
第2回CBRN（化学、生物、核・放射線）災害対策セミナー

「大規模災害発生後の被災者看護と公衆衛生措置」

49

開催の背景
　テロ等による人的災害あるいは自然災害による壊滅的な被害を低減するためには、看護や医療

などの被災地での活動が重要となる。本セミナーでは、「災害看護」および「災害保健」の分野で多

くの研究実績を持ち、東日本大震災発生後、地震や津波による被害を受けた地域での活動を行っ

ている2名の専門家をお招きした。

　兵庫県立大学地域ケア開発研究所の山本所長には、災害時における看護の役割についてご説

明いただいた。東北大学の上原教授には、津波災害後の保健医療活動におけるパブリックヘルス

マネジメントの重要性についてご解説いただいた。全体を通じて、現地で必要とされている支援、お

よび今後の災害対策の在り方などについて、研究知見と活動経験に基づいた視点から提言が行

われる貴重な機会となった。CBRN災害対策に従事する関係者など45名が参加した。

開催日時　2011年8月26日 金曜日

開催場所　TKP田町駅前会議室 A
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【講演要約】

　1995年の阪神・淡路大震災発生以降、看護界は、ネット

ワークの構築、および災害支援のための研究や教育の促進

を行ってきた。本講演では、災害時における看護の役割につ

いて、東日本大震災後の活動を交えて紹介された。

　災害の初期あるいは、東日本大震災のような大災害では

長期に渡って、医療ケアを支えるマンパワーが必要となる。阪

神・淡路大震災のときは兵庫県で災害が発生したので、兵

庫県立看護大学、職能団体である兵庫県の看護協会、全国

組織である日本看護協会の3つが連携をとって、日本各地か

ら被災地に入ることを希望する看護職の方々のリストを作成

し、一方で、ボランティアを必要としている現地の病院と連絡

をとってマッチングを図った。その結果、1月末から3月までの

約2か月間、延べ4000名近くの看護職を被災地に送ること

ができた。

　その経験をもとに、災害時に現地に行く意思のある方々を

平時から登録する「災害時支援ネットワークシステム」を確立

した（スライド１）。このシステムでは、発災時に、日本看護協

会が、被災地以外の都道府県に登録されている災害支援

ナースの派遣のコーディネートを行うこととなっている。災害

支援ナースは、無償のボランティアであるが、所属先からの

同意を得たうえで休暇などを取って支援活動に参加する。所

属先の了解を得ることで、必要な物資の提供などのバック

アップを受けたり、職場に戻っても暖かく迎えてもらえたりす

るので、活動を行う者としても心強い。災害現場では危険も

伴うので、保険にも加入することができ、交通費と宿泊費の

実費支給が行われる（スライド２）。

　災害というのは、「命に対する脅かし」が起こり、それから

「精神的な苦痛」が起こり、「生活や社会の崩壊」が起こると

いう現象であるが、基本的な「安全感」や「安心感」が揺らぐ

というのが難しいところである。安全というのは、客観的に判

断できるものであるが、安心というのは、「心地よい」や「緊張

感がない」あるいは「落ち着いた」状態を示し、多分に主観的

である。安全は、例えば建物や堤防の強度など客観的に追

及されているが、安心も、もっと追及されて良いのではないか

と思う。我々の活動としては、阪神・淡路大震災のあと、避難

所や仮設住宅の人たちへの家庭訪問や健康相談などを

行って、医療アドバイー制度の確立にまで繋げていったとい

う経緯がある。

　阪神・淡路大震災後、看護界の知識を共有する場として、

1998年に日本災害看護会（JSDN）も設立された。毎年開催

される学術集会は今年で13回目を迎えている。当初の発表

は大体30前後であり、参加者も約300名であったが、最近で

はおよそ100の発表があり、参加者も約1000名を超えてい

る。日本のみならず、世界レベルでも知識の共有を行うため

に2008年に「世界看護学会（ＷＭＤ）」が設立され、現在、9

カ国から49の組織が加盟している。加盟組織のなかには、

高等教育機関もあれば研究所、職能団体などいろいろな組

織が入っており、2年に1回ウェールズで国際会議を開催する

こととなっている。教育に関しては、平成21年度より、厚生労

働省が「災害看護」を基礎教育のなかに組み込むことを求め

ており、大学院等でも専門領域として確立されつつある。

　兵庫県立大学地域ケア開発センターは、2008年の四川

大地震を受けて、発生直後から災害看護についての知識の

提供を行った。また、被災者の健康状態を継続して見守って

いく必要があると経験から分かっていたので、四川大学の華

西看護学部と華西病院と共同で、5年間の継続的調査を実

施している。2009年には、中国の看護職の方々を対象に家

庭訪問や健康相談などを行うための教育プログラムを実施

した。そのあと、健康支援活動が被災者にもたらす効果につ

講演①

「大地震発生後の災害看護の役割について」

山本 あい子氏
兵庫県立大学地域ケア開発研究所　所長・教授

平成7年テキサス大学オースチン校看護学部博士課程修了（博士・看護学）、平成6年から兵庫県立看護大学看護学部看護学科助教授

（母性看護学）。平成11年より、兵庫県立看護大学看護学部看護学科教授。平成21年より現職。日本学術会議連携会員、世界災害看

護学会理事長、日本災害看護学会副理事、日本看護科学学会理事、日本母性看護学会理事を兼任。

講師略歴
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いても検証したが、看護職による介入を受けたあとの方が健

康であるという人が多かった。ただし、我々は、介入前後の被

災者のデータを取ることはできたが、介入を行っていない被

災者のデータを取ることはできなかった。やはり、研究者サイ

ドに被災者に強く頼みにくいという心情があり、それも研究が

なかなか進みにくい理由の１つではないかと考えている。

　今回の東日本大震災では、5月17日までに延べ3770人が

災害支援ナースとして派遣されている。活動としては、24時

間、避難所や医療機関に駐在し、避難者への直接的な支援

や被災地の看護職の業務負担を軽減するための活動を実

施している。また、支援ニーズの評価と集約化のために現地

対策本部にもコーディネーターを配置し、災害支援ナースの

配置調整や改善交渉を行っている。我々は、あくまで阪神・

淡路大震災の実践や研究をベースとして、ガイドラインなど

を作成してきたが、東日本大災害を通じて「災害には2種類

あるのだ」ということを実感している。3日分の食糧と水などを

備えていれば、その後は順次物資が届くレベルのものと、発

災後1、2ヶ月経っても温かいものが食べられないという状況

を引き起こすものである。今回のような大規模な災害となる

と、備えるものの数も根本的に考え直さなければならない。災

害看護の能力についても、検証の余地があるであろう。

　今後の課題として、健康関連領域における更なる相互協

力が必要になってくるであろう。また、それを超えた、物資の

輸送に関わる部門なども含めた包括的な連携システムの確

立を早急に行わなければならない。今回の東日本大震災で

被災された方々に対しては、健康支援活動を継続する必要

があるので、それに見合った人材の育成が求められる。現

在、厚生労働省のもと、岩手、宮城、福島で、被災者の健康

状態についての継続的な研究が行われているが、その方た

ちの健康維持あるいは向上に向けて「何をどうするべきか」と

いうところも検討していく必要がある。

スライド 1
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スライド 2
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【講演要約】

　大規模災害発生後の保健医療活動が円滑に行われるた

めは、災害はパブリックヘルスの問題であるとの認識に基づ

く事前の備えが何よりも重要である。本講演では、災害時の

保健医療の役割と東日本大震災で明らかとなった課題およ

び必要な備えについて解説された。

　臨床医療が個々の患者の疾患を対象とするのに対して、

パブリックヘルス（Public Health）は、人々のいのちと健康を

まもるために必要なあらゆる諸策を関心事とする。災害医療

と言えば緊急時の救急医療を指すように思われがちだが、

災害は、ニーズ・アセスメントから救援計画の設計、リソース・

マネジメントなど、救急医療を含む、まさしくパブリックヘルス

の問題である。

　今回の災害の教訓を一言であらわせば、「備えがないこと

はできない」に尽きる。備えがあったことはそれなりにできた

が、備えがなかったことについては多くの困難と遅れを余儀

なくされた。中でも、事前の備えがなかったことがとりわけ大

きな困難をもたらしたものとして、保健医療にかかる指揮・統

括体制（保健医療災害対策本部）、緊急期・救援期の情報

収集、情報集約、情報共有を担う通信・情報センター機能、

ロジスティクスの戦略の不在、そして、救出救助救急医療期

以降のパブリックヘルスマネジメントの計画と備えの不在、が

挙げられる。

　日本の災害対応計画は（阪神淡路大震災や中越地震の

記憶が新しいために）主に地震を想定して作られており、そ

の結果、緊急期の救出救助と救急医療が中心で、地域医療

システムの破壊と大量避難者の発生という事態に対してほ

とんど備えができていないことが分かった。

　災害時の保健医療の役割は、スライド1に示すように大きく

分けて3つある。1つ目の「救急集団外傷への対応」について

は、阪神・淡路大震災後に災害派遣医療チーム（DMAT）が

設立され準備が進められてきたので、比較的迅速に展開で

きた。（ただし今回は津波災害だったので、地震災害時のよ

うな外科的ニーズは限られた。）　

　2つ目の「被災民・避難民の健康管理」については、全国

から結集した医療救護チームが避難所に設けられた医療救

護所や域内拠点病院で被災者の診療に当たった。当初は

活動を支えるロジスティクス（搬送、サプライ、事務要員、通

信・情報管理等）の欠如が目立つなど諸般の困難があった

ものの、医療者の派遣はそれなりの厚みと熱意を発揮した。

これに対して、避難所と在宅避難者の保健・衛生・栄養、およ

び要援護者の把握と個別的支援は大きく出遅れた。市町の

役場が津波で流され、あるいは浸水し、保健師等職員の多く

が被災するなどの事情のために自治体が動けなくなっている

中、これに代わって保健医療活動を指揮統括する体制づくり

が遅れた。

　その要因として、①災害救助法で被災者支援は一義的に

自治体の役割とされていたこと、②被災自治体を援けて、あ

るいはこれに代わって、業務とマネジメントを担当する外部

チームの投入が用意されていなかったこと、③災害医療が

DMATに特化し、緊急期に続く医療救護活動や避難所の衛

生管理など災害下のパブリックヘルスマネジメントの備えが

なかったこと、④刻 と々変化する支援ニーズに対応して保健

医療活動を計画し統括する災害保健医療対策本部の設置

や災害保健管理専門家・チームの育成が計画できていな

かったこと、を指摘できる。

＊　 宮城県下の自治体のうち、10の支所・総合支所が仮庁

舎への移転を余儀なくされ、3つの保健所のうち2か所

が被災のため移転を強いられた。移動手段と通信手段

講演②

「災害におけるパブリックヘルスマネジメント：東日本大震災の教訓」

上原 鳴夫氏
東北大学大学院医学系研究科国際保健学分野　教授

1972年京都大学医学部卒。外科・救急医として倉敷中央病院、滋賀医科大学、国立国際医療センター等で臨床医療に従事。

1988年Harvard School of Public Healthに留学（第5期武見フェロー）。国際緊急援助隊医療チーム（JMTDR）、日本集団災

害医学会理事として災害保健管理の現場と後方支援に関わる。1998年から現職。

講師略歴
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を奪われ、200を超える避難所を数少ない保健師が徒

歩で訪ねて調査するという状況下で、避難所と被災者

の全体像が把握できない状況が続いた。保健所の要請

で、3月末にボランティアチームを組織して行った避難

所の代行調査では、避難所間で衛生管理状態や食事

内容のばらつきが大きく早急な対応が必要なことがわ

かったものの、人的リソースの圧倒的な不足とこれに対

処する業務指揮体制の未確立のために、迅速な対応は

望むべくもなかった。これに加えて、行政に課せられる

「平等な支援」という縛りも迅速な対応を妨げる要因に

なっていた。

　3つ目の「地域保健医療システムの機能維持と再建」を

担ったのは被災市町の職員と県内と他県から派遣された支

援要員だったが、自治体間で事前協定がなかったところで

は散発的な派遣となり、システムの破壊に対してシステムの

インフラと機能を丸ごと補てんするしくみができていなかっ

た。被災自治体では、人手が絶対的に不足しただけでなく、

車両やパソコンを含む各種機材と、各種データ、名簿、手順

書、帳票なども流されているので、乳幼児健診や保育所の再

開、要援護者の特定など、平時に行っているプログラムの再

開には大きな困難があった。

　今回の災害は、（1）広域に及ぶ「津波災害」である、（2）被

災者・避難者の数が膨大である 、（3）行政組織が被災し機

能停止した、（4）沿岸部の医療機関が被災・孤立し患者と

職員が危機に陥った、という点で阪神淡路大震災と様相を

異にした。

　災害時の救援ニーズは災害ごとに異なるので、それぞれ

の特徴をふまえて効果的な対応や救援活動を可能にしよう

というのが「災害の疫学」で、WHOとくにWHO/PAHO（アメ

リカ地域事務局）は、1980年代から、災害種別ごとの違いに

対応した保健医療の備え（Disaster Preparedness）を提唱

し推進してきた。

　今回の災害は、「東日本大震災」と呼ばれているが、実際

に多くの被害を出したのは地震ではなく津波である。津波災

害の発災直後は、外傷よりも溺水や低体温などが救急医療

の対象となったが、発災時に生死が決まってしまうケースが

多い。生き残った方たちは、劣悪な環境のもと、支えとなる家

族を失った中で、発災直後からいのちと健康を脅かすリスク

にさらされる。被災者の多くは何らかの病気を抱える患者で

あり、酸素治療下の患者は酸素が欠乏し、服薬患者は薬を

なくし、透析患者は予定した透析が受けられなくなった。栄養

低下、感染症、肺炎、血圧の上昇、生活不活発病や熱中症な

ど、津波災害被災者にとって可避死（Preventable Death）」

のリスクは、発災の翌日から日々高まっていく。

　これらのリスクを低減し、可避死を防ぐのが、パブリックヘ

ルスの役割である。スライド2は、災害時の保健管理に必要

な事項をまとめたものである。赤字で示している項目は、今回

十分でなかったと感じたものである。

　第11回集団災害医学会を仙台で開催させていただいた

際に（2007年）、30年以内の発生確率99％と言われていた

宮城県沖地震に対する保健医療の備えが遅れている現状

をふまえて、以下のような7つの提言を行った。

◆ 第11回日本集団災害医学会総会アピール ～人々の安全

と安心を保障するために～【宮城県沖地震に対する医療

の備えを強化するための7つの提案】

　1.　 コミュニ ティー 緊 急 事 態 対 応 チ ー ム C E R T

（*Community Emergency Response Team）の宮

城モデルの創設

　2.　災害弱者に対する多重的支援計画の具体化 

　3.　災害時の情報の標準化と情報集約・配信体制の確立 

　4.　 隣県自治体間・施設間の顔の見える相互支援体制の

確立 

　5.　 災害医療コーディネーション・システムの構築と災害

医療コーディネーターの戦略的育成 

　6.　疾患個別的な医療ニーズへの対応

　7.　継続的な被災住民健康支援体制の確立

　この時も今回のような大規模津波災害を想定できていな

かったが、それでもこれらが実現できていればずいぶん違っ

ただろうにと、と自らの力不足を大いに悔やんでいる。

　上記のうち、「災害医療コーディネーター」の提案だけは昨

年中に採用されていたのがせめてもの救いだった。これに

よって、災害医療に詳しい医師が県の災対本部に参加する

ことが可能になり、県下の病院との交信やＤＭＡT受入れの

調整に大いに貢献した。本来は、緊急期だけでなく、救援期
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からパブリックヘルスマネジメントまでを含めた災害保健管

理を援ける調整役を提案したのが、救急医によるＤＭＡT対

応に限定されたという齟齬はあったものの、そのおかげで、

石巻、南三陸、気仙沼に地域災害医療コーディネーターを指

名することで現地に医療災対機能を立ち上げることができ

た。また、県庁に災害保健医療支援室を設置して、現地情

報・支援情報の共有や現地からの要請を支援者や専門機

関に繋ぐなど、行政ルートでは迅速に対応することが難しい

事項に関する側面支援が可能になった。　（支援室ホーム

ページ　http://www.dcrc.tohoku.ac.jp/wiki/index.

php）

＊　 救援を行う側では、情報がなかなか上がってこないの

で現地の支援ニーズが見えないという状況に直面して

いた。その一方、現地では、要請を出しても速やかな対

応が得られない状態が続いたため、支援が無いなら自

分たちでできることをやるしかないという諦めが広がっ

ていた。その方たちに「被災者のニーズを発信しなけれ

ば県や国も支援することができない」と説得することで、

ようやく、車やパソコンなど具体的な要請があがってくる

ようになった。今回初めて知って驚いたのは、災害対応

の第一責任者とされる自治体に、災害緊急基金が担保

されていないことである。緊急基金がないとなれば、緊

急に必要な物資を自らの裁量で発注・調達ができず、

災対本部の調達班に依存することになるが、災対本部

は、各市町の各部署の個別的な要請に細やかに対応

できる態勢になっていない。そのため、個別的な要請が

あったものについては、支援室がユニセフや企業、ＮＧ

Ｏなど民間の援助を調達して提供する役割を果たし

た。　発災後に自治体が自ら裁量で使えるお金は、数ヶ

月後の同額の何十倍も価値があるので、政府の災害対

応計画に、ぜひ災害緊急基金の設立を含めていただき

たい。

　国―県―市町を統合する災害時情報センターの確立と、

アセスメントやサーベイランスを含む情報管理チームの確立

はとくに重要である。

　緊急期から救援期にかけて被災状況や支援ニーズの情

報が得られずいろんな動きが遅れてしまったのは、計画され

ていた災害時通信システムが被災して機能しなかったことに

よる面が大きいが、情報がないところこそ一番支援が必要と

いうのが鉄則である。今回は沿岸部の医療機関と交信でき

ず被害状況が分からない状態にあったにもかかわらず現地

へ情報を取りに行く手段や態勢がなかった。災害時の初期

アセスメントとしばらく後の全体アセスメントは、アクセス手段

も含めて、予め計画されるべきものである。

　災害のときには、調査者の数が限られ現地情報が得られ

にくい一方で、いろんな人が同じような情報を入れ替わり立

ち替わり聞きに来て現地の職員や被災者に負担をかけても

いる。少なくとも緊急期や救援期に被災地で収集された情

報やデータは、Public Common Goodsとして支援に関わ

る人々がだれでも共有できるようにすべきで、そのためにはあ

らかじめ指定され周知された公的機関に情報を集中し、ホー

ムページ等で公開するのが望ましいと考える。

また、物資や資金だけでなく専門知識・助言の提供や調査

の実施、専門技術を備えたボランティアの派遣など、多様な

現地ニーズに応えられる専門機関や支援団体、企業、個人

を幅広く登録した後方支援のネットワークを予め整備してお

くことも重要である。

　今回の災害では、現地関係者、救援チーム、後方支援に

当たった人々が、それぞれの置かれた状況と制約のもとでな

すべきことを自ら模索しながら事態に対処し、その中で、さま

ざまな活動と対策の工夫がつくられた。これらの経験を散逸

させることなく、いずれかに集中し誰でも（とくに、マニュアル

づくりあたる自治体担当者が）参考にできるように、教訓の集

約化と公開を図るべきと考える。そのような、仮称、災害保健

医療情報サービスセンターには、①災害対応計画とマニュア

ルづくりに必要な具体的な情報、知識と、調査票、チェックリス

トなど各種のツール、参考資料と、②発災時にすぐに参照し

たりダウンロードして使えるような知識・情報、参考資料、ツー

ル、の両方が公開提供されることが望ましい。とりあえずは、

災害保健医療支援室のホームページからこれらを公開提供

し、また情報提供を呼びかけている。

　その他に今後の災害対策として、ぜひ提案したいのは被

災市町と非被災県のペアリングによる組織的な支援である。

行政のことは行政でなければできないという面がある。現地

災対が機能不全に陥りやすい大規模災害においては、指揮

統括を援けるチームの投入とともに、他県の行政組織がシス
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テムを丸ごと支援し、必要に応じて何でも対応できる仕組み

を創出しなければならない。

今回の災害の教訓をふまえ、災害対応計画の見直しと備え

のために以下を提案する。

　1．　 被災市町と非被災県のペアリングによる組織的支援

（業務要員の派遣とシステム機能の補完・代替） 

　２．　 被災市町の裁量ですぐに使える緊急災対基金 

　３．　 訓練された指揮チームの戦略的育成と即応態勢を

全国レベルで整備 

　４．　 災害時に必要となる各種専門チームの特定と登録ま

たは養成、災害時動員方法の整備；　研究機関、専

門団体、業界団体、ＮＰＯと事前協定 

　５．　 災害時の基幹情報を一元的に集約・管理し共有化

を可能にするオペレーショナルな災害情報センター

と情報ネットワークの常備および周知 

　　　 ＊ 情報管理計画、情報・データの標準化 

　　　 ＊ 災害時調査データに関する公開原則の確立 

　　　 ＊ 災害時通信システム・ネット環境構築の備え 

　６．　 外部リソースを効果的に活用できる態勢・制度の整備 

　　　 ＊ 後方支援のネットワーク化と支援調整機能の備え 

　７．　 災害保健医療管理の基本知識の整備と医療職・関

係職・関係組織への普及（教材の充実、講師の育

成、教育研修機会の拡充） 

スライド 1
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スライド 2


