の実態調査を行い、
多方面で民間船が活用された経緯と実績※1を報告
した。ただ、その際、人の命を救う活動に船が活
用されなかったことも明らかになった。このこと
を踏まえ、それ以来、民間船による医療と船のタ
イアップについて、そのあるべき姿を追い求めて
きた。災害時に民間の船が無理なく可能な範囲で
医療とタイアップできる、そのような船の活用が
『災害時医療支援船構想』の着想であった。
『災害時医療支援船構想』の取り組みは、その
構想や活動が講演、出版物、マスコミを通じて一
般の目に触れるようなって10年、そして、具体的
な活動が始まってさらに10年が経過した。この間
の経緯と成果※2については海洋会会誌「海洋」な
どに、また、その後の取り組みの方向性※3につい
ては日本船長協会月報�「Captain」などに掲載さ
れている。
着想から20年が経過しようとする『災害時医療

支援船構想』は、いまや医療界の協力、国交省の
努力を得て実現のステージに向かってその動きに
加速がつき始めた。本稿では、阪神淡路大震災20

年を期に、構想から実現のステージへと歯車が動
いた感のある『災害時医療支援船構想』について
解説し、最終ゴールのテープを切るための詰めの
道筋について報告する。

２．災害時における船の活用
2.1　船が有する機能的特長
船は、図₁に示すように、本来的に₃つの固有
の機能を備えている。それは【輸送機能・宿泊機
能・生活機能】である。輸送機能とは、いちどに
大量に物や人を運べる機能である。宿泊機能とは、
人が寝泊りできる機能であり、生活機能とは、船
内に常備されているベッド、風呂、冷暖房、洗濯、
厨房などの施設ならびに通信設備、電気、食糧、
水などを使って多くの人が長期にわたり生活しな
がら滞在できる機能である。
これら船が備える₃つの機能は、災害時には被
災地支援、被災者支援に大きな力を発揮する。船
という乗り物は、災害支援に必要となるすべての
機能を自己完結的に備えている。自然災害の多い
わが国で、船が使える環境が整うならば、災害支
援に積極的に船を活用しようと考えるのは必然で
あり、もし、災害時支援に船を忘れていたという
ようなことがあれば、四面環海のわが国として恥
ずかしい。

2.2　生活基盤の回復支援と船の活用
災害時に船を活用した被災地支援、被災者支援
には大きく分けて₂つの類型がある。₁つは、被
災地の機能をいち早く立て直すための生活基盤の
回復を目指した支援であり、もう₁つは被災者の
人命保全のための医療面からの支援である。図₂
および図₃は、災害発生から日時の経過を追って、
被災地支援、被災者支援に必要となる支援内容と
その際に船がどのように活用できるかをまとめて
いる。
⑴　緊急輸送

図₂は、生活基盤の回復に必要な支援
内容とその時の船の活用を類型的にまと
めたものである。一般に緊急時と呼ばれ
る発災から₃日～₁週間の間は、自立的
に対応できない被災地に代わって外部か
ら応援要員が派遣され、被災地の機能回
復を支援することになる。このときには

図１ 船が持つ機能的特長

◆ 輸送機能 ◆

◆ 宿泊機能 ◆

◆ 生活機能 ◆

〔一度に大量の物、人の輸送〕

〔多人数の宿泊者収容〕

〔食料、水、電気、冷暖房、通信〕

図１　船が持つ機能的特長
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自衛隊、警察、消防など実働部隊の要員、重機、
車輌、さらには支援物資、燃料などの緊急時輸送
が船の活用の主なニーズとなる。
阪神淡路大震災では、電力などのインフラ復旧

隊がいち早く九州から神戸にフェリーを使って送
り込まれ、東日本大震災では、北海道から本州に
自衛隊がフェリーをチャーターして部隊を移動さ
せたように、この際にはフェリー、RoRo船、貨
物船、タンカーなど、人やものを一度に大量に輸
送できる船の機能が活用されることになる。
⑵　生活輸送
その後も、被災地への生活支援物資の搬入輸送

は継続的に行われる。また、発災から₁週間もす
ると、その頃には近郊への人の行き来が始まる。
このような生活回復期には、阪神淡路大震災の経
験に見られたように、道路が利用できないときに
は船による人やものの輸送ニーズが高まる。この
際には一度に大量の輸送というより、必要なもの
を適時適量搬送することが望まれるようになり、
船も小回りの効く小型の船が活用される。
⑶　生活維持・健康維持
発災から数週間～₁ヶ月ほども経過する時期

には、支援の手は被災者に対する生活支援に重点
が移る。被災者にとって避難所での生活が継続し
避難生活が長引くと、入浴、洗濯、リフレッシュ

など健康維持のために避難所とは異なる場所での
一時的休息の必要性が増してくる。この時期から
の被災者への支援に対しては、被災者の入浴や休
息に船を活用するほか、船が有する宿泊機能、生
活機能に着目した多様なニーズに基づく船の活用
が想定される。
例えば、船の宿泊機能を活用して実働部隊・行
政などからの支援要員、医療団、インフラ復旧作
業員、ボランティアなど現地入りした大量の支援
要員の宿泊拠点として船を利用するとか、船の生
活機能を活用して船を避難所として利用する、と
いったことなどが考えられ、これには旅客収容力
の大きいフェリー、客船などの利用ニーズが見込
まれる。
2.3　人の命を救う医療支援と船の活用
図₃は、災害発生から日時の経過を追って、人
の命を救うために必要となる支援内容の変化とそ
の際に船がどのように活用できるかをとりまとめ
たものである。大規模災害の場合、発災から数日
間は、被災地での医療機能がマヒするのが一般的
であり、この時期に最も必要なことは人命救助と
救急救命医療である。また、発災から数週間～
₁ヶ月ほども経過する時期には、支援の手は被
災者に対する生活支援に重点が置かれるようにな
る。この時期に最も重要となるのは災害関連死予

被災地支援

支援要員派遣、物資輸送
人員（自衛隊、警察、消防、救助要員等）
車輌（重機、車輌、救助用資機材等）
物資（飲料水、食料、生活物資等）
自己完結用装備品（衣、食、住用品等）
燃料（灯油、ガソリン等）

フェリー
ＲｏＲｏ船
貨物船
タンカー

人の移動、支援物資搬入
近郊への人の移動
必要物資の搬入輸送

被災者への一時的休息
船が風呂、洗濯、食事、やすらぎを提供

小型フェリー・客船
プレジャーボート
漁船被災者支援

健康維持

避難所生活への支援
船を避難所に活用

復旧作業への支援
船で支援要員、ボランティアが宿泊

フェリー
客船

生活維持

緊急輸送

生活輸送

必要な船種

必要な船種

必要な船種

〔発災から３日～１週間〕

〔数週間～１ヶ月以降〕

図２　災害時における船の活用（生活基盤の回復支援）
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防を視野に入れた医療的観点からの対応である。
⑴　緊急医療における政府艦船の活用
阪神淡路大震災の教訓から、政府や自治体は、

緊急時医療に対応するためＤＭＡＴ（災害派遣医
療チーム）の組織化、災害拠点病院の設置、充実
などに力を注いだ。それらの整備が進んだいまで
は、災害態様にもよるが、発災と同時に被災地に
はＤＭＡＴが派遣され現地で緊急医療に従事する、
重篤患者は被災地外に移送されるが、重篤患者の
搬送には主にヘリコプターが用いられる、搬送先
の災害拠点病院には医師をはじめ医療関係者らが
待機している、というのが原則的なイメージパ
ターンとなる。
このようなＤＭＡＴと航空機の組み合わせを主

体とする緊急医療体制が整った今の時期に、それ
でも超急性期・急性期の緊急医療を民間船に分担
させたいとする考えもあるが、その際には重篤患
者に対応できる医療設備を備えた専用の病院船機
能が必要となる。
阪神淡路大震災の直後、国レベルで病院船建造

構想が持ちあがった。筆者は、当時の総理府が立
ち上げた病院船建造に関する委員会に委員として
参加したが、結局、建造・運用の予算問題、平時

活用の問題の₂点が大きなハードルとなって実現
には至らなかった。そのかわりにその後に建造さ
れる大型の自衛艦と災害対応型巡視船に手術室、
ICU、病室を搭載することで決着を見た経緯があ
る。
発災から72時間を争う緊急時に、このような病
院船機能を備えた政府艦船ならともかく、それで
も民間船が是が非でも緊急医療を分担するのが合
理的であろうか。それよりも民間船の適性を踏ま
え、適材適所の考えに立って、民間船が使える局
面で、少しでも有効な使い方ができる道を民間船
に求めるという発想のほうが現実的ではないのか。
南海、東南海地震、首都直下地震など今後予想
される災害では、港湾の破壊も想定しておかねば
ならない。そうなると航路啓開が終わり、着岸が
可能となって初めて船固有の機能が自己完結的に
発揮できるわけで、被災者の苦難はこの時期以降
が本番であることを考えれば、船の活用はそれか
らでも遅くはなく、真に被災者に目を向けた支援
に民間船が活用されることのほうが望まれるので
はないだろうか。
⑵　避難所医療と民間船の活用
阪神淡路大震災が残した大きな教訓がもう₁つ

船の生活機能を活用
被災者を船内に収容（船上避難所）
船内でＪＭＡＴにより医療･福祉・心のケア

船の宿泊機能を活用
医療団の宿泊活動拠点

船の輸送機能を活用
慢性患者の近郊病院への搬送

大型フェリー
大型客船

避難所医療

緊急医療〔発災から３日～１週間〕

〔数週間～１ヶ月以降〕

緊急医療に船を使用
する場合は、自衛艦、
災害対応型巡視船等
政府艦船を使用

重篤患者の搬送は、
ヘリ コプターが主

【手手術術室室、、ICU、、病病室室をを完完備備】

 災害医療センター
 救急救命センター

患者受入れ、医療を提供

小型客船
プレジャーボート

ＪＭＡＴ：医師会の災害派遣医療チーム
医師会・歯科医師会・薬剤師会・看護協会の連携活動

避難生活での医療支援 航路啓開、着岸可能

被災者支援に

多様な船舶活用
ニーズ

（ＤＭＡＴの現地派遣）
ＤＭＡＴ：政府の災害派遣医療チーム

（ＪＭＡＴの現地派遣）

環境改善 健康維持

被災者支援

被災地支援

必要な船種

必要な船種救命医療 人命救助

図３　災害時における船の活用（人の命を救う医療支援）
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ある。それは災害関連死という現実がクローズ
アップされたことである。災害関連死とは、せっ
かく災害から命拾いしても避難生活での肉体的・
精神的ストレスが引き金となって命を落とすこと
をいう。介護が必要な高齢者や障害者、持病を抱
えた患者や難病患者、継続的な透析を必要とする
患者など、いわゆる医療・福祉弱者に忍び寄るの
が災害関連死である。
阪神淡路大震災では死亡6,402人中919人が災害

関連死とされており、東日本大震災においては、
復興庁によると₁年経過時に1,632人が災害関連
死と認定され、このうち、₉割が66歳以上の高齢
者、₃割が震災から₁週間から₁ヶ月以内に死
亡したとの調査がある。また、2014年₃月段階で
は3,089人が災害関連死と認定されている。
このような災害関連死を少しでも減らすという

視点に立てば、医療と連携する形で民間の船を活
用する道は、数多くある。例えば、プライバシー
のない体育館などでの避難所生活があたりまえで
あるかのような発想から離れて、船内に被災者を
収容し、船内でＪＭＡＴ（日本医師会による被災
地派遣医療チーム）が医療活動を行うという避難
所医療の発想はその₁つの例である。これは、Ｊ
ＭＡＴによる日常医療の提供と船が提供する生活
機能のタイアップであり、最もマッチングのとれ

た船と医療の連携である。
民間の船を活用した₂つ目の医療面からの支援
の例は、船内で人が寝泊りできる宿泊機能の活用
である。船が医療団に宿泊基地を提供し、医療団
は船で寝泊まりしながら、船を活動拠点として被
災地での医療活動にあたる、これは被災地の医療
支援に民間船が間接的に貢献するという形の船の
活用である。
₃つ目の例は、被災地内での診療では十分でな
い病状の患者や継続的な透析が必要な患者を近郊
の病院に民間の船で搬送するという支援である。
船の輸送機能を活用したこのような形の医療支援
は、災害関連死を防ぐために有効な船と医療のタ
イアップである。

３．災害時医療支援船構想
体育館などの劣悪な生活環境、行き届かない医
療環境・福祉環境が引き金となって、とりわけ高
齢の医療福祉弱者にふりかかるのが災害関連死で
ある。災害時に被災者にふりかかる災害関連死を
防ぐ観点から、船の機能的特徴を活用することに
より、医療面から被災者支援を目指そうとする着
想が『災害時医療支援船構想』である。

船の三機能を活用 船と医療のタイアップ

事前に専用の船を用意するのではなく、特別の装備のない民間船を
災害発生時に即座に組織化、海からの支援を実現する取り組み

（医療団）宿泊所船 （被災者）避難所船（患者）搬送船

災害時医療支援船構想

災害関連死を防ぐ
亜急性期・慢性期の医療を対象に
JMATが医療･福祉を提供
民間船を活用した医療と船の社会連携

船の生活機能を活用船の宿泊機能を活用船の輸送機能を活用

キャリーシップ構想 ホテルシップ構想 ドクターシップ構想

≪民間船の協力≫

図4　災害時医療支援船構想とは
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3.1　構想の特徴
この構想は、民間船の協力を前提とした船と医

療のコラボレーション・スキームであり、専門的
な設備を持たない民間の船でも船固有の機能を活
かしたソフト的対応により、被災者支援に大きな
貢献が期待できる点に特徴がある。
災害時に人の命を救うために民間船を活用する

最も合理的な考え方は、亜急性期以降の健康維持
に目を向けた船と医療のタイアップである。災害
時には、船は航路・港湾機能の回復を待って活躍
できるものであることを考えれば、災害時におけ
る民間船の活用については、亜急性期以降におけ
る医療的支援に船の機能を活用する考え方に立つ
ほうが合理的である。
急性期医療に民間船を使用するとなると、どう

しても特別の病院機能を付加的に設備したり、特
別の医療施設を付設する工事が必要になる。『災
害時医療支援船構想』は、平常業務に就いている
民間船をありのままの姿で借用し、ミッションが
終わればその船はただちに平常業務に復帰できる
ような使い方を鉄則に考えている。民間の事業者
から無理なく船を借用し、船の運航に課す負荷を
最小限とすることが望ましい。また、その方が民
間事業者の理解と協力は得やすい。

3.2　具体的な活動
図₄には『災害時医療支援船構想』において想

定している具体的な活動内容を示している。その
内容は、2.3（₂）避難所医療の項に例示した₃
つの船の活用形態を継承している。すなわち、
₁）�船の輸送機能を活用した患者などの搬送（わ
かりやすくキャッチフレーズ的にキャリー
シップ構想と呼ぶ）、

₂）�船の宿泊機能を活用した医療団の宿泊活動拠
点としての活用（わかりやすくキャッチフ
レーズ的にホテルシップ構想と呼ぶ）、

₃）�船の生活機能を活用して被災者を船に収容し、
船を避難所として利用して船内で加療介護を
可能とする活動（わかりやすくキャッチフ
レーズ的にドクターシップ構想と呼ぶ）であ
る。

『災害時医療支援船構想』は、これら₃つの活
動の実現を目指している。このうち、₁）は平成
16年以降、透析医療界と連携した取り組みが始ま
り、すでに運用※4の道筋はたっている。₂）は阪

神淡路大震災の際に神戸市により運用された実績
がある。ただし、₃）は現在進行中の取り組みで
はあるものの、東日本大震災以降、日本医師会は
ＪＭＡＴを組織して亜急性期、慢性期の患者の体
と心のケアに備える体制を整えたこと、医師会、
歯科医師会、薬剤師会、看護協会がＪＭＡＴの組
織に参加し連携体制を整えたこと、兵庫県医師会
（川島龍一会長）の尽力を得て、特別の設備はな
くてもふつうの民間船（フェリーや客船など）を
被災地に係留、船は被災者に住環境と生活環境を
提供し、ＪＭＡＴが船内で医療と福祉を提供する、
これにより被災者に忍び寄る災害関連死を防ぐ、
という医療と船のタイアップ・スキームが『ひょ
うごモデル』として確立したこと、これらの現状
を考えると『災害時医療支援船構想』の活動につ
いては、ほとんどゴールまじかに来ていることが
うかがえる。

４．構想から実現へ
4.1　実現への４つのハードル
『災害時医療支援船構想』は、ほとんどゴール
まじかに来ているように見える。とはいえゴール
のテープを切ったわけではない。構想を形にして
実際に公助の仕組みとして社会に実現させて初め
てゴールのテープを切ったといえるのである。
これまでは、災害時に船はこのように使える、
船をこのように使いたい、と関係者の夢と期待だ
けが膨らんできた。東日本大震災から₃年が経過
した今、もはや夢を語る時期は過ぎた。夢を語る
段階から如何に船を調達して、その活動を実現す
るかの段階に進まなければならない。
それには越えなければならないハードルが₄つ
ある。
図₅は、構想を実現のステージに導く₄つのス
テップとそれぞれのステップにおいて越えなけれ
ばならないハードルを整理して示している。
⑴　構想の認知、理解、協力
第₁のステップにおけるハードルは、『災害時
医療支援船構想』の理念とその必要性を社会的に
認知してもらうとともに国、自治体の行政的理解
と協力を取り付けることである。なかでも最も重
要なことは、医療界、患者団体、海事関係者、国
民による構想の社会的認知と理解であり、それな
しには国、自治体の行政関係者の協力も得られな
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い。
『災害時医療支援船構想』の社会的な認知と理
解を得るための活動に関しては、透析医会の協力
により患者搬送訓練を継続的に実施し、また、患
者団体の協力のもと兵庫県の財政的支援を得て毎
年シンポジウムが行われ、そして、これらの活動
への理解がＴＶ、ラジオ、新聞を通じて、医療関
係者、患者、海事関係者、国民に広がった。
一方、国、自治体の行政関係者の協力を得るた

めの活動に関しては、平成23年夏以降、兵庫県難
病団体連絡協議会が事務局となり、医療・海事関
係者のほか、国・地方自治体の行政関係者が集
まって『災害時医療支援船構想』の取り組みの実
現を前提に課題を洗い出すための検討会が設置さ
れ、精力的に検討が行われた。
その成果を踏まえ、医療・福祉・患者団体、海

事団体からおよそ30団体および国・自治体の関係
組織からおよそ10組織の賛同を得て、平成25年₃
月に災害時医療支援船構想推進協議会が発足した。
災害時医療支援船構想推進協議会では、①船の

特性を活かした災害対応を国の防災基本計画に記
載し、地域の防災計画に反映する、②災害時医療
支援船構想を行政による公助の仕組みとして実現
する、の₂点をゴールにさだめ、併せて、社会認
知、行政理解をよりいっそう促進することとして
いる。
平成26年₅月には、災害時医療支援船構想推進

協議会の₁年間の活動成果を発表する機会として
兵庫県医師会はシンポジウムを開催した。このシ
ンポジウムでは、パネリストを務めた内閣府�西
村康稔（防災担当）副大臣に対し、「現在の政府
の防災基本計画においては、緊急輸送に船を使用
する文言は読み取れるものの、船の宿泊機能や生
活機能を活用した被災者支援については記載され

ていないので、災害時における被災地での支援活
動に船の活用を進展させるために『船の特性を活
かした災害時の船舶活用』の文言を政府の防災基
本計画に記載するよう」要望が出された。
これにさきだち、国交省海事局内航課は平成25
年度に検討会を設置し、災害時における船舶活用
の具体的方策について調査した。その検討成果は
平成25年度最終報告書に取りまとめられているが、
そこでは、政府の防災基本計画などに『船の特性
を活かした災害時の船舶活用』を盛り込むべく、
検討すべき事項が示されている。また、すでに兵
庫県はじめ幾つかの自治体の地域防災計画には災
害時に船舶を活用する取り組みが盛り込まれてい
る。
このように『災害時医療支援船構想』の理念と
その必要性に関する社会的認知ならびに国、自治
体の行政的理解と協力を得るための道筋は、ここ
まで関係者の努力により着々と開かれてきている
ところである。
⑵　運用責任主体の明確化
第₂のステップにおけるハードルは、『災害時
医療支援船構想』が対象とする₃つの船の活用形
態について運用実施責任主体を明確にすることで
ある。運用実施責任主体が不明確なままでは、果
たして誰が責任者となって船の調達をリクエスト
するのか、船があっての医療と船の連携活動はそ
の出だしから躓くことになる。
どのような活動もそれを実施する責任主体が明
確であればこそ活動の実現が可能となる。『災害
時医療支援船構想』の実現に当たっては、誰が何
をどのように実行するのか、そして、誰がその責
任主体となって船の調達をリクエストし、誰が責
任者となって現場で医療面からの運用を実施する
のか、₃種類の船の活用形態それぞれについて、
ミッションの具体化とその運用実施責任主体を明
確にしておかなければならない。
◆ホテルシップ構想の運用実施責任主体
仮に医療団が被災地入りして長期にわたり支援
活動を行うときに、船を宿泊活動拠点とすること
が有効な場合には、基本的にはニーズ元の医療団
が運用責任主体となって、船の調達をリクエスト
し、船を宿泊所として運営するという構図が成り
立つ。もちろん、船のチャータラーと運営責任主
体は医療団の意を受けた自治体であってもよい。
◆ドクターシップ構想の運用実施責任主体

Step

１

• 構想の認知、理解、協力

Step

２

• 運用の責任主体

Step

３

• 船舶の調達

Step

４

• 運用手順

図5　構想実現への４ステップ
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避難所船の運用とＪＭＡＴによる船内での医療
福祉活動の実践については、兵庫県においては歯
科医師会、薬剤師会、看護協会の協力のもと、兵
庫県医師会がその運用実施責任主体となることが
決定されている。
◆キャリーシップ構想の運用実施責任主体
患者搬送船の運用については、透析患者の維持

透析の実施など透析患者への対応を基本として、
これまでに蓄積した経験を踏まえて、兵庫県透析
医会が運用実施責任主体となる方向で検討が進ん
でいる。
⑶　船舶の調達
第₃のステップにおけるハードルは、『災害時

医療支援船構想』の活動の場となる船をどこから
どのように調達するのか、その道筋を確立するこ
とである。
『災害時医療支援船構想』の実現においては、
船の確保と船を使った医療面からの活動の実施と
は車の両輪であり、船の調達はまず出だしの重大
事である。船の確保に関しては、図₆に示すよう
に道筋は₂つある。
その₁つは、特定の船を事前に選定しておき、

必要の際にはその船を優先的に派遣してもらえる

ように船社と個別の事前協定を結んでおく方法で
ある。この方法では、その船に合わせた運用内容
を具体的に想定できるので、事前に行き届いた準
備が可能となり、いざという時に運用がスムーズ
にいくというメリットがある。しかしその反面、
船社と個別協定を締結するまでの調整などは自前
で行う必要があり、事務的負荷がかかるというデ
メリットがある。
もう₁つの方法は、国交省海事局に船の調達の
リクエストを出して国に船の選定・確保をゆだね
る方法である。この方法では、ニーズに合う船を
国内の船舶から自力で探し出す手間は省けるが、
どのような船が確保できるかはその時次第という
面があるので、探し出した船をどのような条件で
運用できるかは船が確定したあとに船舶運航事業
者と調整を始めなければならないという問題が残
る。
国交省海事局内航課では、前年度に引き続き平
成26年度は、活動主体から発信される船舶活用
ニーズに対しできるだけマッチングのとれた船を
迅速に選択、調達できるようにするため、民間船
のデータベースづくりと、船の活用マニュアルに
関するガイドラインの作成を進めている。また、

活用実施責任主体

ニーズ受皿
（窓口一本化）

活用実施責任主体

船舶活用ニーズ

（誰が）（どこで）
（何のために）（どのように）
（期間）（緊急性）（代替性）

（運用方法）など

迅速な選定
船舶の確保
手配の調整

◆民間船との協力関係

◆ニーズにあう船の調達

船舶活用
（開始から修了まで運用）

協力要請

船社

ニーズにあった船を

現地に派遣

個人、企業、組織、自治体、緊対本部
自衛隊、警察、消防、ＤＭＡＴなど

（個別協定）

海事局

係留を希望する
港湾諸元
係留施設

などのデータ

派遣を希望する
船舶諸元
付帯設備

などのデータ

（船舶の活用ニーズ）

（ニーズ発信元） 事前に確保

図６　災害時における船の確保、調達、派遣の流れ
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この検討会では、船を提供する事業者を中心とし
た作業部会が設置され、船を派遣する際に船社側
の負担を極力減らすために事業者の意向を踏まえ
た調整方法について検討がなされている。
海事局が、船の活用ニーズに対して迅速かつ

適切にニーズにあった船の調達を行えるために
は、ニーズを発信する側においても、船を活用す
る運用責任者を明確にしたうえでできるかぎり具
体的なデータを提示してリクエストする必要があ
る。活動を予定する港湾の岸壁設備や派遣を希望
する船の諸元などデータが精緻であるほど民間船
のデータベースとの整合性が良くなるので、希望
と現実がマッチした船の調達が可能となる。
船の選定、調達、派遣を迅速、適切に実現する

ための海事局による平成26年度の取り組みは、災
害時における船舶活用を実際のものとするために
必要不可欠な取り組みであり、審議の成果に対す
る期待は大きい。
⑷　運用手順の具体化
第₄のステップにおけるハードルは､『災害時

医療支援船構想』が対象とする活動を確実に実施
するため、活動実施主体において、しっかりとし
た運用の流れと手順を組み立てておくことである。
活動の流れと手順を具体的に説明できてはじめて
その活動に対する理解が得られるのであり、それ
がない限り、医療界、患者団体、海事関係者、国
民による構想の理解はおぼつかないし、当然、国、
自治体の行政関係者も何をどう協力すればよいの
か検討の方向も定まらない。
この点をクリアーするため災害時医療支援船構

想推進協議会は平成26年度の事業計画の中で、患
者搬送船（キャリーシップ）の運用、医療団宿泊
所船（ホテルシップ）の運用、避難所船（ドク
ターシップ）の運用のそれぞれについて、具体的
な運用の流れを作り活動をストーリーとして構成
することをキャリーシップ、ホテルシップ、ドク
ターシップ各委員会の今年度作業目標とすること
を決定した。
この成果は平成26年度末に報告されることに

なっている。図₇､ 図₈､ 図₉は､ それぞれの取
り組みを時系列で運用の流れとして示したもので、
現段階で筆者が考えるイメージである。
₃つの活動に関する運用イメージに共通する

点は、①運用実施責任主体を中心としたHead�
Quarterが司令塔になること、②Head�Quarter内

の船舶担当は船の調達準備を分担し、医療担当は
目標とする活動のお膳立てを分担すること、で
ある。なおその際、患者搬送船（キャリーシッ
プ）の運用では重要な活動はほぼ準備段階に集中
している特徴があり、医療団宿泊所船（ホテル
シップ）、避難所船（ドクターシップ）の運用で
は、船が到着する前後にわたり運用実施に必要な
多くの手順がある。
活動ストーリーを具体的に詰める際には、今後
調整が必要となる点や解決されなければならない
多くの課題に直面することになろうが、まずは、
運用の流れと手順を組み立てつつ、課題を浮き彫

災害発生

Head Quarter 立ち上げ

《医療担当》 《船舶担当》

搬送患者名簿確定

搬送先医療機関確定

船舶の調達手配

事前協定船へ出動要請

船舶到着 派遣船決定

国(海事局）に派遣要請

（災害態様を見極め、運用準備に入る）

患者搬送船運用終了

患者乗船

患者船内収容準備

搬送先との連絡

付き添い体制

船へのアクセス

運用準備
（運用責任者）

図7　患者搬送船の運用展開

災害発生

Head Quarter 立ち上げ

《医療担当》 《船舶担当》

宿泊医療団名簿確定 船舶の調達手配

事前協定船へ出動要請

船舶到着 派遣船決定

国(海事局）に派遣要請

（災害態様を見極め、運用準備に入る）

医療団宿泊所船運用開始

宿泊者船内収容準備

被災地医療活動
実施準備

船内での生活管理
ルール、取決め

部屋割り

運用準備
（運用責任者）

船へのアクセス

図8　医療団宿泊所船の運用展開
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りにし、その後にこれら問題点をひとつずつ解決
していくという視座に立つことが望まれる。₃つ
の船の活用形態の運用の流れと手順の組み立てに
ついては、年度末の完成までもう少し時間を要す
るが、動きの方向性については照準があっており、
今年度中に山を越せそうである。

５．むすび
『災害時医療支援船構想』の意義、必要性、活
動の姿については、長年にわたる関係者による熱
心な検討、シンポジウムにおける討議、訓練・演
習の実施などを通じて、医療界、患者団体、海事
関係者、市民による認知が進み、国・自治体の
行政関係者にも理解が浸透しつつある。（活動の
詳細については井上研究室ホームページhttp://
sousenob.com、「災害医療・海上支援」をクリッ
ク）
着想から20年、具体化から10年が経過した『災

害時医療支援船構想』の取り組みは、ここにきて
構想のステージから実現のステージへと踏み出し
た。そのために越えなければならないハードルも
クリアーできる見通しがついた感がある。しかし
ながら、まだ最終ゴールのテープを切るまでには
越えなければならない山がある。
特に『災害時医療支援船構想』を公助の仕組み

として実現するためには、国・自治体の行政と活
動主体とが連携して、この構想を運用できる体制

を構築しなければならない。行政の協力を得つつ
この山を越えるには、まだまだ努力が必要である
が、今しばらく手綱を緩めず協力者と共に歩みつ
づける覚悟である。
当然のこととはいえ『災害時医療支援船構想』
に取り組む活動実施主体も歩みを止めるわけには
いかない。次に向ってさらになすべきことは、第
₄章に示した₄つのハードルのうち、「運用責任
主体の明確化」と「運用手順の具体化」をしっか
りとクリアーするとともに、同時に運用の大枠を
訓練や演習などを通じて検証し、実施に向けた手
直しを継続的に進めることである。
阪神淡路大震災から20年、『災害時医療支援船
構想』は、いよいよ実現のステージに向けて歯車
が動いたように見える。これで終りではないが、
この20年、海事関係者だけでなく医療界、患者団
体、国・自治体の行政の方々など多くの人との信
頼と協力の輪が生まれ、それらの人々に支えられ
ながらここまでこれたことは、なにものにも代え
がたい宝物をいただいた想いである。
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