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中村 浩士
呉医療センター
総合診療科

大規模災害を想定した災害時多目的船
（病院船）艤装構想～救える命をひとりで

も多く救うために～

約20分

長谷川 高志
特定非営利活動法
人日本遠隔医療協
会

災害時の遠隔医療活用に関する課題の
検討

約15分

山岡 傳一郎
愛媛県立中央病院
漢方内科

東洋医学の運用 約15分

笠岡 俊志
熊本大学病院
災害医療教育研究
センター

令和2年7月豪雨災害におけるDMATの支
援活動と今後の課題

約15分

総合討論：20分





【略歴】
1983年 広島大学附属高等学校卒業
1990年 山口大学医学部卒業
1990年 山口大学附属病院第二内科入局
1996年 医学博士（甲種566号）、山口大学医学部大学院
1998-2000年 カナダ・トロント大学(Dr. Peter Liu研究室)留学
1999年 The Evelyn McGloin Fellowship Award.（カナダ脳心臓病財団）
2004年 山口大学附属病院第二内科・助手
2010年 山口大学医学部地域医療推進学講座・准教授
2010年 Volunteerism & Community Service Award（ACP Japan）
2015年 広島西医療センター 総合診療科（兼）健診センター長
2016年 広島大学医学部客員教授
2017年 呉医療センター・中国がんセンター 総合診療科・科長



国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター

救難飛行艇US-2



呉市 灰ヶ峰山頂より



医者（ドクター）が乗るとヘリコプターはドクヘリ

に変わります。では、医者が病院船に乗るとな

んと呼ばれるでしょうか？

【問題】



艤装（ぎそう、英語 rigging、outfitting）とは、

船舶・自動車・鉄道車両などの製造過程の

うちで、原動機や室内外の各種装備などを

船体や車体に取り付ける工程を指す。 また

その工程で取り付けられるもののこと。



広島県呉市にて日本郵船より

払い下げで艤装された

病院船「八幡丸」



対コロナ軽症者用施設としての
運用も可能では？

PPI方式で
試算（表）



米国海軍
病院船「マーシー」

最大の違いは、ダイヤモン
ド・プリンセス号と同じく出
入り口が一カ所？しかなく、
船内のパンデミックに際し
てゾーニングに向かない
点である。しかも狭い。





導線の確保のためにも最低でも3カ所の出入り口は欲しいが・・・。

日米の船舶に対する設計理念の違いであるからどうしようもない

のか？ダイヤモンド・プリンセス号も同様である。感染者数712名、

死者数13名はずっと新聞に記載されているが、どうにかならな

かったのか？



ダイヤモンド・プリンセス号

病院長

脱出



リアルワールドデータ（RWD）の利活用

コントロールセンター

人工知能？
（AI）

A0001

A0002

A3699

A3700

・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・

（例）
テルモ社

皮膚赤外線体温計
（非接触型）

2021年2月発売

オンライン診療



中国武漢市
火神山病院建設写真

Squre matrix
Green zone



Pass boxAIIR & UV system

HEPA filter system



SARS room



光ファイバー通信システム

5Gスマホ通信末端＋N95マスク



ー原著ー
新型コロナウイルス感染症158零の臨床評価
中川秀光，他．日本病院総合診療医学会雑誌
2021；17(2)：146ｰ156．

ー総説ー
COVID-19に伴う急性期・感染後神経系合併症
とその病態
和田義明．日本病院総合診療医学会雑誌
2021；17(2)：224ｰ230．



コクサッキーウイルス：coxsackievirus

ヒトにおいて心筋炎を高頻度で起こす原因ウイルスとして知られ

ている。1984年に Dalldorfと Sickles がポリオ患児の便から分離

したのが始まりであり、このポリオ患児が住んでいた New York

州の Coxsackie地区にちなんで coxsackievirus と名付けられた。

マウスに接種すると、主として骨格筋の変性壊死を起こして死亡

するA群と、骨格筋病変が軽度で脂肪組織、中枢神経を中心に

変性を来たし強直性麻痺を起こすB群に分類され、A群は１～24

型に、Ｂ群は1～6型にそれぞれ分類されている。
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Diverse stage-dependent effects of glucocorticoids in a murine model of viral myocarditis.

Nakamura H., Kunitsugu I., Fukuda K., Matsuzaki M., Sano M.

Journal of Cardiology, 61 (3), pp. 237-242. 2013.
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少なくとも、コロナと類似のRNAウイルスである、コクサッキーウイルス

によるパンデミックの際には、DEXの予防投与は考慮する必要がある。



対感染症（含コロナ）を想定した次世代型病院船（Society 5.0）

データサイエンスの出来る病院長の存在（多職種連携）

導線確保のための最低3個の出入り口（病院船）

生活物資の備蓄ならびに物流の補給（ロジスティックス）

遠隔（船舶）通信並びにWi-Fi通信の確保（オンライン診療）

IoTもしくはIoH機能を持つ医療機器

ワクチン接種や医薬品使用（プライマリ・ケア医の神髄）







特命ボランティア：2011年～ 『救える命を救う！』

①萩城下町マラソン（half） 、②岩国錦帯橋ロードレース（half） 、
③下関海響マラソン（full）

マラソンにおける
陽性情動

（ランナーズ・ハイ）
を数値化！


