Japan Trip 2015
Report

The Student Association of Japan
Harvard T.H. Chan School of Public Health

はじめに
私たちハーバード公衆衛生大学院日本人会は、同大学院公認
の学生組織として、日本人及び日本に関心のある学生、研究者
を中心に活動しております。今回で第８回目を迎えるジャパン
トリップですが、同大学院に所属する学生や研究者に、日本の
保健医療制度を中心として日本を紹介することを目的として、
日本人会有志により企画・運営されてきました。
良く聞かれる日本人留学経験者の感想として、「世界第３位
の経済を誇りながらも、国際社会における日本の存在感がとて
も薄いことに驚いた」というものがあります。これは、同大学
院で学ぶ我々にとっても同じ印象で、日本は世界トップクラス
の健康水準を誇る一方、授業で取り上げられる内容はアメリカ
やヨーロッパ中心で、日本が取り上げられることはほとんどあ
りません。また、保健医療分野の
みならず和食や漫画といった日本
の文化など、日本への興味を持つ
学生は多くいますが、その大半は
日本に行った事がなく、「どのよ
うな国なのか想像もつかない」と
思っている学生が多いように感じ
ます。このような状況の中、我々
も歴代のジャパントリップの歴史
を引き継ぎ、少しでも大学院の学
生達に日本の現状を実際に見ても
らいたいと思い今年のトリップを
企画しました。
今年は『Post Disaster Recovery（大規模災害からの復興）
』をジャパントリップのテーマといたしました。気候変動等の
影響により、日本のみならず世界各国で自然災害は年々増加の
一途にあります。2015年以降の新たな国際社会の目標として今
年９月に国連総会で採択予定のSDG1 の中でも、災害対策は重要
な位置を占めることが予想されています。将来を担って行くで
SGDs: Sustainable Development Goals. 2015年を起源として、国際社会が一丸とな
って達成すべき一連の目標。2015年9月国連総会にて採択予定。
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あろう、ハーバード公衆衛生大学院に世界各国から集まった学
生たちにとって、今回、災害医療というフレームワークを通じ
て中長期的な人々の健康について考える機会を得たことは非常
に大きな意義があると思います。
日本滞在中は多くの方々のご協力により、たくさんの場所を訪
問し話を伺う機会を得ました。私たち実行委員も、学生生活を
通じて仲良くなった同級生達に自分たちの国を紹介することが
できたことをとても嬉しく思っています。今回の日本滞在を通
じて、参加した各国からの学生が、日本を好きになってくれた
と同時に、この経験が将来的な諸外国との友好関係構築にも寄
与するものであるよう、願って止みません。
このように、今回のジャパントリップが成功裏に終わったの
も、皆様方からの温かいご支援、多大なるご尽力を頂戴したお
かげです。どうもありがとうございました。ここに、私たちの
活動をまとめた報告書を作成しましたので、ご一読いただけま
すと幸いです。
末筆ではございますが、皆様方の更なるご発展、ご多幸を祈念
いたします。
ハーバード公衆衛生大学院日本人会
ジャパントリップ2015 運営委員一同

Japan Trip 2015について
目的
第８回目の開催にあたる今回は,「Post Disaster Recovery
（大規模災害からの復興）」をテーマとしてジャパントリップ
を開催した。
ジャパントリップ開催時点でちょうど発生から４年目を迎える
東日本大震災。大規模災害が、人々の健康や社会生活にどのよ
うな影響を及ぼしているのか、震災によってそれまでの生活か
ら一変してしまった環境で暮らす人たちが、生活環境の変化に
よってどのような健康の問題を抱えているのかを探ることを目
的としてジャパントリップを企画した。
今回のジャパントリップでは、国際機関による取組みから、
NGOや市民団体等による草の根の取組み、メディアやアカデミア
といった様々な立場から話を伺う機会を設けることで、立場の
違いによって復興支援をどのように捉えているのか、またどの
ような支援をしているのか、医療・介護を中心とした復興支援
に於いて、どのような関係者が存在し、どのように連携してい
るかを知ることもまた目的とした。

内容
テーマ

Post Disaster Recovery 『復興支援』
〜大規模災害後の復興における公衆衛生の役割 〜

日程		

2015（平成27）年3月15日（日）～21日（土）

参加者
ハーバード公衆衛生大学院の学生・研究者等15名
			
日本人引率者5名、合計20名
アドバイザー イチロー・カワチ教授

		
Harvard Chan1 社会行動科学学部学部長
		
マイケル・ライシュ教授
			
Harvard Chan 武見国際保健プログラム
主な訪問先

東北（仙台・石巻）
国連防災世界会議
			
祐ホームクリニック石巻
			
石巻日日新聞、
ぱんぷきん介護センター
			
石巻市立病院開成仮診療所
			
キャンナス東北
東京
			
			
			

大友康裕先生（東京医科歯科大学）
黒川清先生（GRIPS ）
仲佐保先生（国立国際医療研究センター）
武見敬三参議院議員
その他（日本文化体験、観光等）

2015年1月より、大学院名称がHarvard School of Public HealthからHarvard T.H.Chan
School of Public Healthに変更となりました。それに伴い、大学院略称もHSPHからHarvard
Chanに変更となっています。なお、日本語名称につきましては、引き続き「ハーバード公衆衛
生大学院」と記載しています。
1.

日程概要
3月14日（土）		

ボストンより空路移動

3月15日（日）		
			

東京駅集合
仙台へ移動

3月16日（月）		

国連防災世界会議参加（終日）

3月17日（火）		
			
			
			

石巻市立病院開成仮診療所
石巻日日新聞 ぱんぷきん介護事業センター
キャンナス本庄
旅館宿泊体験

3月18日（水）		
			
			

祐ホームクリニック石巻
石巻市内見学 東京へ移動
オーガナイザー有志による鮨体験

3月19日（木）		
			
			
			

東京医科歯科大学
武見敬三参議院議員表敬
茶道体験
オーガナイザー有志による懐石料理体験

3月20日（金）		
			
			
			

築地観光
国立国際医療研究センター
政策研究大学院大学（GRIPS2）
懇親会

3月21日（土）		

ボストンへ向けて空路移動

2.

GRIPS: National Graduate Institute for Policy Studies/政策研究大学院大学

参加者一覧（順不同）
							
氏名				
国籍			
学位／専攻
Xiaoyu Li			China			ScD/SBS
Avani Bhograj		India			MPH/GHP
Emma Henriette Din
USA			
SM/GHP
Nikhil "Sunny" Patel
USA/India		
MPH/GHP
Eril Frank DeFreitas
USA			
MPH/HPM
Simone Bosch
Swiss/Germany
MPH/GHP
Allen Wang			USA			MPH/HPM
Paulina Latapi		Mexico		SM/Epi
Damilola Soyode		
USA/Nigeria		
MPH/GHP
Andrew Sean Tseng
USA			
MPH/HPM
Ana M Amaris		
Colombia		
MPH/SBS
Andres Ardisson Korat Mexico		
ScD/Nutrition
Qingyao Li			China			SM/Biostatistics
Sahrish Durrani		Pakistan		MPH/GHP
Emilia Ling			Canada		SM/Epi
		
日本人参加者
Haruka Sakamoto					MPH/HPM
Tomoko Kurokawa					MPH/GHP
Hiroaki Mamiya					SM/HPM
Yoichiro Oka 					MPH/QM
Peter Ueda						Postdoctoral
							researcher

＊ プログラム略称の正式名称は以下の通り。
（学位）SM: Master of Science, MPH: Master of Public Health, ScD: Doctoral of
Science
（専攻）GHP: Global Health and Population, HPM: Health Care Management and
Policy, QM: Quantitative Methods, SBS: Social and Behavioral Sciences

訪問記録
3月16日（月）国連防災世界会議
http://www.bosai-sendai.jp/

国連防災世界会議とは？
国連防災世界会議は、国際的な防災戦略について議論する国
連主催の会議であり、第１回（1994年、於：横浜）、第２回
（2005年、於：神戸）の会議とも、日本で開催されています。
第２回会議では、2005年から2015年までの国際的な防災の取組
み指針である「兵庫行動計画」が策定されるなど、大きな成果
をあげています。第３回国連防災会議では、兵庫行動計画の後
継となる新しい国際的防災指針である「仙台防災枠組み20152030」と、防災に対する各国の政治的コミットメントを示した

「仙台宣言」が採択されました。(大会ホームページから抜粋）
ジャパントリップ開催と同時期に今回の訪問先である東北地方
にて国連防災世界会議が開催されていたため（3月14日〜18日）
、ジャパントリップ参加者一同こちらの会議に参加した。この
国連防災世界会議本体会議には、187の国連加盟国、6,500人以
上が参加し、関連事業を含めると国内外から延べ15万人以上が
参加し、日本で開催された史上最大級の国連会議の国際会議と
なった。また、市民団体等によるパブリックフォーラムも合計
350以上が開催された。ジャパントリップ参加者は、終日、思
い思いに自分たちの興味あるセッションに参加する機会を得た
が、国連が主導する国際レベルでの取組みから、NGOや市民団体
等による地域に根ざした取組み、大学や研究機関等のアカデミ
アの立場からの取組みなど広く話を聞き、関係者と意見交換を
行うことができた。

3月17日（火）石巻市立病院開成仮診療所

長純一先生

かねてから高齢化・過疎化が進んでいた東北地域においては、
震災後は医療機関の崩壊、若い人が東京へ避難することなどに
よって高齢化・医療の過疎化が一層進んでいる現状がある。こ
のような状況の中で、被災地域における高齢化医療の現状につ
いて、石巻市立病院開成仮診
療所所長の長純一先生より話
を伺った。長先生は、日本の
公衆衛生・地域医療の中心で
もある佐久総合病院にて長ら
く地域医療に従事されている
経験を持つ。「高齢化」とい
う課題に加え、震災によって
生じた「高齢者の孤立、とり
わけ貧困世帯の高齢者の孤
立」という課題に、地域医療
がどのような役割を果たすの
かについてお話を伺った。

Visit to Ishinomaki Municipal Hospital, Kaisei Temporary Clinic
By Paulina Latapi

Our first visit was to the Ishinomaki Municipal Hospital Kaisei Temporary Clinic,
where we had a very interesting talk on the challenges of providing healthcare to the people still residing in the temporary houses. The focus was on the
practice of preventive medicine as a means to decrease the incidence of health
issues in the population, particularly mental health.
As we learned over our trip, Ishinomaki was one of the places most affected by
the triple disaster in 2011. About 10-20% of the total deaths due to the tsunami
came from Ishinomaki, where more than 30,000 perished. Of those that survived, 50 000 had to be relocated to temporary housing. Four years later, 20 000
people still remain in temporary houses, awaiting to be picked by lottery selection to go into permanent housing.
Economic disparities were one of the main issues that were apparent immediately after the disaster. In general, people with more economic resources were
able to build houses for themselves, leaving those with scarce resources to live
in the temporary houses, which affected people’s interactions and attitudes
toward each other as well as their own mental health.
Broken communities were another one of the main themes that we learned
about during this talk. As we learned, among the people living in the Ishinomaki area, there has traditionally existed a strong sense of community, which
was helpful before the disaster, but also meant that people didn’t communicate
with those outside their usual circles. Because the selection to live in temporary
housing was made via lottery, the communities where people were accustomed to living and interacting were dissolved, which has led to an increased
sense of loneliness among those living in current temporary houses. Isolation
leads to an increase in depression and alcoholism, as well as an increase in dementia due to decreased interactions. Additionally, since people choose to stay
inside, they have decreased their levels of physical activity, which also leads to a
decrease in health.
Furthermore, mental health issues are particularly prevalent among middleaged women. These women had an important role as organizers in their
respective communities. Nonetheless, with the loss of these communities, these
women have lost part of their identity, which has led to an increase in depression among them.
Thus, the main focus of the programs implemented by the clinic lies on the
involvement of women in the organization of activities to engage the commu-

nity. Additionally, greater focus on diagnosis of mental health issues is crucial
to improve the quality of life among people who are still living in temporary
housing.
In conclusion, this was an excellent introduction to our visits in Ishinomaki,
as it shifted the focus to the issues that people face in the aftermath of such a
disaster, and the crucial role mental health and community interactions play in
the rebuilding of the affected communities.

3月17日（火）

石巻日日新聞

常務取締役

武内宏之様

http://www.hibishinbun.com/

東日本大震災発生直後、新聞の印刷機器等が壊れている中で、
手書きの新聞を避難所に掲載したことで有名な石巻日日新聞に
て、震災当時の話を伺った。災害発生直後の急性期における、
情報伝達手段としてマスメディアが果たす役割のみならず、震
災発生から４年が経過しすでに復興期に入った中で、メディア
がどのような役割を果たしうるかについて話を伺った。具体的
な例として、地域の人への取材を通じ、精神的疾患が増加して
いることに注目。このような目に見えにくい課題について、メ
ディアがどのように問題に気づき社会にその重要性を発信して
いくのか、というメディアの果たす社会的責任について話を伺
った。

Visit to Hibi Newspaper
By Avani Bhograj

Japan possesses some of the most advanced media and telecommunications
infrastructure in the world, yet in the aftermath of the earthquake in Ishinomaki, the affected communities relied on low-tech traditional communication
channels including hand written newspapers.
The site visit to the Hibi newspaper office was insightful because we learnt
about the role of media and communication in a disaster setting not just after
the disaster but even several years after the disaster. Some of the key learning’s
were:
- Information is key no matter what: The newspaper agency was also affected
by the disaster and the printing press was down. They still managed to communicate by circulating large hand written newspapers in the camps.
- Communicating positive stories: This particular news agency chose to communicate messages of hope after they realized that initial reporting on destruction
caused by the disaster was demotivating for the survivors. They spoke about
how help was being mobilized, about availability of food and other ongoing
rescue efforts.
- How long do we talk about the disaster: The news agency believed that it was
important not to forget the disaster and continue reporting stories of recovery,
of new challenges like cases of Post traumatic stress syndrome etc. The media
plays an important role in publishing investigative stories on recovery in order
to hold the government accountable and help communities identify inconspicuous side effects of the disaster. The lives of the survivors have changed forever
and letting them know that they are not a forgotten cause is crucial to their
journey to complete recovery.

3月17日（火）ぱんぷきん介護センター
http://www.care-net.biz/04/pumpkin/

石巻市内にある高齢者向けの介護・福祉事業施設。高齢化が進
む東北地域において、高齢者介護の現状や医療と介護の連携に
ついて話を伺った。また、古くから石巻に根ざした高齢者介護
施設ということで、2011年の震災発生当時の対応について話を
伺うとともに、実際の災害対応から得られた教訓や課題を踏ま

え、今後日本各地で発生しうる大規模災害を見据えて、災害時
を想定した介護・福祉施設の在り方について話を聞いた。

Visit to Pumpkin Co
By Simone Bosch

One of the first questions to the president of Pumpkin Co. during his presentation was about the meaning of the company name. He explained that the
pumpkin is considered a very valuable, nutritious plant in Japan, and that it
adds that little bit of extra to a dish. And just like the pumpkin, they consider
their services of high value, adding to the comfort of elderlies by providing a
range of services at the homes of the elderly population in Ishinomaki: longterm care, bathing, meal delivery, housing services. Pumpkin also offers activities in their Center for Community Care, and
has a shop selling and renting care equipment.
Pumpkin’s president also explained how the
tsunami had destroyed 6 out of 11 of their sites,
but that the challenges in copying with the reconstruction and care for their clients provided
an opportunity to innovate. For example, they
set up a volunteer matching program with the
National Association of Long-Term Care Councils, and used their knowledge in monitoring
elderly at home at the temporary evacuation

shelters. In view of the rising percentage of the elderly population, they are currently focusing on the education of home helpers; since 2012, hey have trained
57 care-givers. We also observed a physical activity class attended by a handful
of seniors who not only come to work out, but also to socialize after class over
tea and snacks.

3月17日（火）キャンナス東北
http://cannus-saigai.jimdo.com/

宮城県石巻市を中心とする、
看護リハビリのボランティア
団体。2011年の震災発生以降
は、被災地域にて、人・地域
に寄り添いながら、医療・介
護・生活に困っている方々へ
の支援を行っている。ここで
は特に、被災者が抱える精神
と身体の疾患に焦点を当て、
震災直後から中長期的復興に
至る過程の中で、どのような
疾患の課題があり、それに対
してどのような取組みをして
きたのかについて話を伺った。

Cannus Group
By Sunny Patel

The world was flooded for the residents of Ishinomaki on 3/11/2011. In a matter of moments a towering tsunami triggered by an earthquake resulted in
unprecedented loss of human life. The aftermath of the tsunami left displaced
peoples to seek refuge in temporary shelters. Many had lost everything and for
some the trauma was unbearable. It was in this moment of crisis and national
response to such abject suffering that the Cannus group responded in the immediate aftermath.

A volunteer group of medical professionals led by nurses believed that there
is no "health" without "mental health." In utmost humility, a light-hearted
group of individuals gave Harvard TH Chan School of Public Health students
a presentation on the Cannus response to the tsunami but we gleaned more
than just facts. Cannus responded to the needs of their community. Individuals were grief-stricken by the sudden loss they endured and internalized their
hurt. But the Cannus members in the gentlest of manner sought to bolster
mental health by helping individuals who needed support talk about their loss.
Ingeniously, they set-up blood pressure machines near nursing stations not to
have evacuees monitor their hypertension but to allow for a candid interaction
with another human being while receiving care, and help a stunned population communicate with each other. Many of the Cannus members must have
experienced their own loss, as they were local residents of Ishinomaki, yet they
showed inordinate courage in their response. We were amazed by the dedication and fervor with which they responded to needs of people. As public health
professionals committed to the well-being of populations, we learned lessons
in professionalism, selflessness, dedication, and empathy from Cannus. Ultimately, we hope to use these lessons to provide others we meet in need: help
and hope.

3月17日（火）旅館体験
3月17日は宮城県松島にある旅
館小松間好風亭（http://www.
new-komatsu.co.jp/）に宿泊し
た。日本三景の一つと謳われ
る松島の景色を眺めながら入
る温泉、浴衣で過ごす一日、
夕食の懐石料理と、トリッ
プ参加者は存分に日本文化を
楽しむことができたように思
う。夜には、大部屋の畳の上
に布団を敷いて皆で寝ること
も新鮮だったようで、まるで
修学旅行生のように、それぞ
れが長い夜を楽しんでいた。

3月18日（水）医療法人社団鉄祐会 祐ホームクリニック石巻
www.you-homeclinic.or.jp/clinic/ishinomaki

祐ホームクリニック石巻は、
宮城県石巻市において高齢者
への在宅医療を提供してい
る。日本の超高齢社会の現
状、祐ホームクリニック石巻
の在宅医療と介護の取り組み
について話を伺い、理事長の
武藤真祐氏と議論を行なっ
た。とりわけ、ICTを活用す
ることで、いかに医師が患者
に接する時間を増やし、質が
高い在宅医療を提供できる
か、高齢先進国日本ならでは
の取組みについて話を聞く事ができた。また、特に被害の大き
かった石巻市門脇地区を中心に被害状況や復興の外観について
見学も行った。
Visit to Yu Home Clinic
By Emma Din

Kohei Shiozawa, an associate of You Home Clinic, guided us by bus on a tour
of the devastation in Ishinomaki caused by the tsunami. It was eye-opening
to see how entire areas in the city had been reduced to rubble and relive his
account of the experience. We also visited the tsunami memorial, which was
a moving tribute of those who lost their lives. The sign marking how high the
water rose was particularly impactful and provided a context for the presentation and discussion afterwards at the You Home Clinic. Dr. Shinsuke Muto, the
CEO of You Home Clinic, described how the clinic provides home-based elderly
care and health services by leveraging information technology, for example
through their healthcare innovation project to change the way home visits are
conducted. This pilot phase project includes an electronic medical and caregiving record system that is linked to getting prescription drugs and presets a GPS
route for the doctor to make the home visits, increasing efficiency and convenience. It was great to learn about the opportunities and challenges with elderly
care, particularly in a setting where many elderly remain in their own homes.

3月19日（木）東京医科歯科大学救命救急センター
		
www.tmd.ac.jp/accm/ 大友康裕教授
				

日本の災害医療の拠点を担う
医療機関の一つである、東京
医科歯科大学救命救急センタ
ーを訪問。日本の災害医療の
第一人者である大友教授か
ら、1996年に発生した阪神淡
路大震災とその後に設立され
たDMATの話を伺った。また、
建物の倒壊による人的被害が
中心だった阪神・淡路大震災
に比較して、津波被害やその
後の慢性疾患管理が健康課題
の中心であった東日本大震災
において、求められた医療の違い、東日本大震災においてDMAT
が活躍した点及びその限界点や今後の課題について話を伺っ
た。
DMAT in Japan
By Andres Korat

Background: Japan has had a long history of responding to natural disasters,
especially earthquakes, given its location. After the great Hanshin-Awaji (Kobe)
earthquake of 1995 that lead to 6,473 deaths (of which 500 could have been
prevented had better response infrastructure been in place), Japan's government began building response systems to enable delivery of medical assistance
in 1996 including:
•
Disaster Base Hospitals (DBH) from 1996 onwards (earthquake resistance hospitals with its own power generators)
•
Disaster/Emergency medical Information system (to allow for better
coordination of medical resources)
•
Medical Helicopter System since 2001
•
Wide-are Medical Air Evacuation plan since 2004
•
DMAT (Disaster Medical Assistance Team) since 2005
DMAT are hospital-based teams comprised of physicians, nurses and logisticians that enable focused medical resources in DBH in the first 72 hours post-

disaster which is the most critical period to deliver medical assistance. The
program was initiated in 2005 despite initial government resistance. As of March
2014, DMAT had 8,327 certified personnel in 721 hospitals. DMAT were effective
in the response to the Great East Japan earthquake of March 11, 2011 by not
only providing medical assistance but also by aiding in the evacuation of people
from the regions affected by the Fukushima nuclear plant. Additionally, DMAT
had to respond to the needs of a tsunami disaster (which include more deaths
and severe injuries than an earthquake disaster). From the preventable deaths,
it is estimated that many could have been prevented by providing better living
conditions in the temporary shelters and by expediting the public health interventions. Thus, the acute and sub-acute phases required more support than
what DMAT was designed to deliver.
In order to adequately respond to the medium-term needs of a disaster like
the tripe-event in Japan including public health responses and mental health
support a new system is required. To this effect, Professor Otomo has proposed
a new system called DHEAT, which brings the DMAT approach to public health
responses. This new system is now at the stage of being evaluated by the Japanese government.

3月19日（木）武見敬三参議院議員
ハーバードケネディースクールの学生とともに、武見敬三参議院
議員を訪問した。武見先生からは、なぜ日本が世界一の長寿を達
成したのか、皆保険制度を中心とした日本の医療制度の歴史につ

いて話を伺った。また、今後称し高齢化社会を迎える日本が世
界の中でどのようなリーダーシップをとっていけるのか、日本
の強みは何があるのか？といった大局的視点から話を伺った。
Meeting with Dr. Takemi
By Erik F. De Freitas

On the afternoon of Thursday, 19 March 2015, the students from Harvard T.H.
Chan School of Public Health, 2015 Japan Club Trip arrived to the Diet for a
presentation and meeting by Councilor Keizo Takemi. Surprisingly, a large contingent of students from the Harvard Kennedy School of Government’s Japan
Club Trip also joined us. Councilor Takemi, greeted us by reminding the audience of Harvard graduate students that a mix of future policy makers and public health professionals is critical to develop solutions for political, economy and
societal challenges, and reminded the Kennedy School students not to develop
policy in a vacuum without consideration from public health experts.
He began the presentation by using the Ebola outbreak as an example of
the growing trend of the increased risk of infectious diseases from zoological sources due to increases in globalization, urbanization and a lack of strong
health systems in the nations where these outbreaks begin. He provided
lessons learned from this Ebola crisis and importance of leaders to support the
World Health Organization as it transitions to an operational organization to
take action when the next crisis arises.
He then transitioned to focus on the successes of universal health coverage in
Japan, and it’s contribution to Japan being a world leader in life expectancy and
economic propensity that followed this achievement since 1961. Interestingly,
he stated that universal health coverage was not health policy but an economic
policy that prevents income inequality resulting in a healthy and strong middle
class. Also, that the success of universal health coverage is why Liberal Democratic party still dominates the Diet for over fifty years.
In the closing, he described Prime Minster Abe’s vision for Japan’s role in the
Asia Pacific, as a conscientious nation for others to follow in the challenges of an
aging population. His last remarks were regarding importance of the intimate
and special relationship that Japan and the United States have in protecting
regional and global security.

3月19日（木）茶道体験
空門 http://www.koomon.com/

日本の伝統文化の一つ、茶道
を体験した。和服を来た担当
者から茶道に関する一般的な
説明を受けた後、参加者一人
一人が実際にお茶を立てて試
飲を行った。世界では空前の
和食ブームだが、実際に抹茶
を試すのはほとんどの参加者
にとって初めての経験であ
り、参加者全員がとても楽し
んでいたように思う。また、
担当者から茶道の一つ一つの
流れが何を意味するのか聞く
ことによって、より深く日本文化やその根底に流れている日本
人の精神についても理解を深められたという感想もあった。
3月20日（金）築地観光
連日のハードスケジュールで参加者の疲れが出始めている頃で
はあったが、参加者たっての希望で朝早くに起きて築地市場の
観光へ。”Fish market”は大凡どこの国にも存在するが、やは
り築地市場ほどの規模の市場は参加者にとっても初めてだった
ようで、東京の賑やかな一面を楽しんだ。

3月20日（金）国立国際医療研究センター 仲佐保先生
http://www.ncgm.go.jp/kyokuhp/

災害医療支援を含め、日本の国際医療協力を担う国立国際医療
センターの派遣協力局にて、途上国における災害医療支援の実
情について話を伺った。また、派遣協力局では、東日本大震災
直後にも、被災地域に医師や看護師等の派遣を行っており、途
上国での援助経験が日本国内の医療支援でどのように役にたっ
たのか、共通点や相違点について話を伺った。

Visit to National Center for
Global Health and Medicine
By Andrew Tseng

We had the opportunity to visit the
National Center for Global Health
and Medicine. Founded in 1993,
the NCGHM’s mission is to solidify
Japan’s role as a leader in promoting
international medical cooperation.
Dr. Tamotso Nakasa, the director of
the Department of Health Planning
and Management, is a surgeon by
training and an experienced international medical volunteer. He gave us a great overview of disaster response and
risk management in a global context. He highlighted many of the lessons that
can be gained from Japan’s experience in responding to its own disasters.

3月20日（金） 政策研究大学院大学 (GRIPS) 黒川清先生
東日本大震災が未曾有の震災と言われる理由
の一つに原子力災害が上げられる。福島原子
力発電所の事故について、政府の対応を調
査／評価する外部委員会である国会事故調査
委員会の委員長を務めた黒川清先生に話を伺
った。日本政府の福島原発事故を巡る対応の
みならず、次世代を担うジャパントリップ参
加者に対して、世界の変化にどう対応してい
くのか、どのようなリーダーシップが求めら
れるのか、という視点から幅広い話を伺うことができた。
Meeting with Dr. Kurokawa
By Damilola Soyode

The 2015 Japan Trip culminated in a highly informative and rousing session
with Professor Kiyoshi Kurokawa that tied the entire experience together. A key
message from this session hinged on the current paradigm shifts and world
affairs secondary to innovation, information dissemination and globalization.

Increasing access to information and other advancements has created frustrations and unrest globally as individuals become more aware of inequities. He
compared such advancements to the 15th century incunabula, the earliest
printed books in Europe, which were instrumental in leading to religious revolutions and renaissance. Professor Kurokawa emphasized that while there were
several apparent causes for the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster such as
issues with safety and insufficient protection, the root causes were sociocultural
in nature. He concluded that paradigm shifts would be integral for the future
growth of nations such as Japan, particularly given the rapid rate of global
transformation. Many left the session feeling inspired knowing that we were
part of generations that would play important roles in our respective fields and
countries moving forward.

3月20日（金）懇親会
プログラム最終日の夜は、グリル満天星にて懇親会を開催し
た。ハーバード公衆衛生大学院のIchiro Kawachi先生、GRIPSの
黒川清先生をお迎えし、またアルムナイの先生方にも参加して
いただき、美味しい料理とともにとても楽しい一時を過ごすこ
とができた。たった一週間の短い日本滞在ではあったが、参加
者それぞれに日本の良さを発見してくれたようで、「日本がこ
んなに素晴らしい国だとは思わなかった！」「日本人に生まれ
たあなたたちがうらやましい！」「今回は東北と東京だけだっ
たので、次はもっと他の日本の場所にも行ってみたい」といっ
た言葉をもらうことができた。その後は参加者全員でカラオケ
に。日本滞在一週間の間に参加者同士もとても仲が良くなり、
旅の終わりを惜しむように東京の長い夜を楽しんだ。

謝辞
ハーバード大学公衆衛生大学院日本人会主催によるジャパント
リップ2015開催にあたり、たくさんの方々に温かなご支援を賜
りました。
学業や研究との両立の難しさを抱えながらも、実行委員一同、
参加者に日本のファンになってもらいたい、日本を楽しんでも
らいたいとの思いで準備に取組み、参加者の大きな笑顔ととも
にジャパントリップ2015を終えることができました。ここに実
行委員一同より、ご協力・ご支援いただきました皆様に深謝申
し上げます。皆様方からの温かいご協力・ご支援なくしては実
現できなかったと改めて実感しております。
ジャパントリップ2015の趣旨と私たちの思いにご賛同いただ
き、貴重なご寄付をいただきました方々を下記に記します。改
めまして実行委員一同、心より御礼申し上げます。ありがとう
ございました。

足立 基
様
阿部 智一 様
内田 毅彦 様
江副 聡
様
大竹 雄二 様
小坂 健
様
木津喜 雅 様
黒川 清
様
渋谷 健司 様
須澤 健太郎様
清田 明宏 様
武林 亨
様
田宮 菜奈子様
都竹 茂樹 様
徳田 安春 様
富塚 太郎 様
町田 宗仁 様
村木 美紀子様
山本 秀樹 様
吉田 穂波 様
キッセイ薬品工業株式会社
様
中外製薬株式会社 		
様

上塚 芳郎 様
大久保 貴之様
小野崎 耕平様
後藤 あや 様
鷲見 学
様
武見 敬三 様
坪野 吉孝 様
野村 真利香様
森本 剛
様
他、匿名１名

また、ハーバード公衆衛生大学院日本人会のウェブページにつ
きまして、ジャパントリップ初回開催時から今日まで管理して

くださっている長谷川

敬洋 様にも心より御礼申し上げます。
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