
アジアの開発途上国の拠点大学/学校における災害看護学教育導入の支援 

日本赤十字九州国際看護大学 
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１． 目的  

わが国の災害看護学の萌芽期から発展期へ至る中で蓄積されてきたカリキュラム・教材・教授法のノウハウを、

近隣アジアの災害多発国の拠点大学／学校に伝達・教授することにより、現地での災害看護学教育導入を進

め、現地人材による継続的発展へと導くことを目的とする。 

２． 活動  

対象国： ベトナム社会主義共和国 

活動目標１：いずれかの大学との間に協働関係を構築し、モデル校としての活動を進める体制を整える。 

活動内容 

（１） 教育省、保健省およびこれまでベトナム開発に関与してきた日本人諸氏から現地の看護教育に関する情

報を収集し、拠点大学候補としてナムディン看護大学を選んだ。平成 21（2009）年 7 月、本学学長が同大

学を訪問し、関係者との意見交換、活動趣旨の説明を行い、協働してベトナムの看護教育に災害看護学

を導入することに合意した。 

（２） モデル校となるナムディン看護大学の体制作りにおいて指導的役割を担う人々が、災害看護よび看護基

礎教育の知識獲得の機会を持つために、二つの日本訪問・研修を実施した。一つは、（３）に述べる

H.E.L.P（赤十字の人道援助活動研修）への参加、もう一つは、同年 12 月のナムディン看護大学学長･教

員 1 名の本学訪問である。後者には、本学での講義の他、「人と防災未来センター（神戸）」および赤十字

関連医療施設や国際的活動を広げている医療機器メーカーの見学が含まれる。 

活動目標２：ベトナムの中核的人材が、災害看護学教育に必要な知識・技術を修得する。 

活動内容 

（３） 災害看護学教育の中核的人材の育成のために、平成 21(2009)年 8 月 31 日～9 月 18 日、本学で開催し

た H.E.L.P. in JAPAN 2009 に、ナムディン看護大学、ハイズーン医療技術大学から看護教員各 1 名が参

加し、人道援助活動の知識、実践のあり方とともに災害看護学教育の基盤となる知識を修得した。 

（４） 平成 22(2010)年 1 月、ベトナム北部の 8 大学の看護教員 20 名を対象に、ナムディン看護大学でワークシ

ョップを開催した。本学教員が講義・演習を行い、日本で研修を受けたベトナムの看護教員が現地の災害

状況を発表した。 

３． 成果   

（１） 期待する成果 

ワークショップに参加した教員が災害看護学教育の導入の意義や必要性を理解し、そのために必要なリ

ーダーシップ、知識・技術を修得した。参加者同士の交流を通じて、参加者の所属する 8 大学間に災害看

護学導入に向けてネットワークが形成される基盤が作られた。今後、参加者が中心となった協働作業によ

りカリキュラムや教材が開発されると期待される。 

（２） 成果物 

・ ナムディン看護大学と本学とのパートナーシップの構築 

・ HELP をはじめとする日本での研修に参加したベトナムの看護系大学教員による研修報告書 

・ ベトナムの教員を対象とした災害看護学教育ワークショップの報告書 



アジアの開発途上国の拠点大学/学校における

災害看護学教育
導入の支援

目的

今後の展望

災害看護学導入に向けた現地教員のネットワーク構築を支援

現地教員による災害看護学教育のカリキュラム・教材作成を支援

災害看護学のカリキュラム・教材・教授法のノウハウをアジアの災害多発国の
拠点大学／学校に伝達・教授する

日本赤十字九州国際看護大学

災害看護学教育導入を進め、現地人材による継続的発展を目指す

1. ベトナム北部のナムディン看護大学を対象
協働関係の構築・モデル校として体制作り

本年度の活動内容と成果

関係者を日本に招聘
災害看護学教育研修を実施

2. 災害看護学に関する知識・技術の修得

H.E.L.P. JAPAN 2009に
ベトナムの看護教員2名参加

北部の主要8大学を招いて
モデル校でワークショップ

本学学長が協働校訪問
災害看護学教育の導入に合意
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アジアの開発途上国の拠点大学アジアの開発途上国の拠点大学//学校における学校における

災害看護学教育災害看護学教育

平成平成2121年度「国際協力イニシアティブ」国内報告会年度「国際協力イニシアティブ」国内報告会

災害看護学教育災害看護学教育
導入の支援導入の支援
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1.1. 事業の背景事業の背景

2.2. 事業の目的事業の目的

3.3. 活動内容活動内容

4.4. 成果成果

今後 活動 展望今後 活動 展望5.5. 今後の活動の展望今後の活動の展望
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背景（背景（11）：なぜアジアか？）：なぜアジアか？
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＊世界災害報告＊世界災害報告20082008よりデータを抽出し図作成よりデータを抽出し図作成

背景（背景（22）：なぜ、ベトナムか？）：なぜ、ベトナムか？

自然災害被害世界ワ スト自然災害被害世界ワ スト1010•• 自然災害被害世界ワースト自然災害被害世界ワースト1010
のの11つ（洪水・台風・土石流）つ（洪水・台風・土石流）

人為的災害増加中人為的災害増加中•• 人為的災害増加中人為的災害増加中
（交通災害・産業災害）（交通災害・産業災害）
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背景（背景（33）：なぜ、現地の人材育成か？）：なぜ、現地の人材育成か？

災害に対処するには災害に対処するには

初動は現地初動は現地!!!!

災害看護の知識・技術を持つ看護師が増えれば災害看護の知識・技術を持つ看護師が増えれば

被災地以外からの援助が必要被災地以外からの援助が必要

災害看護の知識・技術を持つ看護師が増えれば、災害看護の知識・技術を持つ看護師が増えれば、

被災者の保護と救援調整が格段に円滑化され得る被災者の保護と救援調整が格段に円滑化され得る

背景（背景（44）：本学の経験）：本学の経験

•• 教員教員4949名中名中3030名以上、看護系教員名以上、看護系教員ほぼ全員が途ほぼ全員が途
上国経験上国経験（赤十字、（赤十字、JICAJICA、、学生引率、研究活動）学生引率、研究活動）

•• 全教員が日本赤十字社もしくは全教員が日本赤十字社もしくはJICAJICAの委託によるの委託による
途上国専門家受入れ研修途上国専門家受入れ研修に関与に関与

•• 赤十字人道援助研修赤十字人道援助研修H.E.L.PH.E.L.Pをアジアで唯一、隔年をアジアで唯一、隔年
継続開催継続開催((本学、日本赤十字社、本学、日本赤十字社、ICRCICRC、、WHOWHO共催共催))

•• インドネシア国インドネシア国バンダアチェバンダアチェにおける看護学校ににおける看護学校に
対する対する災害看護教育支援事業災害看護教育支援事業
（平成（平成1717年年44月月 ～平成～平成2121年年66月末）月末）
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事事 業業 のの 目目 的的

災害看護学のカリキュラム・教材・災害看護学のカリキュラム・教材・
教授法のノウハウを、アジアの災害教授法のノウハウを、アジアの災害
多発国の拠点大学／学校に教授する多発国の拠点大学／学校に教授する

災害看護学教育導入を進め、現地人災害看護学教育導入を進め、現地人
材による継続的発展を目指す材による継続的発展を目指す

本年度の目標本年度の目標

対象国：ベトナム対象国：ベトナム

11 いずれかの大学との間にいずれかの大学との間に協働協働1.1.いずれかの大学との間にいずれかの大学との間に協働協働
関係関係を構築し、その大学をを構築し、その大学をモモ
デル校デル校として活動を進める体として活動を進める体
制を整える制を整える

2.2.中核的人材が災害看護学教育中核的人材が災害看護学教育..中核的人材 災害看護学教育中核的人材 災害看護学教育
の導入に必要なの導入に必要な知識・技術を知識・技術を
修得修得するする
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活活 動動 内内 容容

目標目標11．．協働関係の構築協働関係の構築・モデル校の体制作り・モデル校の体制作り

①本学学長が協働校を訪問①本学学長が協働校を訪問①本学学長が協働校を訪問①本学学長が協働校を訪問
訪問の目的訪問の目的

•• 現地の看護教育の状況について情報を集め、協働校を決現地の看護教育の状況について情報を集め、協働校を決
定する。定する。

•• 協働校を訪問し、事業の概要を説明、合意を得る。協働校を訪問し、事業の概要を説明、合意を得る。

訪問期間：訪問期間：H21H21年年77月月2020日～日～77月月2424日日

訪問先：保健省、教育省、訪問先：保健省、教育省、JICAJICAベトナム事務所ベトナム事務所

ナムディン看護大学ナムディン看護大学

活活 動動 内内 容容

協働教育活動実施に合意協働教育活動実施に合意協働教育活動実施に合意協働教育活動実施に合意

ベトナムで最初の看護大学ベトナムで最初の看護大学

ナムディン看護大学ナムディン看護大学
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活活 動動 内内 容容

目標目標1.1.協働関係の構築、協働関係の構築、モデル校の体制作りモデル校の体制作り

②協働大学の関係者を日本に招②協働大学の関係者を日本に招②協働大学の関係者を日本に招②協働大学の関係者を日本に招
聘、災害看護教育研修を実施聘、災害看護教育研修を実施

研修期間：研修期間：H21H21年年1212月１５日～１２月月１５日～１２月11９日９日

参加者参加者 ：ナムディン看護大学から学長・教員：ナムディン看護大学から学長・教員11名名

研修内容：福岡赤十字病院、人と防災未来センター見学研修内容：福岡赤十字病院、人と防災未来センター見学

「日本の保健医療教育制度」「日本の看護教育制度」「日本の保健医療教育制度」「日本の看護教育制度」

「本学の災害看護学」講義、意見交換「本学の災害看護学」講義、意見交換

活活 動動 内内 容容

看護教育について意見交換看護教育について意見交換

来日したナムディン看護大学学長来日したナムディン看護大学学長
が本学に記念品を贈呈が本学に記念品を贈呈
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活 動 内 容

目標2. 知識・技術修得の機会提供

① H.E.L.P. JAPAN 2009に
看護教員2名参加

緊急時の健康問題に対処する能力育成を目的とした緊急時の健康問題に対処する能力育成を目的とした
国際的人道援助活動の研修国際的人道援助活動の研修
HHealth ealth EEmergency in mergency in LLarge arge PPopulationopulation

期間：期間：H21H21年年88月月3131日～日～99月月1818日日

参加者数：参加者数：1010カ国カ国3030人人

活活 動動 内内 容容

災害看護学教育の基盤となる知識災害看護学教育の基盤となる知識
・・緊急支援の意義緊急支援の意義緊急支援の意義緊急支援の意義
・介入すべき健康問題・介入すべき健康問題
・災害時の保健医療サービス・災害時の保健医療サービス 等等

H.E.L.P. JAPAN 2009H.E.L.P. JAPAN 2009で学んでいるで学んでいる
ベトナムの看護教員ベトナムの看護教員
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活活 動動 内内 容容

目標目標2.2. 知識・技術修得の機会提供知識・技術修得の機会提供

②② 看護教員を対象としたワーク看護教員を対象としたワーク

期間：平成期間：平成2222年年11月月77日～日～88日日

参加者：ベトナム北部の参加者：ベトナム北部の88大学から教員大学から教員1919名名

場所：ナムディン大学場所：ナムディン大学

ショップの開催ショップの開催

場所：ナムディン大学場所：ナムディン大学

内容：災害管理概論、災害看護学概論、トリアージ演習内容：災害管理概論、災害看護学概論、トリアージ演習

災害看護学シラバス作成演習（基礎教育用、現任災害看護学シラバス作成演習（基礎教育用、現任

教育用）教育用）

活活 動動 内内 容容

災害管理概論の講義災害管理概論の講義

トリアージ演習トリアージ演習

シラバス作成演習シラバス作成演習



日本赤十字九州国際看護大学

9

成 果

看護教員が災害看護学教育の導入の意義や必要性

を理解し、そのために必要なリーダーシップ、知識
･技術を修得

成果物成果物
1.1. 本学およびナムディン看護大学のパートナーシップ本学およびナムディン看護大学のパートナーシップ

2.2. ベトナムの看護系大学の教員が作成したベトナムの看護系大学の教員が作成したH.E.L.P.H.E.L.P.を含むを含む
日本での研修報告書日本での研修報告書日本での研修報告書日本での研修報告書

3.3. ベトナムの看護教員を対象とした災害看護学教育のワーベトナムの看護教員を対象とした災害看護学教育のワー
クショップ実施報告書（作成中）クショップ実施報告書（作成中）

1. 現地看護系大学教員が協力して災害看護学を
導入できるようネットワーク構築を支援

今 後 の 展 望

2. 現地看護系大学教員による災害看護学教育の
カリキュラム・教材作成の支援

カリキュラム・教材カリキュラム・教材
作成作成教員間のネットワーク教員間のネットワーク

本学の教員による支援本学の教員による支援
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今 後 の 展 望

Thai Nguyen   Thai Nguyen   
Medical UniversityMedical University

Hanoi           Hanoi           
Medical UniversityMedical University

Thang Long  Thang Long  

UniversityUniversity

National Traditional National Traditional 
M di i d PhM di i d Ph

Nam Dinh         Nam Dinh         
University of NursingUniversity of Nursing

yy

災害看護学教育災害看護学教育
ネットワークネットワーク

UniversityUniversity

HaiphongHaiphong
Medical UniversityMedical University

Hai Duong Hai Duong 
U f H l hU f H l hMedicine and Pharmacy Medicine and Pharmacy 

InstituteInstitute
University of Health University of Health 

TechniquesTechniques
Thai Binh Thai Binh 

Medical UniversityMedical University

災害看護学教育のカリキュラム・教材作成災害看護学教育のカリキュラム・教材作成

今 後 の 展 望

3.3. ベトナム全土への災ベトナム全土への災
害看護学普及を支援害看護学普及を支援
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました
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