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―東日本大震災を振り返ってー 

 

  九州大学大学院医学研究院 橋爪 誠 

 

 皆様、平素より大変お世話になります。東日本大震災から４年が過ぎようとしております。

死者１万８千人、被災者５０万人、被害総額２５兆円という甚大な被害に加え、福島第１原

子力発電所事故による様々な影響が発生しました。災害医療については急性期の外傷診療を

中心に考えられた日本 DMATは１１日間の活動で３８０チームが被災地に派遣されましたが、

主任務である広域医療搬送１９件、そして数百名の診療を行うにとどまり、避難所の医療や

地域社会における保健への支援が十分に行われず、そのあり方について見直しが求められま

した。他方、日本医師会の JMATや日本赤十字医療班、そして各種団体のご尽力により、様々

な新しい災害医療の取り組みが行われました。 

この度、九州大学西武地区自然災害資料センターでは年２回発刊されるニュースレター

NDIC におきまして、「これからの災害医療」の特集号を発行することにしました。つきま

して、現在、災害医療に関する最先端の取り組みを行っている気鋭の医師、研究者に最新の

研究の取り組みを紹介していただくことになりました。 

日本医師会救急災害医療担当理事の石井正三先生からは、平成２６年８月に災害救助法に

基づく指定公共団体の認定をとりました日本医師会の災害医療の取り組み、そして日本医師

会災害医療チーム Japan Medical Association Team JMATについて紹介していただきました。 

札幌医科大学の水野浩行先生からは４年前の東日本大震災における災害医療チームのと

りまとめを行った災害医療コーディネートを国として整備を進めております厚生労働省の

都道府県災害医療コーディネート研修会の取り組みを紹介していただきます。山口県下関市

保健所の長谷川学先生は米国の危機管理のツールである、インシデントコマンドシステム

Incident Command System（邦訳緊急時総合調整システム）について、その概要と日本にお

ける必要性を述べていただきました。防衛医大の原田菜穂子先生はサイコロジカルファース

トエイド Psychological First Aid、通称 PFAについて解説を頂いております。PFAとは災

害現場等で惨事ストレスに直面する従事者を対象とし、その対処法を学ぶものです。日本医

師会総合政策研究機構の王子野麻代先生からは、原子力発電所立地の近隣自治体における安

定ヨウ素剤の配布について紹介をしていただきます。最後に、九州大学大学院医学研究院先

端医療医学部門災害救急分野の永田高志先生より、クラウド型災害医療情報システムと衛星

通信の可能性およびオールハザードアプローチについて紹介していただきます。 

各執筆者からは忌憚のないご意見等も頂いております。本ニュースレターが東日本大震災

の経験をふまえて、来るべき我が国の災害に対する備えになることを心から願っておりま

す。 

 

（専門：先端医療医学部門 災害救急分野） 

巻 頭 言 



日本医師会／JMAT 

日本医師会 常任理事 

石井 正三 

 

１. はじめに 

自然災害をみると、気象現象によるものと地震

や火山噴火など地理的な条件で起こるものがあ

る。そのいずれも、近年、忘れる間も無くやって

くる感がある。 

気象変動によって海水が温暖化すると、上陸前

になって台風が俄かに巨大化して陸地を襲うと

いう事例が見られるようになった。 

2012年 10月にハリケーンサンディがカリブ諸

国からニューヨークを始めとしたアメリカ東海

岸を襲い、自由の女神像が立つリバティ島が損壊

したのみでなく、ニューヨーク市に深刻な高潮被

害をもたらした。 

2013 年にフィリピンのレイテ島タクロバン市

を直撃した台風 30 号・フィリピン名ヨランダの

被害もまた、凄まじいものだった。低気圧による

海面上昇に瞬間風速 90m という猛烈な風が加わ

って、海に面した居住地が轟然と襲いかかる大波

に洗われた。同時に、地上の多くのものは突風で

吹き飛ばされ、浸水しなかった建物の屋根部分に

も被害をもたらした。その被害状況は、東日本大

震災の津波被害を想起させられる位、凄惨なもの

だ。日本医師会が支援を寄託した NGO・AMDA

がフィリピン入りした際には、フィリピン医師会

に連絡してAMDAチームの後方支援をお願いし、

日本政府からの派遣が決まった自衛隊に対して

も、その現地での活動支援をお願いした。そうし

て、会員から寄せられた義捐金は、現地の地域医

療復興のためにタクロバン市医師会館の再建に

充てられる事になった。 

平均気温の上昇では、熱帯病の温帯進出がもた

らされる事も知られている。そのエビデンスとし

ては、昨年夏以来、デング熱やマラリアの症例が

日本でも問題とされていて、本格的な常在化の前

に検査や治療体制を整備する事が求められてい

る。世界各地での交通網整備や資源開発などが進

み、国境を越えた経済活動が展開されて交流が盛

んになっていくと、HIV／AIDS やエボラウィル

スなどの実例にも見るように、一部地域に潜在し

ていた風土病が想定を超えた規模のアウトブレ

イクに至るリスクがある。 

気象変動に関連しては、地域を限定的に襲う豪

雨・豪雪そして突風や竜巻も発生している。豪雨

によって河川の氾濫や山崩れの被害、豪雪による

被害もまた各地で発生している。 

日本が位置している地理的条件下における自

然災害にも特徴がある。移動するプレートテクト

ニクスの元では日本を含め太平洋を取り囲んだ

環太平洋地域というのは地震多発地帯、いわゆる

火の輪Ring of Fireとされる。断層などによる直下

型地震の他にプレート運動そのものに起因する

海溝型の地震に併せて引き起こされる津波によ

って大きな被害がもたらされる事になる。前者は

阪神・淡路大震災、後者は東日本大震災がその典

型と言う事ができるだろう。 

火山国とも言われる日本には全国に火山が存

在して、温泉を始めとする様々な恩恵ももたらし

ているが、一旦噴火が起これば、大変な被害が惹

き起こされる危険がある。昨年の御嶽山の噴火を

見ても、これら自然災害を予知する事は極めて困

難であると考えられる。 

自然災害に加えて、人災やテロの恐れも視野に

入れる必要がある。既に 20 年前に我が国は、同

じ年に阪神淡路大震災とオウム真理教地下鉄サ

リン事件を経験している。 

 

２. 最近の災害からみる対応の進化 

日本医師会で私が救急・災害部門を担当しても

うすぐ足掛け 10 年になる。日本医師会に常設さ

れている救急災害医療対策委員会は大学関係者

からと都道府県医師会の推薦メンバーである各

地域医療の代表者とが、厚生労働省・総務省消防

庁・海上保安庁・自衛隊中央病院・放射線医学総

合研究所・国立保健医療科学院など担当者のオブ

ザーバー参加を得ている。従って、テーマによっ



て様々な立場からの闊達な議論を行う事が期待

できる。 

本年1月に20年の節目を迎えた1995年1月17

日阪神・淡路大震災における被害状況と医療支援

活動があり、2004年10月23日新潟県中越地震、

2007年7月16日能登半島地震や新潟県中越沖地

震などにおいても、直面する被害に対して医療支

援活動が行われている。これらの地震災害の実態

とそれに対応した医療側の活動について、委員会

において継続的に検証を加えた。その結果、大災

害デイゼロつまり初日からの膨大な医療ニーズ

や関連して必要とされるデマンド総体と、毀損し

た災害現地の活動に阪神・淡路大震災後に作られ

た公的な災害医療派遣チーム（Disaster Medicine 

Assistant Team、DMAT）を加えた医療活動を計量

的に評価すると、圧倒的な医療資源不足という現

実が見えてくる。更に、日本の様な文明国では、

ある程度の規模を超えた自然災害は自ずと複合

災害の様相を呈する。そして、DMATが早期に帰

還した後に、残された現地医療関係者・資源の疲

弊が顕在化してくるのである。 

そこで、2010年3月10日に、当委員会での討

議から日本医師会役員会の検討を経て、日本医師

会災害医療チーム（Japan Medical Association Team、

JMAT）の創設を記者会見で宣言したのである。 

 この公表から丁度1年後に起こった東日本大震

災と東京電力原発事故に際して、この JMAT活動

の開始を宣言した。 

 

３．JMATの概念 

1.JMATの基本概念 

それでは、日本医師会災害医療チーム Japan 

Medical Association Team（JMAT）について、概要

を説明しよう。 

行動の基本は災害救助法の枠組みの中で行われ、

以下の内容となる。 

①被災地都道府県医師会の要請に基づく派遣 

②被災地との往復や被災地での自己完結型の行

動 

③指定地方公共機関としての都道府県医師会の 

枠組みの下で準公務員としての活動 

④災害救助法に基づく実費弁済 

⑤都道府県災害対策本部および現地コーディネ

ートの下で支援活動 

この様な方向付けにおいて、日本医師会が医師

のプロフェッショナルオートノミーProfessional 

Autonomy に基づいて、被災地外の都道府県医師

会ごとにチームを編成し、被災地の医師会からの

要請によってチームを派遣する事を基本原則と

するのである。 

派遣チームの活動は現地のデマンドに従った

コーディネートに従う事になるが、そのコーディ

ネート機能は災害前・復興後の地域医療を担う事

になる郡市区医師会が関与して果たされる事が

望ましい。 

尚、派遣された支援チームの担う事になる主な

役割としては、「避難所・救護所における医療」

と「被災地の病院・診療所への診療支援」が挙げ

られる。具体的には、 

①被災地における医療、被災者・住民の健康管理 

②避難所等の公衆衛生対策：感染症対策、避難者

の健康状態・食生活の把握と改善 

③在宅患者の医療および健康管理 

④派遣先地域の医療ニーズの把握と評価 

⑤医療支援がいきとどいていない地域（医療支援

空白地域）の把握および巡回診療等の実施 

⑥現地の情報の収集・把握、共有 

⑦被災地の医療関係者間の連絡会の設置支援 

⑧患者移送 

⑨再建後の被災地医療機関への引継ぎ 

などが、列挙される。 

2.DMAT や日本赤十字社など様々な医療リソース

との連携 

JMATとDMATとの役割分担としては、DMAT

が災害超急性期の災害医療支援を主な機能とし

て、遠方からも要請によらずいわゆるプッシュ型

（押し出し型）の発出を基本とするのに対して、

JMATは被災地の都道府県対策本部と連携した都

道府県医師会からの要請に基づく事が原則とな

る。ただし、災害の被災状況が甚大でまた情報  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携が困難であり、被災者の命や健康について迅

速な対応を迫られる様な場合等においては、対策

本部や都道府県の要請があるものと判断してプ

ッシュ型の発出をせざる得ない事も想定される。 

 この点は災害対策基本法上の指定地方公共機

関としての都道府県医師会と都道府県との協定

において、要請や通知が事後になる場合も地域の

医療専門職として要請があったと見なして発出

する事があり得ると、いわゆる「みなし規定」を

予め盛り込んでおく事を勧めている。JMATの基

本となる被災地の医療活動について検証を行な

うと、これまでの何れの災害においても被災現場

の医療関係者は出来うる医療支援活動を行って

いる事が判明する。従って、被災現場およびその

周辺からの医療支援活動という部分で見れば、こ

れらは発災初日からのJMAT活動として総括でき

るものである。一方 DMAT も被災地に入ってか

らは現地の必要性に従って、デマンドとしての医

療活動に柔軟に対応する事となっている。つまり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概念としての存立の違いに関わらず、災害地にお

いてはこの両者に日本赤十字社に加えて様々な

機関・団体が加わって、医療支援活動が展開され

る事になる。このために、東日本大震災後の事後

検証に基づいた厚生労働省における検討会にお

いて改定された「DMAT活動要領」において、医

師会や JMATとの連携が書き込まれ、現地（都道

府県・地域）のコーディネート機能の下での役割

分担をする事が求められている（図-1）。 

3.JMAT活動の特質 

JMATは、地域医師会での様々な医療活動を行

っているメンバーの支援チームであるので、その

専門科は救急災害医療のみに限定されず多様な

ものである。そのために災害医療・人道支援活動

の基本概念としてのスフィアスタンダードなど

必要とされる項目を整理して日本医師会ホーム

ページにアップして、更に、各地で行われている

生涯教育プログラムにそれを組み込んでいる。 

JMAT活動において、災害医療に関する研修を 

DMATとJMATの役割分担（概念図）

時間経過

DMAT

JMAT

被災地医療
の回復

医
療
支
援

撤退と引
継ぎ

撤退と引
継ぎ

発災

被災地医療の損壊

被災地医師会の奮闘

日本医師会「ＪＭＡＴに関する災害医療研修会」（平成24年3月10日）資料
（「ＤＭＡＴとＪＭＡＴの連携」（小林國男 日本医師会「救急災害医療対策委員会」委員長

 

 図-1 DMATと JMATの役割分担 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受ける事に加えて大切なのは、公衆衛生的なアプ

ローチを心がける事である。つまり、避難所を含

めた被災者周辺の環境は災害によって激変し、著

しく劣化している。従って、医療専門職として疾

病や健康管理に配慮する事は勿論必要な事であ

るが、現地入りした医療支援チームとしては、飲

用水やトイレ周りに始まって栄養管理や住空間

といった様々な状況を積極的にチェックする事

が求められる。 

災害現場においては、その災害の態様やフェー

ズによって、様々な医療ニーズが認められる。そ

の意味で、被災地外から様々な医療支援が確保さ

れているという事は、極めて重要である。 

 

４．東日本大震災における活動 

2011年3月11日14時46分に発生した東日本

大震災は大規模地震災害に続き青森県から岩手

県・宮城県・福島県・茨城県・千葉県などに大き

な津波被害をもたらした。それに加えて東京電力

第一福島原子力発電所の 1号炉・2号炉・3号炉

で炉心溶融（メルトダウン）が発生して爆発が相

次ぎ、大量の放射性物質の漏洩を伴った。 

約500km圏に40万人の避難民が発生した被害

状況下で、特に被害が大きかった岩手県・宮城県・ 

福島県・茨城県の4県に対して JMATの派遣を決

定し、日本中の都道府県医師会に地理的な派遣の

区割りを提案しながら要請した。3月中に茨城県

医師会から、域内での支援活動で充足してきたと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いう申し出があり、JMATは残る3県に集中して

送る事になった。災害支援活動としては同年7月

15 日をもって、一旦節目を置いてここまでを

JMATⅠと名付けた。ここまでの総括で、デイゼ

ロの初日から活動した JMATは延べ1,398チーム

を数え、3月25日から5月22日までは同時に60

チーム以上、ピークは 4月 10日の同時 100チー

ムであった。 

更に、被災地から届く様々な医療支援活動の要

請に対しては、日本医師会が会長職と事務局長職

を所掌する形で日本の医療関係職種を網羅した

被災者健康支援連絡協議会を立ち上げながら、

JMATⅡと名付けた様々な支援活動を継続した。 

2014年末までに、派遣チームは2,500を超え参

加者数は1万人を超えて展開されている。 

他方、日本 DMAT は 3 月 11－20 日までの 11

日間に385チーム、1871名の医療従事者被災地に

派遣し、主任務である自然災害に直接起因した負

傷者に対する広域医療搬送は 19名（3月 12－15

日）、そして原発災害に起因した病院避難のため

の搬送は約700名（３月１９日～２１日 福島県

南相馬市６病院）であった。JMATと日本DMAT

の時系列での被災地における派遣数を提示する

（図-2）。 

  

５．東日本大震災以降の活動 

現地の地域が復興し地域医療活動が再生して

きたところから順次撤収を図ってきているが、余

図-2  2011年東日本大震災におけるDMATとJMATの活動チーム 数の時系列変化 
 

 



りに多くの損害のために、支援の継続を求められ

ている部分も残っている。結果として、これまで

に延べ 2,500チーム以上、11,000人を超える医療

支援チームが被災地に派遣され続けている。また、

このオールジャパンでの対応を支える組織とし

て、上記の被災者健康支援連絡協議会のフレーム

ワークは、関係省庁からのオブザーバー参加も得

て継続されているので、次の災害に対応する際に

は一層有効に機能できると考えられる。 

2013年秋には、ボストンマラソンテロにおける、

医療チームの目覚ましい対応についてハーバー

ド関係者のプレゼンテーションをお願いし、日本

における最近の集団状況での災害対応関係者が

一堂に会して、シンポジウムを開催した。 

その経験も踏まえて、各地で任命されている災

害医療コーディネーター間の言語の共通化と厳

しいタスクを相互に補完できる態勢づくりのた

めに、災害医療コーディネート研修が企画された。

これは厚生労働省で立案し予算化されて、国立災

害医療センターに委託され、日本医師会と日本赤

十字社が共催する形で、日本医師会館において開

催される。3回の研修会で日本中の都道府県に、

DMAT・JMAT つまり医師会関係者そして保健所

長を含めた行政官が一緒に、3日間の研修コース

を行うものである。2015年3月に第3回が開催さ

れると、当初の目的が達成される事になり、我が

国の災害対応の新しいページを開く事になる。 

 

６．終わりに 

高齢社会の一層の進展が予想される日本では、

災害弱者が一層増大すると考えられる。高齢者が

災害前からの医療の継続が困難になったり、新た

な負傷や疾病を持つことによって災害弱者とな

ってしまうからである。そして、在宅重視という

国の方針は、そのような弱者を地域全般に潜在さ

せるという状況を進展させると考えられる。従っ

て、平時における地域包括ケアの推進は、災害時

の要援護者や避難困難者の把握と、避難時におけ

るシステマティックな対応そして避難所での継

続的ケアを進める上で根本的に必要な事になる

だろう。 

これまでの実績を基に、去る8月1日を以って、

公益社団法人日本医師会は内閣府から指定公共

機関としての位置付けをされた。これを契機にこ

れまでの経験から一層学び、教訓を生かして、凡

ゆる災害事象における医療対応（オールハザード

アプローチ）を全国に普及して平準化を図り、更

には、来る東京オリンピック・パラリンピックに

おける集団災害事象についても災害対応力

Disaster Preparednessの向上を図っていきたいと考

えている。また、人災やテロに目配りもして、国

家的な枠組みづくりに頼るだけでなく、被災され

る人々に対して差し伸べられるツールと心得を、

地域において深めておく必要がある。 

何故ならば、それが我々の持つ地域社会、そし

てひいては日本のレジリエンスや強靭化に繋が

り、地域における地域医療の存立に対する信頼と

評価につながるものだからである。このような企

画とその実践を行なう行為それ自身が、世界に伍

して私達の存在意義を高め、海外に対して情報発

信して行く際にも有効なコンテンツとなるもの

と考えられる。 

 

 



都道府県災害医療コーディネー

ト研修 
 

札幌医科大学医学部救急医学講座  

水野 浩利 

 

１．災害医療コーディネートの必要性 

東日本大震災では、発災後の比較的早期から日

本医師会や日本赤十字社、大学病院などの医療チ

ームが、被災地における救護所や避難所における

診療等の医療活動に活躍した。一方で、超急性期

から救命活動を行ったＤＭＡＴからの引き継ぎ

が十分でなかった例や、医療チームの派遣調整を

行う組織の立ち上げに時間を要した例が認めら

れた。 

被災都道府県では、医療チームの派遣調整のた

めに、派遣元の関係団体と派遣先の市町村等の間

でのコーディネート機能が必要であり、都道府県

災害対策本部の下に災害医療本部といった組織

を迅速に設置できるよう事前に計画を策定して

おくことや、その立ち上げ訓練などを行うことが

求められている。 

同様に、被災地域においても、医療チームの配

置調整や、感染症の発生動向、医療機関の復旧状

況の情報共有のためにコーディネート機能が必

要であり、保健所管轄区域や市町村等において、

地域災害医療対策会議といった組織が設置でき

るよう計画を策定しておくことや、この体制整備

が求められている 1)。 

 

２．都道府県災害医療コーディネート研修 

 災害医療コーディネートの体制づくりは、阪

神・淡路大震災や中越地震といった大規模災害を

経験した県などにおいて、災害医療コーディネー

ターといった調整を行う人員の指名等が行われ

てきた。東日本大震災後にはその重要性が再認識

され、各都道府県でコーディネート体制の確立が

すすめられている。平成 24年度の調査 2）におい

て、災害医療コーディネーターを既に設置してい

る都道府県は 17（36.2％）にとどまっていたが、

その後さらに設置がすすんでいる。 

一方で、コーディネーターの行う業務やコーデ

ィネートの体制は、いまだ標準化されていなかっ

た。コーディネーターが設置済の都道府県におい

ても、必ずしも研修が実施されていなかったこと

から、一定の標準化を目的に、平成 26 年度より

「都道府県災害医療コーディネート研修」が厚生

労働省の補助事業として開催されている。日本

DMAT を牽引してきた国立病院機構災害医療セ

ンターのほか、日本医師会や日本赤十字社からも

知見を持ち寄り、協力体制を構築して研修が企画

されている。 

研修においては、コーディネートに必要な知識

の付与はもとより、南海トラフ地震や首都直下地

震といった、現実に想定される災害の実際の被害

想定を用いて県庁における対応の演習がもたれ

るほか、各都道府県で策定されるべき医療チーム

の派遣・受入計画を作成するための実習が行われ

るなど、実践的な内容が含まれている。 

受講は都道府県単位のチーム受講であり、コー

ディネーター候補となる医療従事者に加えて、そ

の連絡窓口となる都道府県職員を必ず受講者に

加えることになっている。このことで、研修受講

を通じて、医療従事者と行政が同じ方向を向いて

体制を構築していくことが期待される。 

 

３．災害医療コーディネートの体制構築に係

る課題 

災害医療コーディネートチームやコーディネ

ーターに対する都道府県からの権限付与の度合

い（身分）、保障の体制を確立しておく必要があ

る。仮に災害医療コーディネーターに指名されて

いたとしても、医療従事者が被災地域内の病院を

離れて活動することは容易ではないだろう。 

また、前述の研修で扱われるのは都道府県庁で

行われるコーディネートであって、地域レベルの

コーディネートは含まれていない。地域レベルの

コーディネート体制についても、今後の標準化が

求められる。 



被災者一人一人に十分な医療が提供されるよ

う、災害医療コーディネートの望ましい体制につ

いて、今後とも考えていきたい。 

 

参考 

１）災害時における医療体制の充実強化について、

平成 24年 3月 21日医政発 0321第 2号厚生労働

省医政局長通知. 

２）江川新一他、2013年4月1日、災害医療コー

ディネーター設置に関わる都道府県アンケート

調査結果報告. 



緊急時総合調整システム（イン

シデント・コマンド・システム）

について 
 

下関市保健部長、下関市立下関保健所長  

長谷川 学 

 

１．東日本大震災における課題～状況把握と

指揮調整～ 

 平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震

災は、災害発生時の早期資源投入の重要性が教訓

となり、自衛隊、消防、警察等における救援チー

ムの体制整備が図られ、医療分野においても災害

派遣医療チームの整備が行われた。 

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災に

おいて、災害対応の資源投入が全国規模で迅速に

行われた。医療の分野においても、早期に全国か

ら医療チームが参集し、被災地で活動を行った。 

一方で、通信インフラが途絶する環境の中で、

情報把握、指揮調整が課題として残った。災害医

療活動においても、厚生労働省、県災害対策本部

において被災状況の把握や医療チーム・医療機関

の運営調整がスムーズにいかない局面があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．災害時における人的資源のコントロール

と救急医療現場の共通項 

 災害時の危機管理対応は、事態に合わせて人的

資源を如何に有効に活用できるかに尽きる。想定

を超えた事態が発生した際であっても、人的資源

のコントロールを諦めることは許されない。 

 私は臨床経験を経た後、行政の世界に身を投じ

ている。消防庁、厚生労働省において、期せずし

て、新型インフルエンザ、東日本大震災、伊豆大

島土石流等の対応を行ってきた。危機管理事案が

発生し、唐突に参集され、不十分な情報を元に状

況を把握し、対応策を考え、人的資源をコントロ

ールすることを求められてきた。決断を行う際、

それが正しいのか、自問自答を繰り返しながら、

時間だけが刻々と経過する。 

その光景は私にとっては病院における救急医

療現場での業務と重なる。 

救急では、自分の想定を超えた状況の患者が運

ばれてくることがある。時間と医療資源が制限さ

れた中で対応をすることが求められる。時には集

まってきたそれぞれの医師が、調整することなく、

それぞれの専門分野の診療に集中し、治療がばら

ばらとなり、社会復帰が適わない事例が発生する

ことがありうる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 救急現場は混乱していませんか？調整できていますか？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急現場においても、状態を把握し、治療の優

先順位を決め、調整を行い、限られた医療資源を

最大限活用することが重要となる。 

 

３．緊急時総合調整システム（インシデン

ト・コマンド・システム） 

指揮調整ツールとして緊急時総合調整システ

ム（インシデント・コマンド・システム：以下 ICS）

がある。ICSは多様性に富んだ米国において開発

されたツールであり、いかなる局面であっても、

誰でも活用できるシステムであり、危機管理対応

における普遍性へのチャレンジでもある。 

ICSは、災害の種類、規模が不明であっても、

柔軟に、順次拡張が可能であるように標準化が図

られており、救急外来、火災、局地災害、大規模

災害、テロに至るまで、あらゆる事態に対応が可

能となっている。また、多種多様な機関の関係者

間であっても、指揮調整に関わる組織、言語を共

通化することにより、連携が可能となる。 

 

４．組織体系を標準化 

多くの危機管理組織を観察した結果、その多く

が指揮部門、実行部門、計画部門、ロジスティッ 

ク部門、財政管理部門に分かれており、組織の標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準化が可能であることが判明している。 

また、部下の人数は 3～7 人（標準は 5 人）と

定められている。人間は、直感的に同時に7つを

超える物事を把握することは困難とされている。 

能力の高い人間であれば、7 つを超えても把握

が可能であるが、能力が高くとも、環境、体調、

状況によって能力が低下することもありうる。 

ICSは平均的な能力の人間であっても対応が可

能となるように標準化されている。 

 

５．権限の明確化と指揮ルートの明確化 

ICSにおいては、どこまでが自分の指揮調整の

範囲であるのか、権限を明確化することを求めて

いる。対応可能な範囲を超えた場合は組織を分け、

権限移譲を行う。一方で、行政上、組織上の最終

責任は行政の長、組織のトップが担う。 

指示、命令を複数の人間から受けると指示、命

令内容に矛盾が発生し、混乱する。ICSにおいて 

は、上司は必ず一人である。たとえ上司の上司か

ら指示があったとしても、必ず直属の上司を通 

すことになる。一方で、非公式コミュニケーショ

ンについては柔軟性が重要であり、組織を超えて、

上下の関係を超えて行うことが推奨されている。 

 

インシデントコマンドシステムの基本原理 

 

・現場に指揮命令に関する権限を委譲する 

（ delegation of authority ） 

・組織に関わらず危機管理・緊急時対応にお 

いて組織、指揮系統等、基本的な部分を標準 

化する 

  ・現場活動に対して中央政府、医師会、本社は 

後方支援に徹する（ Coordination ） 

   ・現場、後方は情報を共有する 

表-1 インシデント・コマンド・システムの基本原理 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：組織の標準化 

図：指揮系統の見直し 

 

 



６．最後に 

指揮調整の標準化によって、通常の能力を持つ

者であれば、危機管理対応が可能となる。一方で、

ICSは米国の社会・歴史を背景に発展してきたも

のである。今後、日本の社会・精神的土台を元と

した日本流の指揮調整を確立することが求めら

れている。 

 

略歴 

平成 12 年九州大学医学部卒業後、九州大学第

一外科入局、福岡赤十字病院、九州大学病院、浜

の町病院勤務。 

平成 16 年厚生労働省入省。大臣官房統計情報

部、老健局老人保健課、環境省環境保健部、厚生

労働省保険局医療課を経て、平成 22 年から総務

省消防庁。東日本大震災の対応に当たる。平成24

年、厚生労働省医政局指導課課長補佐・災害医療

対策室長。平成26年7月から現職。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



サイコロジカル・ファーストエ

イド 
 

防衛医科大学校成人看護学講座 

原田 奈穂子 

 

１．はじめに 

サイコロジカル・ファーストエイド

（Psychological First Aid 以下PFA）は、自然災害

やテロ、戦争・紛争などの緊急事態に遭遇した被

災者を援助するための人道的、支援的なアプロー

チである。「更なる害を与えない」、「自然治癒を

手助けする」という原則に基づき、実際に役立つ

方法で行う心理的支援の方法であり、児童から成

人までを対象とし、メンタルヘルスの専門家以外

でも用いることができることが特徴である。本稿

では、日本に於ける「こころのケア」におけるPFA

の位置づけと、その具体的な内容を紹介する。 

1995 年の阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件

から、緊急事態を経験した者への「こころのケア」

が注目されるようになった．国立精神・神経医療

研究センターでは 2003 年に「災害時地域精神保

健医療活動ガイドライン」1）を作成し、厚労省か

ら全国自治体に配布し、これが災害時の対応の基

本となっているが、その中にPFAの概念がすでに

紹介されている。また 2011 年の東日本大震災に

おいては、「災害精神保健医療マニュアル解説ス

ライド」2)などの多くの資料を情報支援ウェブサ

イトに掲載したが、その中で兵庫心のケアセンタ

ー「サイコロジカル・ファーストエイド実施の手

引き第 2 版 日本語版 (アメリカ国立子どもト

ラウマティックストレスネットワーク・アメリカ

国立PTSDセンター制作)」3)へのリンクも提供さ

れた。同センターは同年秋にWHOと契約書を交

わした上で「WHO版PFA心理的応急処置（PFA）

現場の支援者ガイド」4)を翻訳、ウェブサイトに

掲載し、その後は毎年のPFA指導者研修会を開催

し、各地での多くのPFAのＰＦＡ研修会を支援し、

公認の修了証を発行している。国際的には、現在

PFA 研修プログラムには世界中でおよそ 30 種類

あり、前述の2種類が邦訳されている。なお、PFA

という概念は一般的なものであり、様々な団体が

この名称のもとに聴講者の対象に合わせてプロ

グラムを作成している。ＷＨＯ版ＰＦＡの著作権

はＷＨＯによって管理されているが、改編しない、

非営利目的での配布、使用は自由である。 

 

２．WHO版サイコロジカル・ファーストエイ

ドの内容 

PFAは治療を目的とした介入ではないため、精

神・心理の専門家のみが行うものではない。支援

に関わる人間が、研修を受けた上で、与えられた

職務での活動において、被災者を「傷つけない原

則」に則りながらよりよい支援を行うために実践

することが推奨される支援方法である。支援者は

被災者が自発的に語ることを聞く事はあっても、

その人の感情や反応を積極的に聞き出すような

ことは求められていない。又、被災経験を聞き出

し、何が起きたのか分析をさせたりするようなこ

とも求められていない。左記のような関わり方は、

有効性が否定された「心理的デブリーフィング」
5)で使用された介入方法であり、PFA では推奨さ

れてはいない。 

WHO版PFAでは介入ピラミッド 6)と活動原則

に基づいて実施する。介入ピラミッドとは、被災

者のレジリエンスを引き出すような支援を行う

に際して、考慮すべき4領域を示している。まず

は、基本的なサービスの充足および安全保障であ

る。具体的には、安全な空間・食料と安全な飲料

水・衣類・基本的な保健ケア・感染症への対応と

いった、生命を維持するのに不可欠な事柄の提供

である。次に、コミュニティと家庭の支援であり、

被災者が災害によって分断された家族や重要な

他者、そして被災前に所属していたコミュニティ

と繋りを取り戻し、維持することが含まれる。社

会的ネットワークの活性化もこの領域の支援に

入る。さらに、特化した非専門的サービスであり、

PFA の研修を受けた者が提供する活動原則に基

づいた支援は、ここに位置づけられる。必要に応



じて、専門的サービスであり、精神医学・心理学

の専門家による治療の提供を行う。 

WHO版PFAでの活動原則は、準備・見る・き

く(聞く・聴く)・つなぐの 4 項目である。「準備」

では、活動前の事前調査に始まり、現地の安全・

治安状況や利用可能なリソースの調査等が含ま

れる。「見る」の項目では、安全の確保、基本的

ニーズへの支援が早急に必要な被災者や、深刻な

ストレス反応を示している被災者の把握が含ま

れる。「聞く」の項目では、必要なものが何か、

気がかりなことがどのようなことかを尋ね、会話

をしなくとも寄り添うといった支援が含まれる。

「つなぐ」の項目では、被災者が求めているリソ

ースや情報に確実につなぐこと、被災者本人が自

分で問題に対処できるように手助けすることが

支援内容になる。更に、PFAは支援者自身が自分

を守るためのセルフケアについても言及してい

る。被災者と同等、またはそれ以上に、惨事スト

レスに曝される可能性の高い災害支援者自身の

メンタルヘルスにとって非常に重要であり、支援

団体の管理者もPFAを学ぶ必要がある。 

 

３．おわりに 

WHO版以外のPFAでは、そのスキルの中に極

度の急性ストレス反応を軽減することを目的と

した介入も組み入れられているが、このような

PFAのバージョンはWHO版より拘束時間の長い

トレーニングを受ける必要があるとされている 7）。 

本校の読者の多くは医療者であるならば、PFA

は災害時に於ける精神保健・心理社会的支援の 1

つの方法として知っておくと有力なツールであ

ると言えるのではないだろうか。 
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図-1 介入ピラミッド（参考文献6、 P7より一部改編の上転記） 
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クラウド型災害医療情報システ

ムおよび災害時における通信衛

星の可能性 
 

九州大学大学院医学研究院  

永田 高志 

 

１．はじめに 

2011年の東日本大震災では、地震・津波・原子

力災害による甚大な被害が高齢化の進む東北沿

岸部の地域社会を襲った。まだ、広範な地域にわ

たる被害により、情報伝達のための通信障害が発

生し、電話のみならずインターネットも震災後し

ばらく十分に機能することが出来なかった。通信

環境の不通は被災地のみならず、非被災地でも顕

在化し、情報の混乱が避けられなかった。また、

津波による壊滅的な被害を受けた医療機関は、医

療従事者そして患者家族のみならず、診療録を含

むあらゆるデータが破壊・紛失してしまった。代

表的な事例としては岩手県陸前高田市の高田病

院院は病院4階部分まで浸水し、病院のサーバー

は完全に水につかりデータは失われてしまった。 

大規模災害では診療録を含む患者データが失

われ、通信障害が発生することが明らかとなった。 

今回我々はその解決として、クラウド型災害医

療情報システムそして JAXA 宇宙航空研究開発

機構の高速インターネット衛星通信の可能性を

紹介したい。 

 

２．クラウド型災害医療情報システム 

システムの説明に先立ち、クラウドとは何か確

認したい。クラウドは日本語訳すると「雲」であ

り、IT分野ではインターネットを通じて中央管理

化されたシステムを通じてソフトを利用したり、

データを管理する情報インフラ環境を意味する。 

具体的な例として、Google社の gmail、あるい

はDropboxといったインターネットを通じたサー

ビスが挙げられる。近年我々はコンピューターを

通じて平時扱うデータの量が膨大になり、それを

管理保存するためには大型のサーバー（=クラウ

ド）が必要になってきた背景がある。手元のパソ

コンでは無い、遠隔のサーバーにデータを管理す

ると一般に情報保全・セキュリティーが懸念され

るが、クラウドを用いることとデータ保全は表裏

一体である。具体的にはSSL(Secure Socket Layer)

というインターネットでデータを暗号化して送

受信するプロトコル(通信手順)の一つを用いるこ

とでデータ保全は担保される。クラウドを診療録

管理や病院運営で使うことで、より効率的な運営

を行うことが可能となる。例えば、情報保全を確

立しながら自宅から担当する患者のカルテが記

載されたり、画像データを見ることも可能である。 

しかし実際は日本における電子カルテや診療

録は、様々な事情によりクラウド化が殆ど導入さ

れていない。 

その中で、2011年 3月 11日東日本大震災によ

り地震・津波そして原子力災害に被災した福島県

新地町に対して日本医師会災害医療チーム JMAT

はクラウド型医療情報システムを用いた災害医

療支援活動を成功裏に行い、クラウド型の情報管

理システムの有用性が改めて認識された。２０１

１年４月１３日より５月３０日まで福岡県医師

会は福島県新地町へ JMATを派遣した。新地町で

は受入れ医師会の体制が十分でなく、複数の医療

機関からの協力による遠隔地からの管理運営を

行いながら、避難所の被災者への薬剤処方が求め

られているため、SAAS/Cloud 型電子カルテを世

界で始めて被災地に導入し無事運用を終了出来

た。被災地に展開する医療班と、派遣元の福岡県

医師会あるいは東京の日本病院協会は数のよう

な形で電子カルテを通じて医療情報を共有する

ことが出来た。 

この経験を因に、文部科学省研究費（基盤C「ク

ラウド型災害医療情報システムの開発と実証実

験」平成 26－28 年）を用いて、将来起こりうる

大規模災害でJMATが避難所の巡回診療において

Wifi によるインターネットを利用した災害用の

簡易電子カルテシステムを開発し日本医師会に

おける災害訓練等で使用し、その有効性を示すこ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とが出来た。平成 24，25，26 年度において、後

述する JAXA 宇宙航空研究開発機構との協定に

基づく、南海トラフ大震災（首都直下型地震）を

想定した衛星利用実証実験において、クラウド型

災害医療情報システムを用いることが出来た。本

システムは、１．被災地における避難所・救護所

における診療を遠隔で閲覧することが可能、２．

各種災害関連の情報を共有することが可能、３．

Goolge Mapを用いて、災害情報や医療チームの情

報を供覧すること、４．その他各種情報を共有す

ることを目指して用いられた。本システムの特徴

は、インターネットに接続できるあらゆるコンピ

ューター端末で利用が可能であること、情報保全

が担保された状況で災害時の診療情報を共有す

ることが可能であること（端的に言えば災害時の

患者情報を遠隔で管理閲覧できること）、各種災

害関連情報を地図上で供覧できること、そしてク

ラウドを用いているため廉価で行うことが出来

ること、が挙げられた。 

また、平成 25 年度福岡県原子力災害訓練にお

けるスクリーニング訓練では、福岡県の2箇所の

スクリーニング会場にて、別個に入力した紙ベー

スのスクリーニングデータを iPADのカメラで記

録してクラウド上で情報共有する実験を行い、円

滑に実施できることが確認できた。 

この様に、クラウド型災害医療情報システムは

汎用性の高い情報共有システムであることが、福

島県の被災地の医療支援活動そしてその後の実

証実験において確認することが出来た。クラウド

は単に災害時の医療情報管理のみならず、平時の

診療で用いることで、医療をより効率的に運用す

ることが期待された。 

 

３．超高速インターネット衛星『きずな』を

用いた医療情報システムの運用 

「きずな」は、地域による情報格差をなくし、

誰もが平等に高速通信サービスを受けられる社

会を実現するために JAXA 宇宙航空研究開発機

構が 2008 年に打ち上げられた人工衛星であり、

最大1.2Gbpsの超高速でデータ通信を行うことが

できる。 

一般に、災害医療支援活動では被災地での傷病の

発生動向や避難所等の状況把握など関係者間で

の情報共有が必要であるが、大規模災害発生時に

は通常の通信環境が機能停止に陥ることもあり

える。そのため日本医師会と JAXAは災害時の協

定を締結し、平成 24，25，26 年度に首都直下型

地震または南海トラフ地震を想定して、被災地の

カルテや避難所の情報等をクラウド型災害医療

情報システムにより共有する災害訓練を実施し

た。日本医師会本部そして訓練で被災地域と想定

した都道府県医師会に受信アンテナ（いわゆる地

球局）を設置し、通常のインターネット回線では

なく、「きずな」のインターネット衛星通信を介

していずれも訓練に於いても情報共有を行った。

地球局はアンテナや附属し機材のため、一般に車

1台分のスペースが必要であり設置にも専門職員

により数時間を要する。しかし一旦設置が完了す

れば、インターネットの動作環境は円滑であり、

訓練におけるクラウド型災害医療情報システム

の運用に支障になることは無かった。 

超高速インターネット衛星の有効性は認めつつ

も、課題として以下の点が挙げられる。今回使用

した衛星通信を行うための必要機材や設備は個

人携帯するためには大きすぎ、通信の設営にも専

 



門家の支援が必要である。被災地における災害支

援活動のためには、携帯電話サイズの小型の地球

局が容易に使えるようにすることが望ましい。地

上のインフラに依存することの無い超高速イン

ターネット衛星は、災害時において確実に通信を

確保することが可能となる意味では、首都直下型

地震または南海トラフ地震において、その重要は

言うまでも無い。さらなる研究開発と実証実験の

積み重ねが必要である。 
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訓練風景2 九州大学先端医療イノベーションセンター屋上における地球局設置 
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原子力災害を見据えた安定ヨウ

素剤対応と医師の関与 

―鹿児島県における事前配布事例を

踏まえて― 

 

日本医師会総合政策研究機構 

王子野 麻代 

 

１．はじめに  

－半径10km圏内の住民に対する安定ヨウ素剤

の事前配布－ 

福島第一原発事故から約 4 年が経った。国は、

事故を契機に原子力防災指針を全面的に見直し、

原子力施設から半径30kmを防災対策の重点区域

とした。中でも半径10km圏内の住民には、放射

線防護策の一環として安定ヨウ素剤を事前配布

する方針が打ち出された。 

 九州には、佐賀県に玄海原発、鹿児島県に川内

原発がある。福岡県は、その一部（糸島市）が玄

海原発から半径30km圏内に含まれる。 

本稿では、全国に先駆けて実施された鹿児島県

の事前配布実例を踏まえ、原子力災害を見据えた

安定ヨウ素剤対応と医師の関与について考えた。 

 

２．鹿児島県における事前配布の実例 1) 2)  

－要・医師判断132人－ 

鹿児島県は、全国に先駆けて、国の指針に基づ

く安定ヨウ素剤の事前配布を実施した。 

対象は、川内原発から半径10km圏内の4地区

（滄浪地区・寄田地区・峰山地区・水引地区）に

住む 4,715 人（3 歳以上）である。ただし、副作

用を考慮した除外項目に該当する場合は除かれ

た。具体的には、安定ヨウ素剤の成分やヨウ素に

対して過敏症の既往歴のある方には一律不配布

とする。ヨード造影剤過敏症の既往歴のある方、

甲状腺の病気の方、腎臓の病気にかかっている方

や腎機能に障害のある方、先天性筋強直症の方、

高カリウム血症の方、低補体血症性じんま疹様血

管炎の方または既往歴のある方、肺結核（カリエ

ス、肋膜炎）の方、ジューリング疱疹状皮膚炎の

方または既往歴のある方については、医師が本人

の意思を踏まえつつ医学的見地から配布の可否

を判断する。医療機関でかかりつけ医への受診が

必要な場合には受診勧奨を促すこととされた。 

これら除外項目に該当するか否かの選定を個

別に行うため、鹿児島県は地区住民に対して説明

会を開催した。選定にあたっては、医師・薬剤師・

保健師が携わり、①除外項目に該当する場合や②

該当せずとも本人が希望する場合には医師が対

応した。 

下表は、平成 26年 6月から 7月にかけて行わ

れた選定結果である。期間中 2,756人分の問診票

が確認され、そのうち除外項目に該当する等「医

師の判断が必要」とされた方は132人（4.7％）で

あった。そのうち 76人は「配布」、9人（ヨード

造影剤過敏症：6 人、甲状腺全摘出後：2 人、そ

の両方：1 人）は「不配布」、47 人（甲状腺疾患

や透析中、ヨード造影剤過敏症）は「かかりつけ

医への受診」が必要と判断された。他方、2,585

人（93.7％）の方は除外項目に「該当せず」、医師

の判断なく配布対象とされた。総じてみれば、

2,661人が配布対象に選定され、3歳以上 13歳未

満には1人1丸、13歳以上に1人2丸の安定ヨウ

素剤が配布された。なお、39人（1.41％）は受取

りを辞退した。 

 

３．災害時における医師対応ニーズの増幅  

―地域「内外」の医師の関与の重要性― 

鹿児島県の例では、安定ヨウ素剤の配布可否の

選定にあたって「医師の判断が必要」とされた方

は、132人（4.7％）であった。ここには、副作用

を考慮した①除外項目に該当する方と、②除外項

目には該当しないが医師の判断を希望した方が

含まれている。川薩保健所長と川内市医師会の医

師 11 人が対応にあたり、後者②のケースが多い

印象を抱いていた 1)。 

災害時には、事前配布地域において前述②の層

の需要が増幅するのみならず（下図）、行政区を 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超えた周辺地域の住民にも放射線被ばくによる

不安から医師の説明を求める声が拡大すること

が考えられる。このことは福島第一原発事故の経

験からも明らかである 3)。 

そこで、事前配布地域の「内外」を問わず多くの

医師の協力が必要であり、今後はその対策が求めら

れるといえる。 

半径10km圏「内外」を管轄する川内市医師会 

が会員に実施したアンケート調査 2
 によると、原

子力災害発生時には、回答者全員が「協力する」

姿勢を示している 2)。ただ、医師らは住民に説明

するにあたって必要となる「放射線被ばくに関す

る知識の不足（67.1％）」や「説明資料がない

（80.0％）」等の問題を抱えていた 2)。災害時にお

いて情報の錯綜や専門家の見解の相違は、住民の

不安を増幅させて不信感を招く 3)。 

日本医師会は、地域の医師の活力をバックアッ

プするため、被ばく医療の専門家及び国の関係機

関の見解も踏まえて「安定ヨウ素剤服用ガイドブ

ック 4)」を作成し、放射線被ばくに関する健康影

響を踏まえた安定ヨウ素剤の効能効果や副作用、

服用方法等に関する一定のガイドラインを示し

ている。今回、鹿児島県の事前配布に携わった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師は、判断の拠り所としてこのガイドブックの

有用性を主張している 1)。 

今後、このガイドブックが広く活用されること

で、地域「内外」の医師や行政間との判断差を小

さくし、災害時における住民の期待に応えること

によって、起こりうる混乱や不安を小さくするこ

とにもつながるだろう。 
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不配布 9 － 

 ヨード造影剤過敏症 (6) － 
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表「鹿児島県における事前配布の実績（平成26年6月・7月実施）」 

（参考文献1・2をもとに筆者作成） 

(*)除外項目に該当しない方のうち本人が医師への相談を希望した場合を含む。 

http://www.med.or.jp/doctor/report/saigai/yguideboo

k20140520.pdf 
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図「平常時から災害時へ 安定ヨウ素剤に係る医師対応ニーズの変化 

 －鹿児島県の事前配布事例を参考値とした概念図－」（筆者作成） 

１ 川内市医師会は、薩摩川内市のうち合併前の旧川内市を管轄している。 

２ 川内市医師会は、平成26年8月下旬に会員138人を対象に被ばく医療に関するアンケート調査を実施した。

回収率は会員138人のうち70人（50.7％）であった。 

 

 



オールハザード・アプローチ 

 

九州大学大学院医学研究院 

永田 高志 

 

我が国の災害医療は一般に、多数傷病者つまり

交通事故や地震などで大量の負傷者が発生した

場合の医療対応、または避難所における医療公衆

衛生を意味することが多い。 

他方、米国では災害・危機を「生命・財産が脅

かされる状況」と定義されており、より広い意味

で用いられる。そのため、災害医療が対象とする

事象も多岐にわたる。この様に、様々な災害事象

を想定し、そのための準備を行うことが求められ

る。あらゆる災害・危機に対する準備をオールハ

ザード・アプローチ（All Hazard Approach）、あら

ゆる危機への対応、と呼ばれている。我々は様々

な災害を個別にその対応方法を準備しようとす

るが、現実的には非常に困難である。そのため全

ての災害において同じプロセスで対応するとい

う手法をとっている。これがオールハザード・ア

プローチである。 

日本をはじめとする先進国では高度かつ複雑

な社会構造であるため、ひとたび災害が発生する

と複合災害に陥る。４年前の東日本大震災では、

地震・津波という自然災害に加えて福島第１原子

力発電所事故による原子力災害も発生したこと

は記憶に新しい。したがって、複合災害に再び見

舞われる可能性の高いわが国における災害医療

を考える上で、オールハザード・アプローチを理

解することが望ましい。 

 

本稿では、具体的な想定を付与し、オールハザ

ード・アプローチを用いてその解決を考えていき

たい。 

 

想定１ 水蒸気爆発が続く福島第 1 原子力発電所

に緊急派遣される消防隊の帯同 

想定２ エボラ感染症のアウトブレイクが続くリ

ベリアの野外病院への派遣 

想定３ シリア国内難民キャンプへの医療人道支

援活動 

想定４ 人質を取って立てこもる武装集団に対し

て強行突入を行う警察特殊部隊の後方支援 

想定５ 製薬メーカーの BSL3 レベル研究室から

病原体を保有する実験動物が近隣の住宅街に逃

げたときの健康危機管理対応 

想定６ 世界中の子どもとその家族 6 万人が夏に

集まるフェスティバルの医療救護計画を自治

体・主催者と協力して立案 

これらの問題は一見すると、全く異なる性格の

事象である。しかし、いずれの事象も単独の組織、

例えば病院だけ、あるいは警察だけで解決できる

ことは望めない。多くの災害・危機は複数の関係

機関が協力して組織対応することが求められる。 

この組織対応をするためのツールが緊急時総

合調整システム ICS (Incident Command System)で

ある。緊急時総合調整システム ICSとは、緊急事

態時に複数の機関が１つの組織として動けるよ

う調整する危機管理のツールである。米国では

1970 年代に取り組みが始まり、2001 年の同時多

発テロ後、国家レベルでの運用が始まった。首長

らから権限委譲を受けた現場指揮者が事態への

対処方針を決め、責任を負う。指揮者は災害規模

に応じてさまざまな部門を立ち上げ、自らの権限

を委譲して仕事を任せる。指揮命令系統は厳格で、

必ず同じ上司から指示を受け、報告を上げなけれ

ばならない。また災害時における組織は標準化さ

れている。更に複数の指揮者が必要な場合は統合

指揮つくり災害対応の決定や情報共有を行う。 

 

それでは緊急時総合調整システムICSを用いて

前述の問題の解決を考えていきたい。 

 

手順としては 

１．危機の認識 

２．関係機関が協力して対応することの確認、そ

して統合指揮、指揮系統の確率 

３．状況分析（危機の認識、自分の資源の確認、



目標、戦略、戦術の立案） 

４．災害対応の実施と振り返り 

各想定、いずれも医療機関単独でのでのは不可能

であり、警察・消防・自衛隊（軍隊）・行政機関・

NGO 等と協力して問題解決しなければならない。

そして各事象に特有の状況を科学的に分析して

計画を立案し災害対応を行う。 

 

それでは、各想定の解決を考えていきたい。 

 

想定１では、まず組織対応として活動を行う消

防そして医療関係者との連携及び指揮系統の確

立が重要である。本件では消防が主導をとるべき

事案であり、医療はその消防の活動の安全を医学

的に担保することが求められる。具体的には、災

害現場の安全確認としての原子力発電所の状況

把握が不可欠であり、その状況で放射線被爆のリ

スクを伴う消火活動を行う消防隊に対して医療

従事者（医師）が緊急被ばく医療に基づいて適切

に放射線防護を行い、緊急時における防災業務関

係者のための被ばく線量の上限100mSvを厳守し

て隊員を守るかが鍵になる。 

 

想定２は、医療機関と公衆衛生部局、救急隊そ

して地域社会との関係が重要である。エボラ感染

症という高い致死率をもつ特殊な感染症である

ことを考慮し、公衆衛生部局が主導をとらなけれ

ばならない。そして医療機関や救急隊は解決を行

う社会の防衛線として位置づけられる。エボラ感

染症は血液を介して感染するため、各人が適切に

感染防御することが解決の第一歩である。そのた

めにはタイベックスーツやゴーグル、手袋などの

医療資機材を適切に装着して、まず医療従事者自

らが安全を確保しなければならない。その上で、

感染症の診断と治療を行わなければならない。エ

ボラ感染症の流行地である西アフリカ諸国は社

会そして経済状況が不安定であり、十分な医療公

衆衛生体制が築かれていない点も大きな課題で

ある。他方、富士フイルム・富山化学が開発した

アビガンという抗ウイルス薬のエボラ感染症に

帯する有効性が注目されている。仮に特効薬が医

療可能であっても、適切に薬剤を使用するために

は前提条件として医療公衆衛生部門が機能して

いることが挙げられる。 

 

想定３は紛争地における人道支援活動である

ため、安全の確保つまりsecurityが最重要である。 

その上で、国際的な人道支援活動のガイドライン

であるスフィアスタンダードに基づく支援活動

を現地社会と協力して行わなければならない。  

スフィアスタンダードとは、人道支援を行うも

のが遵守するべき最低基準である。冷戦終結後の

1990年代、世界各地で内戦が頻発する中において、

国際機関やNGOが行う人道支援は、確かな役割

を果たしたが、一方で、それぞれの支援団体にお

ける活動のあり方が問題となった。1994年に起き

たルワンダ内戦における虐殺に対する国際社会

の人道支援活動で問題が顕在化した。各支援団体

やNGOは自分達の行動原理に基づいて活動を行

い、全体を指揮調整することが無かったため、支

援活動が現地社会に大きな混乱を与えてしまっ

た。この課題に取り組むため、国際赤十字等の

NGO がプロジェクトを結成し、人道支援の質を

管理し、説明責任を果たす目的で、人道憲章と支

援分野別の最低基準を定め、2000年にハンドブッ

クとしてまとめた。人道支援活動の現場で参照で

きる基準として、「避難所の給水：1 人あたり 1

日15L、トイレの設置：50人あたり1ヵ所、1人

当たりの避難所の広さは最低 3.5m
2など」等が示

されている。 

 

想定４は、米国で近年、市民生活において殺傷

能力の高い銃器を用いた乱射事件が多発してい

る状況を元にしたものである。1999年のコロンバ

イン高校事件（教師 1名、容疑者 2名含む 15名

死亡）、2007 年バージニア工科大学事件（教員 5

名、容疑者1名を含む学生28名、計33名が死亡）、

2012 年のコネチカット州サンディフック小学校

銃乱射事件（小学校の児童20人を含む26人が死

亡、1人が負傷）等、数多く挙げられる。これら



の事件現場では人質のみならず、警察にも多くの

死傷者が発生している。そのため、事件現場にお

いて、場合によっては銃弾が飛び交う中での医療

行為の必要性が高まってきた。この分野は tactical 

medicine、戦術下の医療（ないしは銃弾下での医

療）と呼ばれ、その担い手は病院前救護の訓練を

受けた警察特殊部隊隊員、ないしは銃器での戦

闘・護身技術を身につけた救急隊員である。いず

れも警察の指揮統制の元で現場活動が行われる。

この銃弾の下の医療は従来の病院前救護といく

つかの点で大きく異なる。従来の多数傷病者対応

ではトリアージの重要性が強調されているが、銃

弾が飛び交う現場においてトリアージや救急蘇

生行為を実施すれば、たちまち実施者そのものが

標的となる。そのため、銃弾が飛び交う現場では

１．敵を制圧する、２．傷病者を安全閾まで退避

させる、３．四肢外傷からの止血を行う、のみと

されている。わが国では救急隊を含む消防は銃弾

が飛び交う危険な現場では活動を行わないこと

を徹底している。そのため、警察官自らが病院前

救護を習得して警察のみで問題解決するか、ある

いはプロフェッショナル・オートノミー（専門家

としての自立性）に基づいて対応できる医師が警

察官と協力して活動を行わざるを得ないのがわ

が国の現実である。仮に医師が警察官と現場活動

を共にする場合は、緊急事総合調整システム ICS

の原理に従い、警察の指揮統制の中で行わなけれ

ばならない。そして単に傷病者の対応のみならず、

犯罪の証拠保全や捜査活動に帯する協力も求め

られる。 

 

想定５は、1979年旧ソビエト連邦のスヴェルド

ロフスクの生物兵器研究所から炭疽菌の漏出事

故が発生し住民が肺炭疽を発症した事件を彷彿

させる。事件の原因は研究所から出る粉塵を回収

するためのフィルターを交換する際、誤って新品

の取り付けが行われなかったという作業ミスに

よるものであった。さらにその後、流出した炭疽

菌を除染しようとした処理が適切でなかったた

め、炭疽菌芽胞を含むエアロゾルを発生して肺炭

疽を起こし、被害を拡大した。その結果、この事

故で周辺住民96名が感染、うち66名が死亡した。

この悲劇を繰り返さないためにも、本想定では、

病原体を保有する実験動物の捕獲を行うと同時

に次の対応を行わなければならない。製薬メーカ

ー研究所単独での問題解決は不可能であり、自治

体、保健所、医療機関、警察、消防、場合によっ

ては自衛隊、そして地域社会と連携して対応しな

ければならない。感染症発症の可能性を考えて、

公衆衛生部門が主導するべき事案である。そして

病原菌による感染症発生の有無を確認するため、

感染症サベーランス体制の確立と逃げ出した実

験動物の捕獲、感染症の積極予防を地域社会の中

で行わなければならない。人間に有害なものが流

失した結果起こった災害の代表例としては、2011

年の福島第1原子力発電所事故が挙げられる。そ

の対応が如何に困難であったか記憶に新しい。 

 

想定６は、いわゆるマスギャザリング、群衆が

集まる事象に対する災害医療を含めた危機管理

体制の構築が求められる。緊急時総合調整システ

ム ICSの原理に基づき自治体・主催者が警察、消

防、医療機関、保健所と協力して起こりうるリス

クを分析して対応計画を考えなければならない。

様々な問題が予想されるが、夏のイベントという

ことであれば、熱中症対策は必須である。また高

温多湿な状況であれば食中毒も考慮しなければ

ならない。更にはマスギャザリングでは各種感染

症の発生も考慮しなければならない。加えて、昨

今の事象イスラム国のわが国に帯するテロ活動

宣言のように、日本国内でのあらゆるテロ（サリ

ンをはじめとする化学剤による攻撃、あるいはト

ラックや爆弾を用いた多数傷病者事案など）を想

定した準備も行わなければならない。多くのマス

ギャザリングにおいて、絶対的に対応するための

医療資源が不足しており、他方で予算に限りがあ

るため、その準備には頭を悩ませることになる。

これらの取り組みは各地で行われているマラソ

ン大会や祭り・催し物、更には 2020 年の東京オ

リンピックでも求められるものである。 



想定 1－6 の解決で示したとおり、オールハザ

ード・アプローチを適切に行うためには、１．組

織行動の原理原則である緊急事総合調整システ

ムICSを用いて関係機関が協力して災害対応を行

う体制を構築すること、２．各災害事象に特有な

事情を考慮しながら、対処計画を立案し実施する

ことが求められる。 

 

想定 1－6 はいずれもわが国の地域社会でいつ

起こってもおかしくない問題である。災害医療関

係者や危機管理担当者のみならず、これを機会に

国民の一人一人と共にその問題解決のあり方を

是非考えていきたい。 
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