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はじめに 
災害医療・福祉情報システム構築 WG リーダー 

平川昭彦（藤田保健衛生大学 災害外傷外科） 

本日は年度末の大変ご多用の中、「災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト成果報

告会」にご参加いただき誠にありがとうございます。この構築にあたってのリーダーをし

ております。 

さて、東日本大震災以降、30 年以内の発生が予測される南海トラフ地震のリスクが多く

取りざたされており、我々、医療の分野においても毎月のように愛知県内で訓練が行われ

ています。私自身、リーダーとして様々な訓練に参加しておりますが、実は我々医療分野

に関しては、その関係者しか訓練を行っておりません。おそらく、他の分野も同様ではな

いかと推察します。しかし、実際、災害の現場に行ってみると、医療分野だけでなく、福

祉をはじめ多様な分野に渡るニーズが同時に起こっております。そのニーズに対して、他

分野（多職種）間での連携が全くなされていない、あるいは、非効率な情報共有の現状を

目の当たりにして、効率的な情報システムの構築と情報をもとにした異なる分野の支援の

連携こそが、あらゆる災害への対応を可能にすると強く思いました。 

この経験から、南海トラフ地震発生時における知多半島の社会福祉施設の被災状況を早

急に把握し、医療・福祉支援を迅速に行うための災害医療・福祉情報システムの構築（開

発）の必要性を痛感し、所属する藤田保健衛生大学と包括協定を締結している日本福祉大

学に相談をした結果、両大学の共催事業である「大規模災害発生地域における医療・福祉

連携に係る円卓会議」の参加を受け、いち早く防災に向けた本格的検討に取り組まれた半

田市、そして、IT 企業のインフォコム株式会社を加えた 4 者で 2017 年 4 月に共同研究に

関する覚書を交わし、本事業に取り組む運びとなりました。 

災害発生時には最前線での対応が求められる行政をはじめとする半田市の関係者、災害

医療を専門とする藤田保健衛生大学、福祉を専門とする日本福祉大学、システム提供者で

あるインフォコム株式会社が 1年間、毎月のようにワーキングを開催し、意見と知恵を出

し合いながら本情報システムと運用システムを協議・検討してまいりました。また、11 月

には半田市の総合防災訓練において試験運用を行い、さらに改善を加え、一定の成果とし

て皆さんにお示しできるところまで至りました。 

本システムがより多くの方の命を救えるツールとして機能するとともに、さらに機能さ

せるための研修などのプロセスを通して、様々な人々がつながり連携することのきっかけ

となることを願っています。 

（半田市 WG 成果報告会での開会挨拶より） 
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学校法人藤田保健衛生大学(以下甲という)と学校法人日本福祉大学(以下乙という)と半田

市(以下「丙」という)とインフォコム株式会社(以下「丁」という)は、災害救急医療・福祉情報シス
テム構築における共同研究(以下「本共同研究」という)に関し、次のとおり本覚書を締結する。

災害救急医療・福祉情報システム構築における共同研究に関する覚書

(月的)

第1条 本覚書は、甲、乙、丙、丁の四者(以下単に「当事者」という)が多面的な連携のもと、災害救
急医療・福祉情報システム構築に関する共同研究に関し、技術開発、人材交流、地域・社会貢献
等の分野で相互に協力し、地域社会の減災の向上に寄与することを目的とする。

(連携事項)

第2条当事者は、次に掲げる事項について連携し、協力するものとする。

D 災害救急医療・福祉情報システム構築に関する研究開発を当事者で推進すること

2)災害救急医療・福祉情報システム構築に関する当事者の継続的な技術交流に関すること
3)災害救急医療・福祉情報システム構築に関するデータ連携に関する当事者での相互協力に関する

こと

4)教育および人材育成に関すること

5)その他連携に関して当事者が必要と認める事項

(ワーキング)

第3条当事者は、前条に掲げる事項の円滑な推進を図るため、災害救急医療・福祉情報システム楢築ワ
ーキング(以下「ワーキング」という)を設置するものとする。なお、ワーキングの開催頻度、

開催場所等については、当事者が協議の上定めるものとする。

(有効期β即

第4条本覚書は、2017年4月1日から発効し、有効期限は1年問とする。

(個別研究)

第5条本共同研究を推進する中で、個別の研究を実施することについて合意に至った場合、当該個別の
研究の実施方法、当該個別の研究の成果にかかる知的財産権の帰属、取扱等について、別途書面
により定めるものとする。

(守秘義務)

第6条当事者は、本覚書に基づく連携に当たり、当事者から秘密であることを明示して開不された事項
につぃては、本覚書の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があ
ることを確認する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、承諾を得た内容の範囲におい

て、守秘義務を免れる。

(協議)

第7条本覚書に定める事項について疑裟が生じたとき、又は本覚書に定めのない事項について、これを

定める必要があるときは、当事者が協議して定めるものとする。

本覚書の締結を証するため、本書を4通作成し、甲乙丙丁署名または記名押印の上、各自その1通を保
有するものとする。

2017年4月1日

甲 愛知県豊明市水沓町田楽ケ窪1-g

学校法人藤田保健衛生大学

星長清学長

乙 愛知県知多郡美浜町大字奥田字会下前35-6
学校法人日本福祉大学

学長 児玉

、謡

丙 愛知県半田市東洋町2-1

半田市

市長

丁 束京都渋谷区神宮前2-34-17

インフォコム株式会社

代表取締役社長竹原

榊原純
W禽酬
隠匝皿.卑雫^ーー^^

教
,倉

J'

心
ロ
シ

二ト
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半田市WG成果報告会

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科

平川 昭彦

「災害時における医療と福祉の連携の必要性について」

2018.3.29
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・ 災害とDMAT

・ 熊本地震の実際

・ 災害時のおける医療と福祉の重要性

・ 南海トラフ地震に備えて

災 害

人為災害v自然災害
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自然災害

• 自然災害：地震、台風、津波、洪水、旱ばつ

疫病、飢餓など

フィリピン台風（2013） ネパール地震（2015）

火災、爆発物、銃火器、発電所事故、建造物崩壊、交通
事故（航空機、鉄道など）、化学兵器、生物兵器、核兵器

人為災害
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戦争・紛争・難民

タイ・カンボジア・ベトナム戦争

日本の救命センターの夜明け

人道的緊急事態

地震

大雨（台風含む）

噴火

干ばつ

熱波

1990年以降の世界の自然災害（死者別）

６６％

２９％

２％

０％

３％
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阪神・淡路大震災
（1995.1.17 午前５時４６分 マグ二テュード7.2)

全壊家屋：１０４,９０６棟
被災家屋：５１２,８８２棟
死者・行方不明者：６,４２５名
負傷者：４３,７７２名

避けられた災害死

500名以上

災害派遣医療チーム
（ Disaster Medical Assistance Team ; DMAT )

平成17年４月に発足

警察消防 自衛隊

医師・医療従事者医師・医療従事者

DMAT
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震災後の医療活動

広域災害時DMATの指揮系統

厚生労働省本部

DMAT事務局
被災都道府県災
害対策本部

DMAT都道府県
調整本部

DMAT
SCU本部

DMAT
活動拠点本部

DMAT
活動拠点本部

現場活動
指揮所

病院支援
指揮所

現場活動
指揮所

病院支援
指揮所

診療
部門

広域医療搬
送機内活動

部門

被災地外
都道府県

地域医療
搬送部門

DMAT都道府県
調整本部

DMAT
域外拠点本部

参集拠点
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災害拠点病院

医療機関

愛知県庁

災害拠点病院

基幹災害医療センター

34病院

・ 発災初期より東海地域の統括部署となりDMATをまとめる

・ 被災地内での迅速な医療活動の災害医療教育・研修・訓練

藤田保健衛生大学と愛知医科大学

基幹災害医療センター
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DMAT指揮情報活動の優先順位

災
害
拠
点
病
院

一
般
病
院

孤
立
集
落
現
場

避
難
所

病院支援

搬送支援

広域医療搬送

病院避難活動

現場活動

搬送支援

搬送支援

救護所活動

リスト作成と情報収集

・ 高齢者 ・ 障害者 ・ 乳幼児
・ 妊婦 ・ 傷病者
・ 日本語が不自由な外国人

災害時に自力で避難すること
が困難な人
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・ 熊本地震の実際

2016年4月16日（土）1時25分
M7.3

2016年4月14日（木）21時26分
M6.5

平成熊本地震
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 医療相談・避難所巡視

• 血圧を測って欲しい

• 痛み止めを出して欲しい

• 風邪薬を出して欲しい

• 腰痛のためシップが欲しい

• 寂しいから話を聞いて欲しい

• 夜が眠れない

• 皮下出血の相談

食事の変化に伴い、普段内服

している薬の効果に変化？

巡回診療

巡回診療

• 避難所内は土足のまま

• トイレも、もちろん土足のまま使用

• トイレの水は流れない

• 川やプールから汲んで来た水を貯めて使用

• プライバシーの保護が難しい

• 犬やウサギなどのペットが一緒に生活している

• 活動範囲が狭い

• 高齢者が多い

• 夜の車中泊が多い

• 炊き出しはかなり充実

• 震度4～5クラスの余震

12



DVT（血栓予防）チーム

• DVTチェックリストと弾性ストッキングの配布

• DVTチーム活動のアナウンス

DPAT（精神科）・臨床心理士

• 避難所巡視からの情報

DRAT（リハビリ）・鍼灸師

医療機関との連携

• 褥瘡のある方への対応

• 脱水高齢者の入院対応

警察への情報提供

• 不審者への対応

• 災害弱者の保護 （女性・子ども・高齢者など）

• 各避難所責任者との連携

問題点

• 災害急性期でも福祉のニーズは多い

• 避難所への医療が優先

（在宅や介護施設は？）

• 効率良い災害支援活動

（福祉チームも含めた多職種チームを構成）

13



・ 災害時のおける医療と福祉の重要性

日本福祉大学支援チーム
（4/22〜5/4）

• 避難所の責任者との信頼関係が確立

• 衛生評価

• 違った視点から避難者や避難所の観察

• 保健師の負担が減少し、在宅・福祉施設を巡回

避難所などを巡回

14



普段、保健師が対応しているところに手が届いていなかった

• 寝たきりの方の対応

• 昼間、避難所にひとりで放置されている

• 家から動けない

• 食事は避難所に取りに来れる人の分のみ

• 精神科疾患の方の対応

• 外国人の妊婦の対応

子どもの精神的ケア

• 余震が続く中、不安が増大

• 不眠

地元の人の得意分野を発揮

• 日頃から得意にしていることを発揮できる場を儲ける

• 役割を持たせることが大切

・ 南海トラフ地震に備えて

15



・ 30 年以内に南海地震が発生する確率が60%程度、東南海

地震で70%～80%

• 南海トラフ巨大地震発生時、震度6 弱以上または浸水深

30cm 以上となる地域は30 都府県（734 市区町村）で、その

面積は全国の約32%、人口は全国の約53％。

平成25年５月に公表された南海トラフ巨大地震対策検討
ワーキンググループ（内閣府）の最終報告
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情報収集とEMISでの共有

病院の被害状況（ライフライン含む）や来院・入
院患者や重症度などの医療情報を収集し入力

厚生労働省や都道府県災害対策本部、各
DMAT本部などでの情報共有が可能

広域災害救急医療情報システム
(Emergency Medical Information System: EMIS)

２：DMATを新規登録する①

②登録ボタンを
クリックします。

①チーム情報を
入力します。

新規登録ボタンを
クリックします。

※医療機関としてログイ
ンした場合

12

本日は「訓練５」で入力
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1313

７：発災直後の情報を入力する

入力ボタンをクリックします。

①倒壊状況

入院病棟の倒壊又は、倒壊の恐れがあること
で患者の受け入れが困難な場合“有”を選択
する。

③患者受診状況

キャパシティのオーバーによってこれ以上患
者の受け入れが困難な場合“有”を選択する。

②ライフライン・サプライ状況

ライフライン・サプライ（電気、水、医療ガ
ス、医薬品・衛星資器材）の使用不可・不足
により医療行為が行えない場合“無”または
“不足” を選択する。

緊急時入力（発災直後情報）
発災直後の医療機関情報（医療機関として機能
しているか、支援が必要か）の入力を行う。

④職員状況

職員の不足によって治療行為が行えない場合
には、“不足”を選択する。

⑦緊急連絡先

緊急時の連絡先を入力する。

⑥情報日時

①～⑤の状況を把握した日時を入力する。

⑤その他

①～④以外の理由で支援が必要な場合にその
他欄にフリーで理由の入力を行う。

緊急事態となっている状況を
とにかく通報する!

※その他に入力があった場合、医療機関等・支援状況モニター
に支援要否：要と表示されます。

障害者施設 障害福祉課

高齢者施設 高齢福祉課

災害における支援・福祉避難所 地域福祉課

医療 医務国保課

・ 試みはどこもやっていない
・ 各市町村・保健所で情報をまとめる

（知多半島では範囲が広い）

県庁より
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半田市・藤田保健衛生大学病院・日本福祉大学・インフォコム
災害時医療・福祉施設間の情報伝達体制を構築

独自の避難所・福祉避難所の
災害支援評価表

施設関係者

A施設
要介護者が殺到、
物資が不足

C施
設

負傷者が多数発生、
人手が不足

建物損壊、物資あり、
人員の派遣可能

B施設

同じ施設の関係者の情報共有

マルチデバイスから
投稿・確認可能

追加されたメンバーは
過去の履歴も確認可能

①

②

③

市町村関係者

現在、B施設からの物
資運送計画を立案中。

本部

写真添付
可能

④

医療関係者

医療関係者の派遣を検
討、詳細状況を

災害医療コーディネーターの基本

・ちーむ：目的、目標、場所、役割（リーダー、参謀、記録）
人員、会議、計画

・つなぐ：通信基盤、手段、相手（人、組織、コネ）

・じょうほう：取る、記録、分類、分析、共有

混乱の中に「ちつじょ」を取り戻す
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半田市医療・福祉コーディネーターの業務

南知多地域の社会福祉施設の被災情報と需要の集約

評価・支援の計画

資源（医療・福祉・物資）分配の実行

収集すべき情報と分配すべき資源（案）

収集すべき情報
医療・福祉情報

社会福祉機関の情報
（建物、ライフライン、入所

者の情報；医療・福祉
ニーズ）

被災地情報
交通情報
天候情報
関係機関情報

分配すべき情報
医療・福祉資源

医療班
社会福祉士班
医療資器材
医療機器
福祉に関する資源
物資（食料、水、その他）
搬送手段（車輛など）
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市町村・災害拠点病院・日本福祉大学を含めた
医療・福祉施設間の情報伝達体制（案）

半田市役所
（災害対策調整部）

医師会藤田保健衛
生大学病院

保健所半田市民
病院

日本福祉
大学

福祉協会

専門領域
医療チーム

南知多
福祉施設

行政・医療・社会福祉などを交えた災害訓練（H29.11.19)
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2014 年度 日本福祉大学「安全の日」 防災訓練特別プログラム 

 

 

問い合わせ先 

日本福祉大学 総務部  TEL：0569-87-2212 FAX：0569-87-2329 
※会場は右記ＱＲコードからキャンパスマップをご参照ください。（１１号館：⓬⓭） 

※当日は、施設の防災担当者向けに少人数講習会も開催します。こちらは事前申込が必要です。 

関心のある方は、下記までお問い合わせください。 

時 間  15：15～17：15  

定 員  30 名 

内 容  6 名 1 組で 5 つのブースを順番にまわり、各種のミニ講習を受けます。 

   ブース例： ①一次救命処置（大人）  ②一次救命処置（小児）  ③AED  ④外傷手当  ⑤トリアージ 

申 込  団体名・氏名（複数の場合は希望者全員の氏名）・電話番号・メールアドレスを明記の上、 

   下記の問い合わせ先までファックスにてお申込みください。 

2014年10 月16日 （木） 14：00～17：15 

日本福祉大学美浜キャンパス
１１号館（コミュニティセンター棟）３階 多目的ホール 

日 時 参 加 

無 料 
事前申込 

不 要 

※ただし、席に限り 

があります。 

会 場 

❶ 14：00～15：00  

講 師 ： 平川昭彦氏（藤田保健衛生大学病院 災害・外傷外科 教授） 

❷ 15：15～17：15  

2014 年 9 月 26 日は伊勢湾台風から実に 55 年。この映画は、中部圏を襲ったこの伊勢湾台風を

風化せず、防災・減災教育に役立つようにと「伊勢湾台風映画」製作委員会が制作したものです。 

主催：日本福祉大学  協力：美浜町 

周辺地域の社会福祉士とシンポジウムを開催し、互いの職種の
考えを共有し、災害時に必要な知識を検討する

防災または減災に関する啓発および教育の協力

救急医療救急医療
＋

福祉
＋

行政

災害対策
/ 防災

災害に強い町

地域住民 / コミュニティ

一般市民の防災への意識を高める

防災民度
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包括的ネットワーク

社会福祉協議会

児童民生委員

包括的相談センター

スポーツセンター

保健所

診療所 / 病院

子育て支援センター

地域住民
（児童・高齢者）

高齢者相談センター

チームの構築

福島第２原子力発電所

ご静聴ありがとうございました
23



2018年3⽉29⽇

インフォコム株式会社
モバイルクラウド事業部ITMS600228/ISO20000-1:2011

災害医療・福祉情報システムの概要

24
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【1】 会社概要

会社概要 事業内容

●携帯電話事業者、一般企業、

医薬医療関係の機関や官公庁、

教育研究機関の顧客向けに

情報システムの企画・開発・

コンサルテーション等、

各種ITソリューションの提供

●消費者が利用する携帯電話

等へのコンテンツやeコマース等

の提供、情報通信システムの

企画・運用・管理等の各種

サービスの提供

化学繊維の『帝人』と、総合商社の『双日（旧：日商岩井）』の情報システム部
門が、合併して誕生した会社です。製造業と商社で培ったノウハウを活かして事
業展開を行っています。

（原宿：本社風景）

商号 インフォコム株式会社

代表者 代表取締役社長 CEO 竹原 教博

設立 1983年2月

本社所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17

主要拠点 東京、神奈川、大阪、福岡

決算期 3月末日

資本金 15億90百万円

社員数 1,074人（連結）（2017年3月末現在）

連結売上高 417億68百万円 （2017年3月期）

連結営業利益 47億76百万円 （2017年3月期）

グループ会社 国内7社 海外1社

上場市場 JASDAQ（2002年3月19日上場）

主要株主 帝人株式会社 55.1%(持株比率)
●緊急連絡・安否確認『エマージェンシーコール®』情報管理

ポータル『BCPortal』 『BCP策定支援』など 1,３00社

３０0万人の官公庁・企業・病院等、法人・団体に対しBCP

関連ソリューションを23年に渡り提供

Copyright © 2018 INFOCOM CORPORATION. All rights reserved.

【2】 情報システム構築の目的

■情報システム構築の目的

 「災害時要救護者」への災害支援を迅速に行うため、知多

半島内の市町村および、医療・福祉機関が社会福祉施設等の

被災状況を医療・福祉・自治体など災害対応関係者が正確な

情報を迅速に収集・伝達ができる手段を確立させるため、IT

を活用した「災害医療・福祉情報システム」を構築する。

 システム構築に留まらず、他地域でもすぐにご活用頂ける

よう「運用」と「情報システム」の両軸が連携するよう検討

を進める。
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【3】 情報システムに求められること

行政職員間、医療・福祉関係者、消防など、自治体を中心にした関係者間で

情報を
集める

情報を
集計/分析

する

依頼/指示
する

【対象者】

被災現場で情報を
収集する役割の人

・行政職員（避難所担当）
・福祉職員
・応急救護所担当者 など

現場の状況を簡単かつ迅速に報告
を行い、現場で解決出来ない問題
について支援を受けたい。

【対象者】

各セクションで適切な
指示/報告を行う役割の人

・各部門メンバー
・コーディネーター
・本部メンバー

現場よりの情報を分析し易いもの
に集計、本部報告用レポートの作
成などホワイトボード記載事項を
可能な限り削減したい。

【対象者】

現場⇒担当部⇔本部など
業務に携わる全ての人

・本部メンバー
・各部門メンバー
・現場担当者 など

現場・各部門からの依頼・調整内
容の伝達、依頼事項の確認、各ス
テータスの確認を簡単に行いたい。

ユースケース

「施設担当者」
ユースケース

「対策チーム」
ユースケース

「全てのシステム利用者」
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【4】 課題と思われる点

【現場が抱える課題】

・情報が来ない/伝わらない
伝わっているか不明
・現場の状況
・本部/対策部の決定事項
・依頼等のステータス状況
・輻輳により情報伝達が出来ない

【対策部窓口担当が抱える課題】.

・現場からの連絡（電話）が集中
し処理が追いつけない

・受け手側の対応人数が多く必要
・依頼側と受け手の認識に齟齬
・現場よりの要望を文書化が困難

避難所（市内約90カ所）

書類に転記

対策部

対策本部

窓口担当現場担当 対策チーム

【対策チームが抱える課題】

・報告が遅い（来ない）
・状況の変化についていけない

・転記された書類の文字が認識できない
・状況が変化するためホワイトボードに書き

きれない。（意思決定が遅れる）
・貴重な人材が板書係に取られる など

災害対策本部が抱える課題

・異なる対策部の情報共有が行えてない
・報告された情報の内容が既に古い

・各担当部が多忙で情報共有が行えていない
・依頼書類が埋もれて、対応漏れが発生

本システムにより、現場で情報を入力することで

対策部：意思決定できるレベルに集計（レポート化）

本部 ：各対策部の共有すべき情報が集約

それぞれに対し指示を行えるように致します。
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【5】 利用イメージ

現場担当者

「緊急連絡」
に関する情報

緊急性の高い依頼事項は全てタイムラインで実施

※電話での依頼は極力受けない
-電話は繋がらない、人員欠乏の可能性大
-対応記録自体が時系列データとして活用可能
-人員が揃っていても90カ所からの電話対応は困難

対策部（窓口担当）

「定期報告」
に関する情報

依頼

報告

転
記
（
一
部
）

① 報告（緊急性が高い情報）

定期的に評価

対策部（対策チーム）
コーディネーター 等

定期的に入力

意思決定/対応指示

定期報告はアセスメントシートに入力

※項目の配列/優先順位を明確にする。
-タイムラインに挙がった情報は本部要員が転記

本部からの通知事項、施設間の情報共有はグループトークで実施

※対象へ一斉に通知ができ、既読確認が可能のため通知等に利用
-災害に強いインターネット経由での連絡
-PUSH通知が行われるため、気づき易い
-不審者情報など共有すべき情報を円卓での意思疎通が行い易い。

「検討事項」：本部および他の対策チームとの情報共有および依頼

※各対策部の共有情報は地図に表記する。
-共有が必要な情報はシステムから地図に転送

②

③

定① 定②

④⑤

適時

地図
で共有

対策本部

【他の情報システム】

など

「依頼/指示」
に関する情報

入力
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【6】 【情報を集める】現場よりの報告（ログイン）

災害医療・福祉情報システム

①.定期報告
（施設/避難者/備蓄等）

②.緊急連絡
（施設/避難者/備蓄等）

③.依頼/共有連絡
（依頼/情報共有）

依頼実施事項の共有
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【7】 【情報を集める】現場よりの報告（評価シート）

広域災害救急医療情報システム（EMIS）の「避難所状況入力」項目情報に対応 （上記※はEMISの必須項目）

「避難所1次評価」
超急性期で最も必要となる情報を収集

行政職員情報

施設被害情報

施設収容情報

ライフライン情報

「避難所2次評価」
衛生、医療・福祉面での配慮者、備蓄品など避難所運営にあたり必要となる情報を収集

施設設備情報

衛生設備情報

要配慮者情報

医療（症状）情報

ｽﾍﾟｰｽに関する情報

支援チーム情報

備蓄品情報
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【8】 【情報を集める】緊急性の高い情報

緊急情報の共有
「クロノロジー」としても併用

これまでホワイトボードに記載していた緊急情報、依頼事項などの災害情報をタイムラインに表示

既に電子化されているため、閲覧者全員が共有でき、かつ、対応状況などの検索が可能

検索が容易

依頼/共有情報を入力

担当部より返答

ホワイトボード記入不要
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【9】 【情報を集計する】意思決定できるレベルに情報を集計

現在使用されている報告フォーマット又は、ホワイトボード記載内容
をレポートとして出力することで、刻々と変化する情報に対応する

現場からの報告を意思決定を行える内容に集計しレポートとして出力

ホワイトボードへの板書を出来る限り削減させ、各対策部は意思決定に集中させる
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【10】 【依頼・指示する】異なる役割との情報共有

避難所 自治体/関係機関

A避難所 応急救護所を○△避難所に設置
します。

C避難所
■△エリアでも同様の報告
事例がありました。

B避難所

A避難所に到着しました。
これより活動を開始します。

救護部

写真添付
可能

支援チーム

○■エリアで不審者が発生。
特徴は30代男性、身長は･･

A避難所、情報提供有難う
ございます。関係者に周知

医療チーム
応急救護所の開設が完了し
ました。

A避難所の医療チーム到着･･･

通信規制を受けにくいインターネットを活用し、組織を横断したメンバー間の情報共有を実施
「行政職員」「施設職員」「医療関係者」「消防」など組織を問わずルームメンバー間内の
情報共有を可能とする。

目的に応じたメンバーで構成される複数
のルームを作成

メンバーの閲覧有無を確認可能

依頼/指示連絡
様々な役割メンバー間のクローズ情報共有

医療関係者
（DMATなど）

幹部職員

交通/ライフライン

などの関係者

県職員
他の自治体関係者

各対策部メンバー
（施設/情シスなど）

福祉関係者
（施設/専門職）

ルームメンバー例
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【11】 【対策本部】地図による異なる部門間の情報共有

復旧部

環境対策部 医務部

救護部

共有が困難だった各セクションの災害状況を地図を通じて共有

総務部 消防部

地理情報システム

各ｾｸｼｮﾝの情報をﾚｲﾔｰ管理共有情報を地図にプロット

システムで集約された情報を地図情報システムに送付

・各避難所施設損壊情報
・インフラ復旧情報
・火災、浸水等ハザード情報
・各チームの活動状況 など

情報共有すべき各セクションの情報を地図に集約
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【12】 【対策本部】地図による異なる部門間の情報共有

H

避難所、水道、交通、医療など、各対策部の情報を地図（アイコン）で表示

※上記は富士通㈱の地図システム「 GIFOCUS」との連携イメージです

×

×

×
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【13】 今後の課題

1.情報を集める

目的：簡単に操作が行える

検討①.画面遷移が少ない

検討②.入力し易い

検討③.自動化（機械/センサーで自動入力）

2.情報を集計/分析する

目的：各対策部が意思決定を行える集計フォーマットを作成する

検討①.ホワイトボードに記載している事項をレポートとして出力

検討②.外部関係機関への報告事項を自動的に報告

検討③.本部報告事項を自動抽出し報告

3.他に依頼/指示する

目的：依頼内容の進捗状況の確認および、自身の依頼事項の把握が行える

検討①.依頼した内容の進捗状況について可視化が行える

検討②.自身宛に来た依頼内容の把握が行える
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災害時医療・福祉コーディネート研修会 
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災害時医療・福祉コーディネート研修会  プログラム

１. インストラクター・受講者⾃⼰紹介（11:20~11:30） 

２. 災害医療・福祉コーディネートの⽬的（平川：11:30〜11:40）

３. 災害医療提供と法令（平川：11:40〜11:50） 

４. 災害⽀援チームとの連携（平川：11:50~ 12:00） 

５. 医薬品・医療資機材・福祉品の供給（平川・鈴⽊・⽥川：12:00~12:30）

６. 休憩（12:30〜13:10） 

７. 災害医療コーディネートの実際（熊本地震にて） 

８. 災害時医療・福祉ネットワークの使⽤法（鍋嶋：13:55〜14:25） 

９. 休憩（14:25~14:40） 

１０. グループワーク（⾏動計画・⽴案）(14:40〜15:40) 

１１.  質疑応答（15:40〜16:00） 

１２.  終了証 

（鈴木・田川・原田：13:10～13:55）
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災害医療・福祉コーディネーターの目的

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科

平川昭彦
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災害医療・福祉における「コーディネート；調整」の目的

１）被災地における緊急医療・福祉体制の構築

２）医療・福祉の継続と健康管理
-平時からの医療・福祉需要への対応
（救急医療、福祉対応など）
-災害時要援護者への対応（妊産婦、在宅医療、

機器依存治療、リハビリ、生活機能維持など）
-環境の悪化に伴う疾病要因への対応と予防
（感染症、肺炎、DVTなど）

３）保険医療・福祉サービス（体制）の回復

C: Command & control
（指揮命令と統制・連絡調整）

S: Safety（安全）
C: Communication（情報伝達）
A: Assessment（評価）
T: Triage（トリアージ・選別）
T: Treatment（治療）
T: Transportation（搬送）
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災害医療コーディネーターの基本

・ちーむ：目的、目標、場所、役割（リーダー、参謀、記録）
人員、会議、計画

・つなぐ：通信基盤、手段、相手（人、組織、コネ）

・じょうほう：取る、記録、分類、分析、共有

混乱の中に「ちつじょ」を取り戻す

役 割
All Member  職種依存性が低い

１）リーダー：目標、方針立案 （静・俯瞰）
２）サブリーダー：立案、評価（動・実行）
３）情報収集：データ、情報収集
４）情報管理：分類、分析、発信
５）情報記録：情報、活動の記録
６）ロジスティックス：チームの衣食住
７）リエゾン（コネ）：他組織との調整

各役割への人員配置（数）は状況により適宜
活動場所の確保を忘れずに
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「救護班・福祉班」 コーディネートのpoint

1）シームレス 初動 継続 撤収
Health（医療・福祉・保健・衛生など）のニーズ・優先順位

２）救護・福祉活動のチーム医療化
多職種連携（Interprofssional Work）

３）都道府県 二次医療圏 市区町村 の連携
支援 授受 の連携
救護・福祉班の要請・配分：サテライト制 エリア・ライン制
情報共有、可視化：ツールの統一

避難者のための多分野連携ラピッドニーズアセスメントフォーム

子供が学習するスペースがある

電力会社 □Yes □No 自家発電 □Yes □No

１０．ジェンダーへの配慮

行政との連絡

担当者 連絡先

避難所管理

セクター

食糧・栄養

水とトイレ・ごみ

保健・医療・福祉

子供の教育と保護

セキュリティー

□◎　　□○　　□△　　□×

絵本 □◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×保育士など

□◎　　□○　　□△　　□×

１１．子供の教育と保護

□Yes　□No

子供の遊ぶスペースがある □Yes　□No □Yes　□No

教科書 □◎　　□○　　□△　　□×おもちゃ

１２．サイトにおける人道支援の状況（コンタクトリスト）　例食糧・栄養：○△□NGO　山田たろう　０９０－＊＊＊－＊＊＊＊

□◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×

ノート

筆記用具

教師など

□Yes □No□Yes □No

□Yes □No □Yes □No手洗い場

使用可な
洋式トイレ

□Yes □No

□Yes　□No おむつ替えスペースがある女性用の洗濯物干し場がある

女性用の着替えスペースがある 授乳スペースがある□Yes　□No □Yes　□No

９．保健・医療・福祉

医療救護所に行くことができている

□Yes　□No

□Yes　□No

医療関係者による訪問サービスがある

□リハビリテーションチーム　□栄養士チーム　□その他

□頭痛　　□不眠　　□体のだるさ　　□気分の高揚　　□気分の落ち込み

コメント

子供はトイレを
使えている

使用可な
水洗トイレ

基
高齢者が夜間トイレ

に行けている
風呂・シャワー □Yes □No

ごみ回収

利用可能な水の状況（飲料水・生活水）

利用可能な通信の状況

利用可能な交通手段

□自家用車 □バス □電車 □タクシー

□ガソリン

利用可能な燃料の供給状況

□都市ガス

□FAX

□プロパンガス

□固定電話

□灯油

８．トイレと衛生・ごみ処理

７．ライフライン（水・電気・燃料・通信・移動）

□井戸水 □プール

数日以内に散見する症状

□水道水

男性用＜女性用

□衛星電話 □無線

電気の供給状況

□携帯電話

□給水車 □仮設水タンク

保健医療サービスの提供元（複数可）

□不安　　□　      　□　    　□      　　□

□ペットボトル □川・池・雨水

□PCメール

ごみ集積場所

ごみ焼却 □Yes □No

基

基

□発熱　　　□下痢　　　□嘔吐　　　□咳・鼻水・くしゃみ・痰　　□発疹

使用可な
仮設トイレ

□Yes □No

訪問はどのくらいの頻度か　　　□毎日　□２－３回/週　□１回/週　□常駐

□医療チーム（　□DMAT　□医療救護班　□精神科救護班　□その他）　

□看護師チーム　□保健師チーム　□薬剤師チーム　□こころのケアチーム
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医療へのアクセス

歯科衛生・栄養管理（専門家）

母子周産期支援（専門家）

在宅医療支援（保健師、専門家）

生活不活発対策（保健師、リハビリ）

精神・心理支援（DPAT、専門家）

福祉支援所支援（リハビリ、保健師）

避難所集約（保健師、医療救護班）

感染症対策（保健師、ICT、専門家）

深部静脈血栓症対策（保健師、専門家、検査技師）

避難評価・環境整備・救護所設置・巡回診療（保健師、救護班、専門家）

病院内（医療救護班、専門家）

病院搬送（DMAT、ド
クヘリ、自衛隊

海保など）

救助・救命（消防・警察・DMAT・救護班・JMAT）

発災直後 3日 ７日 14日 21日 30日

医師

看護師

保健師

行政 看護師 保健師
医療事務

行政 保健師
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救急医療
＋
福祉
＋
行政

災害対策
/ 防災

災害に強い町

地域住民 / コミュニティ

防災民度 一般市民の防災への意識を高める

今後の南海トラフ地震に備えて
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災害医療提供と法令

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科
平川昭彦
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災害支援チームとの連携

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科

平川昭彦

震災後の医療活動
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医療へのアクセス

歯科衛生・栄養管理（専門家）

母子周産期支援（専門家）

在宅医療支援（保健師、専門家）

生活不活発対策（保健師、リハビリ）

精神・心理支援（DPAT、専門家）

福祉支援所支援（リハビリ、保健師）

避難所集約（保健師、医療救護班）

感染症対策（保健師、ICT、専門家）

深部静脈血栓症対策（保健師、専門家、検査技師）

避難評価・環境整備・救護所設置・巡回診療（保健師、救護班、専門家）

病院内（医療救護班、専門家）

病院搬送（DMAT、ド
クヘリ、自衛隊

海保など）

救助・救命（消防・警察・DMAT・救護班・JMAT）

発災直後 3日 ７日 14日 21日 30日

外
部
の
救
護
班
要
請
計
画

立
ち
上
げ

チーム立ち上げはいつ？

私はちは何をすれば良いのでしょうか？
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災害医療コーディネートチームが
各団体をまとめる

災害医療コーディネートチーム

統括DPAT

DRAT

歯科医師会
国立病院機構

日本赤十字

DMAT
関係団体X

薬剤師会＋福祉関係チーム

チーム構成員は

人的医療資源から調達

多勢に無勢状態

人
的
医
療
資
源

地元を知らない
外部の

保険医療救護支援
（専門家＋一般）

＋

都道府県の
保険医療救護資源

（専門家＋一般）

＝
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私はちは何をすれば良いのでしょうか？

Type I 都道府県内の専門家が
外部支援を統制

都道府県の
保険医療救護資源

（専門家）

地元を知らない
外部の

保険医療救護資源
（専門家＋一般）

地元を知らない
外部の

保険医療救護資源
（専門家＋一般）

Type II 外部支援の専門家が
都道府県を統制

都道府県の
保険医療救護資源

（専門家）
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私たちは何をすれば良いの？

災害医療・福祉コーディネートチームのイメージ

災害医療・福祉コーディネートチーム

行政職員

福祉団体

医療関係者
福祉行政担当

福祉協会

行政職員
支援団体

医療行政担当
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藤田保健衛生大学チームの活動

災害医療本部 統轄

いつ、どのチームが来るかわからない

調整本部が統一していない （市と県）

藤田保健衛生大学チームの活動

近隣の診療可能機関の確認
県や市の調整本部との情報共有

県・市医師会との連携
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多くの救護班を調整するのは無理

支援側の窓口を集約する

サテライト制

ー調整する拠点を地域に分散する

ー都道府県 二次医療圏 市町村

エリア・ライン制

ー地区に分かれて担当救護班を決める

ー継続性のある救護班にラインの幹事を任せる

熊本西区役所管内支援体制

西区役所
区長

統括
保健子ども課

藤田

鹿児島

JMAT
佐賀
JMAT

京都
第2
日赤

宮崎
JMAT

保健師
名古屋、仙
台、神戸

・本部
・医療相談
・㋪金峰エリア
（3）

・㋪上熊本①
（７）

・㋪上熊本②
（７）

・㋪熊本（8） ・㋪三和（8） ・㋪その他

4/20現在

避難所 47カ所 避難者 8,000人
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熊本西区役所管内支援体制

西区役所
区長

統括
保険子ども課

清田

藤田

鹿児島
JMAT

保健師
名古屋、
仙台

・本部

4/29現在

宮崎
JMAT

藤田
トヨタ
記念

高知
DPAT

避難所数
上熊本エリア ６
花園エリア ７
合同庁舎 １
春日エリア ５
三和エリア ７
金峰エリア ９
アクアドーム １

総数 ３６

熊本(水
俣）JMAT

鍼灸師

DVT
チーム

避難所 36カ所 避難者 1,400人

災害時に総合力を発揮するリーダーの育成

課題：横断的な災害医療を実践できる次世代の災害医療人材の養成

臨床医学教育・研究領域

災害医療領域
・災害医療領域の専門人材養成
（医師・看護師・理学療法士・検査技師・レントゲン技師など）
・災害サイクル（急性期〜静穏期）に合わせた災害医療活動の提供
・刻々と変化する医療ニーズへの対応
・災害医療の専門的教育
・教育効果を高めるための教育システムの構築
・臨床災害医学教育領域の専門人材養成（医師以外）
・災害分野での研究モデルの構築

発災〜復興まで医療職種だけでなく、他職種・行政機関とも組織横断的に連携して「避けられる災害死」
「災害関連健康被害死」を最小限に食い止める（医師・看護師・理学療法士・検査技師・放射線技師など）

課題解決策 総合医療系大学の独自のプログラムで幅広い分野の災害教育を行い災害医療に欠かせない力を
身につける

学生教育

・災害医療の基本教育（災害全時相における課題を理解）
・アセンブリ教育にて職域を超えた組織横断的対応を学ぶ
・平時からの地域と連携した防災・減災活動
・被災地のボランティア活動
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超急性期 亜急性期 慢性期〜復興期

DMAT
医療支援
災害コーディネート

巡回診療
感染・血栓
予防医療
搬送

心のケア
災害弱者支援
プライマリーケア

災害医療では
組織横断的連携が必要

DMAT
医師会チーム

一般医師 歯科医
保健師 看護師
薬剤師 理学療法士
検査技師 放射線技師行政 消防

警察
医師会 大学病院
地域病院

・DMATなど超急性期の技術的な指導研修しかない
・災害の全時相を通して災害医療マネジメント能力を持つ各職種指導的リーダーの人材養成が急務

現況は
・藤田保健衛生大学・病院・自治体・地域医療機関などと連携強化
・日本福祉大学などと災害医療ワークショップ、災害医療教育シンポジウムなどの開
催
・日本福祉大学、半田市、IT企業と産学連携による災害医療・福祉情報伝達システム
の構築

・藤田保健衛生大学で高度災害医療人材養成プログラムを構築
・全国教育機関のモデルとなる
・常に時代のニーズに応じた最先端の高度災害医療人の継続的養成

南海トラフ巨大地震に対応

まとめ
・災害時、医療は救護班、福祉は福祉班が行う（半田市）

・コーディネーターはHealthのニーズと優先順位を考慮して、
救護班・福祉班を要請

・災害時診療録、アセスメントシート、災害処方箋、報告用紙
などはあらかじめ統一しておくと便利

・支援・受援に備えて自県・地域の救護班・福祉班（質・量）を
知っておく必要がある

・県、二次医療圏、市町村コーディネーター、救護班を有する
各組織・団体・サポートチームなどと平時から連携を取っておく
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医師

看護師

保健師

行政 看護師 保健師
医療事務

行政 保健師
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医薬品・医療資機材・福祉品の供給

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科

平川昭彦

避 難 所
県立総合体育館

・腰が痛い・血圧を測定してほしい ・今後の不安・補償などの説明 など
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中学校

・発熱／下痢 ・寝たきり高齢者の介護 ・夜が怖い ・衛生環境指導 など

１.手持ちの資源調査と確保

２.全ての資源投入先（需要）調査・評価・選択

３.資源投入の妨げへの対応

目標達成に必要な要素

64



南知多医療・福祉コーディネーターの業務

南知多地域の社会福祉施設の被災情報と需要の集約

評価・支援の計画

資源（医療・福祉・物資）分配の実行

収集すべき情報と分配すべき資源（例）

収集すべき情報
医療・福祉情報

社会福祉機関の情報
（建物、ライフライン、入所

者の情報；医療・福祉
ニーズ）

被災地情報
交通情報
天候情報
関係機関情報

分配すべき情報
医療・福祉資源

医療班
社会福祉士班
医療資器材
医療機器
福祉に関する資源
物資（食料、水、その他）
搬送手段（車輛など）
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避難者のための多分野連携ラピッドニーズアセスメントフォーム

子供が学習するスペースがある

電力会社 □Yes □No 自家発電 □Yes □No

１０．ジェンダーへの配慮

行政との連絡

担当者 連絡先

避難所管理

セクター

食糧・栄養

水とトイレ・ごみ

保健・医療・福祉

子供の教育と保護

セキュリティー

□◎　　□○　　□△　　□×

絵本 □◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×保育士など

□◎　　□○　　□△　　□×

１１．子供の教育と保護

□Yes　□No

子供の遊ぶスペースがある □Yes　□No □Yes　□No

教科書 □◎　　□○　　□△　　□×おもちゃ

１２．サイトにおける人道支援の状況（コンタクトリスト）　例食糧・栄養：○△□NGO　山田たろう　０９０－＊＊＊－＊＊＊＊

□◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×

□◎　　□○　　□△　　□×

ノート

筆記用具

教師など

□Yes □No□Yes □No

□Yes □No □Yes □No手洗い場

使用可な
洋式トイレ

□Yes □No

□Yes　□No おむつ替えスペースがある女性用の洗濯物干し場がある

女性用の着替えスペースがある 授乳スペースがある□Yes　□No □Yes　□No

９．保健・医療・福祉

医療救護所に行くことができている

□Yes　□No

□Yes　□No

医療関係者による訪問サービスがある

□リハビリテーションチーム　□栄養士チーム　□その他

□頭痛　　□不眠　　□体のだるさ　　□気分の高揚　　□気分の落ち込み

コメント

子供はトイレを
使えている

使用可な
水洗トイレ

基
高齢者が夜間トイレ

に行けている
風呂・シャワー □Yes □No

ごみ回収

利用可能な水の状況（飲料水・生活水）

利用可能な通信の状況

利用可能な交通手段

□自家用車 □バス □電車 □タクシー

□ガソリン

利用可能な燃料の供給状況

□都市ガス

□FAX

□プロパンガス

□固定電話

□灯油

８．トイレと衛生・ごみ処理

７．ライフライン（水・電気・燃料・通信・移動）

□井戸水 □プール

数日以内に散見する症状

□水道水

男性用＜女性用

□衛星電話 □無線

電気の供給状況

□携帯電話

□給水車 □仮設水タンク

保健医療サービスの提供元（複数可）

□不安　　□　      　□　    　□      　　□

□ペットボトル □川・池・雨水

□PCメール

ごみ集積場所

ごみ焼却 □Yes □No

基

基

□発熱　　　□下痢　　　□嘔吐　　　□咳・鼻水・くしゃみ・痰　　□発疹

使用可な
仮設トイレ

□Yes □No

訪問はどのくらいの頻度か　　　□毎日　□２－３回/週　□１回/週　□常駐

□医療チーム（　□DMAT　□医療救護班　□精神科救護班　□その他）　

□看護師チーム　□保健師チーム　□薬剤師チーム　□こころのケアチーム

収集すべき情報

被災地や避難所の状況を評価

藤田保健衛生大学チームの活動

電気 ○
水 △

ガス ×
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災害救急医療・福祉情報システム

• 各避難所の感染対策

避難所の土足厳禁

トイレのスリッパへの切り替え

手指消毒剤500本、マスク1000枚を要請し各避難所へ配布

• 避難者の自己管理能力向上

血圧計50台、体温計100本を確保し各避難所に配置

• 開院している医療機関・薬局の一覧表を作成し各避難所へ配布

• エコノミークラス症候群の予防

各避難所で1日2回、朝と夕にラジオ体操を流し、運動を促す

チラシ500枚配布（車中泊の車のワイパーに挟む）
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熊本西区役所管内支援体制

西区役所
区長

統括
保険子ども課

清田

藤田

鹿児島
JMAT

保健師
名古屋、
仙台

・本部

4/29現在

宮崎
JMAT

藤田
トヨタ
記念

高知
DPAT

避難所数
上熊本エリア ６
花園エリア ７
合同庁舎 １
春日エリア ５
三和エリア ７
金峰エリア ９
アクアドーム １

総数 ３６

熊本(水
俣）JMAT

鍼灸師

DVT
チーム

資源をどこから集めるのか？

地域によって全く違う！！

日 本 大 阪
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頼むもの 窓口（計画時の担当部署例） 具体的な要請先の例 連絡先

1 粉ミルク 福祉総務課 ドラックストア（協定）

健康推進・健康増進課 スーパー（協定）

危機管理室・課 備蓄

市民安全課・市民生活課

2 患者搬送 健康推進・健康増進課 消防・緊急消防援助隊

地域保健課 DMAT・日赤などの救護班

危機管理室・課 自衛隊

一般企業 民間救急

自衛隊

3 簡易トイレ（室内） 危機対策課 備蓄

総務課 販売業者

管財課 日本財団

産業政策課 コンビニ（協定）

4 飲料水 産業推進課 水道企業団

給水課 自衛隊

総務課 スーパー（協定）

上下水道部 コンビニ（協定）

企業局 備蓄品

水道局

危機管理室・防災課

５ 車両 危機対策課 トラック協会（協定）

防災推進課 バス協会（協定）

管財課 レンタカー（協定）

自動車販売店（協定）

６ バキュームカー 廃棄物対策課 環境整備課（県）

環境整備課 近隣市町（相互応援協定）

７ 物資輸送 危機対策課 危機対策課（県）

防災推進課 トラック協会（協定）

管財課 軽自動車運送協同組合（協定）

漁業協同組合（協定）

タクシー協会（協定）
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それでは皆さんで考えましょう

70



熊本地震での医療支援

藤田保健衛生大学病院

総合救命救急センター

看護長 救急看護認定看護師

鈴木 朝子

準備 ＋ 3つのL

準備

Link（つなぐ）Listen（聞く）Look（見る）
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 避難所巡視

• 避難所内は土足のまま

• トイレも、もちろん土足のまま使用

• トイレの水は流れない

川やプールから汲んで来た水を貯めて使用

• プライバシーの保護が難しい

• 犬やウサギなどのペットが一緒に生活している

• 活動範囲が狭い

• 高齢者が多い

• 夜の車中泊が多い

• 炊き出しはかなり充実

• 震度4～5クラスの余震

 医療相談・避難所巡視

• 血圧を測って欲しい

• 痛み止めを出して欲しい

• 風邪薬を出して欲しい

• 腰痛のためシップが欲しい

• 寂しいから話を聞いて欲しい

• 夜が眠れない

• 皮下出血の相談

食事の変化に伴い、普段内服

している薬の効果に変化？
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• 県や市からの情報が全く届かない

• 県に情報を流しても、その後音沙汰がない

• 明日、消毒液が届くかもしれないと聞いているが、何時に
どのくらいの数が届くのかわからない

• 医療チームがどれだけ来るのか？

• 「○○避難所で子供が嘔吐している」
「○○避難所で高熱の子供がいる」 と電話連絡が・・・

「今、このような状況だから、○○がいくつ必要」
と、主体的な行動が必要

アセスメントをして
次に 「つなげる」 ことが必要

C: Command & control

（指揮命令と統制・連絡調整）

S: Safety（安全）

C: Communication（情報伝達）

A: Assessment（評価）

T: Triage（トリアージ・選別）

T: Treatment（治療）

T: Transportation（搬送）

H：Healthcare Triage 
（ヘルスケア・トリアージ）

H：Helping Hand 
（手を差し伸べる）

H：Handover
（つなぐ）

地域保健・福祉
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C : （指揮命令と統制・連絡調整）

• 本部長：熊本県熊本市西区役所 区長

• 統括：熊本市役所 保健所

S : （安全）

• 震度5クラスの余震多発

• 道路の破損で段差が多いため、夜の走行は危険

• 破損した地面は、注意喚起されていた

• 水道は、一部でのみ使用可能

• 避難所やトイレが土足で使用されている

• 避難所の中に、ペットも同じ場所で寝ている

• 地面に直接寝たり、車中で睡眠をとっている人が多い

C : （情報伝達）

• 電話の使用良好

• 携帯電話使用可能

• メールの使用良好

A : （評価）

• インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症が広がる恐れ

• 不眠によるストレス蓄積や精神科疾患患者の病状悪化

• 運動量の低下から消化不良や肺塞栓症を起こす恐れ

• 超急性期は脱し、慢性期疾患患者の状態悪化
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T T T : （トリアージ・選別、治療、搬送）

• DMAT1隊とJMAT3隊、日赤1隊が担当し、
処置・トリアージを施行

• 救急車での搬送は可能

• ドクターヘリは熊本医療センターにある

• 指揮命令系統がはっきりしていない。

• 他の医療班とのコミュニケーションが全く取れていない。

• 統括と各チームとの統制ができていない。

• 避難所のアセスメントができていない。

• 福祉の需要に対応ができていない。

• 避難所へ医療者が入ることにより、避難者の甘えを招いて
しまう可能性があるため、今後の関わりについて課題が残
る。（しかし周囲の医療機関の状況にもよる）

最終的には、西区役所の職員自身が統制を取って
行くことができるような支援をする必要がある

西区役所からの要請
「当院に統括して欲しい」
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• 血圧計・体温計
• 消毒液、次亜塩素酸ナトリウム
• 吐物の処理方法の用紙

• 開院している医療機関・薬局の
一覧表

• 各避難所責任者の明確化
• 必要物品の配布

DVTチーム

• DVTチェックリストと弾性ストッキングの配布

• DVTチーム活動のアナウンス

DPAT（精神科）・臨床心理士

• 避難所巡視からの情報

DRAT（リハビリ）・鍼灸師

医療機関との連携

• 褥瘡のある方への対応

• 脱水高齢者の入院対応

警察への情報提供

• 不審者への対応

• 災害弱者の保護 （女性・子ども・高齢者など）

• 各避難所責任者との連携
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普段、保健師が対応しているところに手が届いていなかった

• 寝たきりの方の対応

• 昼間、避難所にひとりで放置されている

• 家から動けない

• 食事は避難所に取りに来れる人の分のみ

• 精神科疾患の方の対応

• 外国人の妊婦の対応

子どもの精神的ケア

• 余震が続く中、不安が増大

• 不眠

地元の人の得意分野を発揮

• 日頃から得意にしていることを発揮できる場を儲ける

• 役割を持たせることが大切

医療ニーズの有無にあわせ、
医師チームと保健師チームと
の振り分け
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災害時のロジスティックの重要性

平成29年11⽉19⽇(⽇)

熊本地震での医療支援の経験から

藤田保健衛生大学病院

業務調整員 田川 良一

4⽉19⽇４⽉16⽇

藤⽥保健衛⽣⼤学病院の活動

４⽉14⽇ 4⽉18⽇ 5⽉8⽇

撤
収
撤
収

震度７
(前震)

6強
(本震)

派
遣
決
定

医
療
⽀
援
チ
ー
ム

で
の
派
遣
を
検
討

21⽇間
全7チーム
(29名)
を派遣

活
動
開
始

活
動
開
始

医療⽀援チームとしての活動医療⽀援チームとしての活動

愛知県、厚⽣労働省と
の連携
DMAT派遣チーム調整

愛知県、厚⽣労働省と
の連携
DMAT派遣チーム調整

愛知県⇔熊本県
熊本市⻄区役所との連携
医療チーム派遣調整

愛知県⇔熊本県
熊本市⻄区役所との連携
医療チーム派遣調整
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発災から５日後…

熊本市⻄区役所内
到着時の様⼦

最新情報？
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気づいたこと

⻄区
役所

医師

医師会チーム

はり・きゅう

診療開始

医療相談

透析可能
⻭科/⼩児科

住⼈からの相談

さまざまな機関が活動

• 政府・⾃治体、⾃衛隊、警察・消防機関
• DMAT、DPAT、JRAT、ICAT（感染制御⽀援チーム）
• 福祉チーム、保健師チーム、
• ⽇本⾚⼗字社、医師会、看護協会、薬剤師会、
• ボランティア
など・・・
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情報のつなぎ合わせ

まずはつなげる準備を！
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「混乱」の回避の原因と手段
• 個々の活動が孤⽴
• 指揮系統が崩壊

– 指⽰が伝わらない（情報断絶）
– 指⽰が間違って伝わる（情報誤認）
– 適切でない指⽰が出る（本部の混乱）

• 本部の混乱
– 本部（⻑）の頭が混乱
– 本部（⻑）の情報処理能⼒の限界

• 情報処理能⼒
– 本部に⼊る情報、出ていく指⽰の整理

経時活動記録
（クロノロ）

組織図

ホワイトボードの活用意義

• 指揮者の得た情報、指⽰を本部内で共有
–指揮者⾃⾝の頭の整理になる

–すべての本部要員が同じ情報のもとで活動

–後着隊、交代の指揮者がボードを⾒るだけで
迅速に活動全体像を把握できる

–電⼦化することにより記録となり、ＥＭＩＳ
を通じて共有できる。
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ホワイトボードで共有すべき情報

• 指揮系統図と活動部隊・⼈員と現在の活動
• 主要連絡先
• 経時活動記録（クロノロ）
–問題・解決リスト
–活動⽅針

• 被災状況・現場状況（地図）
• その他

指揮系統図と主要連絡先
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指揮系統図と主要連絡先

「混乱」の回避手段
• 個々の活動が孤⽴
• 指揮系統が崩壊

– 指⽰が伝わらない（情報断絶）
– 指⽰が間違って伝わる（情報誤認）
– 適切でない指⽰が出る（本部の混乱）

• 本部の混乱
– 本部（⻑）の頭が混乱
– 本部（⻑）の情報処理能⼒の限界

• 情報処理能⼒
– 本部に⼊る情報、出ていく指⽰の整理

経時活動記録
（クロノロ）

組織図

84



半田市災害対策本部組織図

救護部に
いろいろな情報が入ってきました

Ｃ避難所です。
数日前からずっと咳込んでいる男性がいます
Ｆ避難所です。
避難されている方が少なくなり、あと数日で閉
鎖したいと思います

災害対策本部です。
3時間後に避難所の状況を教えてください
Ｂ避難所です。
車中泊の方が夜間に避難所で仮眠する方が
多く、夜になると避難所内はいっぱいです

災害対策本部です。
明日から毎朝8時に、褥瘡、精神疾患等の数の
把握、昼・夜間の避難者の数を報告してください

あれ？
災害対策本部に避難所の状況を伝える時間は
何時間後でしたか？
明日からの定時報告は何を伝えればよかったで
しょうか？
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クロノロが有効

時間 発信元 発信先 内容

○○：○○ Ｃ避難所 救護部 数日前からずっと咳込んでいる男性がいます

××：×× Ｆ避難所 救護部 避難されている方が少なくなり、あと数日で閉鎖した
いと思います。

△△：△△ 災害対策本部 救護部 3時間後に避難所の状況を教えてください

□□：□□ Ｂ避難所 救護部 車中泊の方が夜間に避難所で仮眠する方が多く、
夜になると避難所内はいっぱいです。

●●：●● 災害対策本部 救護部 明日から毎朝8時に、褥瘡、精神疾患等の数の把
握、昼・夜間の避難者の数を報告してください

クロノロの実際

22日 9:30 熊本JMAT(百崎内科）3名到着

9:30 熊本JMAT（まつもと）1名到着

9:49 鹿児島JMAT4名到着

9:49 熊本JMAT（多いし）2名到着

10:00 ミーティング開始

10:04 病院対策本部より、要請があった物資はAM３時に出発した。10時現在山口県を通過。午後には到着する予定。

10:15 今週土・日で診療可能な医療機関が確認出来次第チームへ展開することとなる

また、処方箋の取り扱いについて、発行が可能か、薬局の状況を含め情報共有する

10:25 薬務衛生課（シマ様）より、処方箋発行の件、発行して問題ないとの回答をいただく。（情報共有済）

10:32 市調整本部より派遣チームについて、平川に電話アリ。２チーム（中京・茨城）派遣した旨の連絡あり

10:45 各チーム担当　出発

11:24 和歌山・中京　到着

11:25 看護師（山田）医療相談へ向かう

11:35 愛知県庁医務国保課より、西区役所（本部）に今回派遣した中京病院から継続的に派遣する旨の連絡あり

11:41 藤田チーム（第２陣）到着

11:51 精神保健福祉室より、本日PMより　DPATが西区入りする旨の連絡あり

11:57 茨城チーム到着

12:07 佐賀JMAT　合同校舎終了の報告あり

12:08
西区役所（本部）に届いた物資について、愛知県から支援いただいたものであるため、熊本県調整本部へ物資到着
の報告をした。→この物資の取り扱いについて確認し、県で再分担は非効率的であるとの回答があり、分配調整は
西区で行っていただいて良いとの了承をいただく（調整本部　オオノ先生）

12:25 福岡JMATから、池田小終了、県立体育館へ。千原台高校を茨城へ依頼

22日 9:30 熊本JMAT(百崎内科）3名到着

9:30 熊本JMAT（まつもと）1名到着

9:49 鹿児島JMAT4名到着

9:49 熊本JMAT（多いし）2名到着

10:00 ミーティング開始

10:04 病院対策本部より、要請があった物資はAM３時に出発した。10時現在山口県を通過。午後には到着する予定。

10:15 今週土・日で診療可能な医療機関が確認出来次第チームへ展開することとなる

また、処方箋の取り扱いについて、発行が可能か、薬局の状況を含め情報共有する

10:25 薬務衛生課（シマ様）より、処方箋発行の件、発行して問題ないとの回答をいただく。（情報共有済）

10:32 市調整本部より派遣チームについて、平川に電話アリ。２チーム（中京・茨城）派遣した旨の連絡あり

10:45 各チーム担当　出発

11:24 和歌山・中京　到着

11:25 看護師（山田）医療相談へ向かう

11:35 愛知県庁医務国保課より、西区役所（本部）に今回派遣した中京病院から継続的に派遣する旨の連絡あり

11:41 藤田チーム（第２陣）到着

11:51 精神保健福祉室より、本日PMより　DPATが西区入りする旨の連絡あり

11:57 茨城チーム到着

12:07 佐賀JMAT　合同校舎終了の報告あり

12:08
西区役所（本部）に届いた物資について、愛知県から支援いただいたものであるため、熊本県調整本部へ物資到着
の報告をした。→この物資の取り扱いについて確認し、県で再分担は非効率的であるとの回答があり、分配調整は
西区で行っていただいて良いとの了承をいただく（調整本部　オオノ先生）

12:25 福岡JMATから、池田小終了、県立体育館へ。千原台高校を茨城へ依頼
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経時活動記録（クロノロ）

• 汎用性のある記録ツールである。

• 本部を通り過ぎていく情報を時刻とともに記載

• 本部に入った情報および指示事項を記載

• 発信元、発信先を明記

• 記録員を置いて、本部長、リーダーが書くことを指示

• 定期的に本部要員で共有、見直し、方針を明示する

• 予定については、予定が立った時刻を記載し、その横に
予定事項、予定時刻を記載する。

• 速やかに電子化する。（記録として、ホワイトボードが
いっぱいにならないため）

半田市訓練被害想定

11月17日(金)AM6時ごろ、M8.6の地震発生

半田市の最大震度は「6強」

67分後に津波第一波が到達

多くの家屋が倒壊

ライフラインは停止

各避難所には避難者が殺到
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過去地震最大モデルによる
被害想定

半田市ホームページより抜粋

高潮浸水想定

半田市ホームページより抜粋
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イメージしてみると…

半田市の最大震度は「6強」

67分後に津波第一波が到達

多くの家屋が倒壊

ライフラインは停止

各避難所には避難者が殺到

被害状況はどこから集まるんだろう?

市役所は浸水被害の可能性は？

市役所にも避難者殺到→誰が対応？

救護部としてどんな情報が必要？

非常時の通信手段はなにがある？

停電したら通信はどうなるんだろう？

避難所、福祉避難所、市役所(本部）
等への移動は？

防寒対策、感染予防対策、車中泊の
対応、防犯対策…

まとめ

業務調整員の役割 ⇒ 情報と資源の管理

–通信の確保

–情報の収集・記録・伝達・共有

–関係機関との調整

–資源の確保

–資源の移動/輸送

–活動現場の環境整備（活動・生活）

ＤＭＡＴ研修資料より抜粋
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熊本地震における
医療支援と連携した
福祉支援の経験

日本福祉大学

原田正樹

藤田保健衛生大学との連携
2013年9月 地域連携プラットフォーム設立

2014年3月 大規模災害発生地域における医療・福祉

連携に係る意見交換会

2015年2月 両大学の包括連携協定

2015年9月 共同シンポジウム「地域包括ケアシステム」

2016年4月 多職種連携教育

2016年4月 熊本地震での支援活動

2016年6月 第4回「大規模災害発生地域における

医療・福祉連携に係る円卓会議」

2017年4月 日本福祉大学減災支援・連携機構設立

2017年4月 半田市において「災害救急医療・福祉情報

システムの共同開発事業」
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熊本地震への本学の対応

4月14日 ２１：２６ 前震

4月15日 平川教授から現地の情報提供

ＤＭＡＴは解除／慢性期に備える必要

4月16日 １：２５ 本震

4月18日 平川教授から熊本市西区へ支援決定

本学への正式なＳＷ派遣要請

学内にて募金活動、現地情報収集

4月19日 学内にて熊本への派遣決定

4月20日 現地に向け出発

4月21日～25日 熊本市西区にて活動

4月29日～5月8日 西原村にて災害ボランティア活動
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避難所でのＳＷ活動

避難所で、表情の硬い人、周囲と孤立している人、
寝込んでいる人などに声をかける。

80代女性 「夜トイレに行かないように、水分を

控えている。」

→避難所運営責任者へ

30代母子 「お子さんは普段と変わりないですか」

→看護師につなぐ。

70代男性 「ここ数日、夜寝られない」

→医師からつながれる。
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医療的ケアの必要な子どもの支援

西区 県立特別支援学校

→ 障害児支援団体から連絡入る

特別支援学校の教室に支援が入っていない。

→ 体育館は避難所、生徒たちは教室避難。

→ 平川先生に報告、翌日から巡回。

熊本市民病院（ＮＩＣＵ）が被災

医療ケア児が各避難所に分散して避難

避難所にいる親子への情報提供

→ 治療と日中預かり機能 支援団体へ
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避難所での福祉ニーズ
相談相手がいない。

「職員さんは、みんな忙しそう。」

情報が届かない。

避難所にテレビがない。

携帯がない人たちは情報が入らない。

入り口の掲示物は見えないし、難しい。

これからの生活の見通し。

何をすればいいのか－放心とあきらめ

避難所に入れない、入らない人たち（車中泊）

避難所の運営ルールとトラブル

福祉支援が学ぶこと
発災直後の福祉ニーズにどう応えるか。
そのときの医療チームとの連携。
福祉支援は、医療チームの撤退後では遅すぎる。

地元自治体との連携システム。
福祉事務所は書類手続きで忙殺される。
福祉施設、福祉避難所は後回し。（専門職がいるから）
行政と事業所、地域包括支援センターとの
連絡がつかない。安否確認ができない。

福祉施設：福祉避難所としての準備ができてない。
小回りの効く福祉支援チームが必要。
ＤＷＡＴ「ＤＷ(Welfare)ＡＴ」、
ＤＳＣＡＴ「ＤＳＣ（Social Care）ＡＴ」
業務調整員（logistics）の役割とチーム編成
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TELTEL 0303--68666866--34503450

FAXFAX 0303--68666866--38203820
URLURLURLURL https://www.facebook.com/emergencycall1995

URLURL http://www.infocom-sb.jp/blog/

EE--mailmail emc-info@infocom.co.jp
URLURL http://www.infocom-sb.jp
EE mailmail emc info@infocom.co.jp

107



 11/19 災害時医療・福祉コーディネート研修会 参加者名簿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

★

★

★

★

◎

◎

◎

◎

◎

★：オブザーバー参加
◎：インストラクター

半田市 高齢介護課長

 半田市 高齢介護課 主査

半田市 幼児保育課長

 半田市 保健センター 保健師

半田市 地域福祉課長

愛知県半田保健所　所長

愛知県半田保健所　主任主査

日本福祉大学 社会福祉学部 教授

日本福祉大学 看護学部 准教授

日本福祉大学 企画政策部 企画政策課 主幹

インフォコム株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部  危機管理ソリューション営業グループ

日本福祉大学 健康科学部 准教授

日本福祉大学 福祉経営学部 准教授

村井　裕樹

山本　克彦

 半田市 地域福祉課 書記

 半田市 地域福祉課 主査

社会福祉法人 半田市社会福祉協議会
地域包括支援センター 副センター長 社会福祉士、主任介護支援専門員

社会福祉法人 半田市社会福祉協議会
障がい者相談支援センター 副センター長 社会福祉士、精神保健福祉士

日本福祉大学 企画政策部 企画政策課 

岡崎　佳子

大森　皓介

榊原　宏之

渡辺　富之

高浪　浅夫

薮内　清子

所属・役職

社会福祉法人 半田市社会福祉協議会 事務局長

社会福祉法人 半田市社会福祉協議会
ふくし支援グループ長 精神保健福祉士、介護支援専門員

蜷川　裕一

浅井　隆之

倉本　裕士

増井　恒夫

田口　洋子

原田　正樹

徳山　勝

氏名

水野　節

前山　憲一

對馬　清美

鍋嶋　保志

新美　綾子

平川　昭彦 藤田保健衛生大学　医学部　災害外傷外科　教授

鈴木　朝子 藤田保健衛生大学　看護部　看護師長

横田　正明 藤田保健衛生大学　産学連携推進ｾﾝﾀｰ　課長

田川　良一 藤田保健衛生大学　外来医事課　課長

 半田市 半田病院 管理課 主事岩田　幸士
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「災害時医療・福祉コーディネート研修会」の開催

本学は、南海トラフ巨大地震発生時に備えて知多半島の社会福祉施設の被災状況を早急に把握し、医療・福祉

支援を行うために、ITを活用した災害救急医療・福祉情報システムを構築することを目的として、半田市、イン

フォコム株式会社、藤田保健衛生大学、日本福祉大学の4者によるWGを立ち上げ、検討を進めてきました。 
今回、11月 19日（日）に災害時、被災地における緊急医療・福祉体制の構築といったコーディネータの役割

を学ぶ「災害時医療・福祉コーディネート研修会」が半田市庁舎にて開催され、約30名が参加しました。通常、

DMAT のロジスティック研修は国では 2 日間、愛知県でも 1 日かけて実施されていますが、今回は半日で基礎

的な部分を学ぶプログラムで行い、且つ医療と福祉の両方から対応することの重要性を学ぶ貴重な研修として開

催されました。

午前中には同日に開催された半田市総合防災訓練の災害対策本部に災害救急医療・福祉情報システム構築 WG

のメンバーが加わり、これまで検討してきたシステムを活用して実際に各避難所から集まった情報の分析などを

行いました。参加者は藤田保健衛生大学の平川昭彦教授から熊本地震での支援の経験を踏まえ、指揮命令系統の

構築の重要性などを学びました。 

続く研修会では、熊本地震において現地で活躍された藤田保健衛生大学の平川教授だけでなく、業務調整員と

して指揮をとられた田川良一氏や看護長として医療的支援に携わった鈴木朝子氏、福祉の視点で医療チームと連

＜参考＞日本福祉大学HP掲載記事 
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携し支援に携わった本学、原田正樹減災連携・支援機構長からの報告やインフォコム株式会社の鍋嶋保志氏によ

る災害時におけるネットワークの使用方法についての説明などが行われました。 

研修会の締め括りとして、災害が起きたと仮定したシミュレーションも行われました。シミュレーションは 2
つのグループに分かれ、それぞれのグループでリーダーや情報収集などの担当を決めることから始め、ホワイト

ボードを活用した情報の整理（クロノロ*）、必要な物資を確保するための電話掛けなど約1時間、緊張感のある

中で行われました。

 災害はいつ起きるか分かりません。実際に参集できる人の保障もない中で、限られた体制で何ができるのか、

実際にシミュレーションすることで課題や各個人や組織として平時から備えておくべきことなどを整理する貴

重な機会となりました。

*クロノロ：クロノロジー（chronology）のことであり、時系列で活動の記録を示すこと 

最後に参加者へ半田市より修了証が手渡され、研修会が終了しました。

◆研修会プログラム

内容 登壇者

災害医療・福祉コーディネートの目的

平川 昭彦（藤田保健衛生大学 医学部 災害外傷外科 教授） 
災害医療提供と法令

災害支援チームとの連携

医薬品・医療資機材・福祉品の供給

災害医療コーディネートの実際（熊本地震にて） 
鈴木 朝子（藤田保健衛生大学 看護部 看護長）

田川 良一（藤田保健衛生大学 外来医事課 課長）

原田 正樹（日本福祉大学 学長補佐、減災連携・支援機構長） 
災害時医療・福祉ネットワークの使用法 鍋嶋 保志（インフォコム株式会社）

グループワーク（行動計画・立案） ―
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災害時医療・福祉コーディネート研修会アンケート結果 11/19

１. 研修会に参加して意義はありましたか？

１. 大変あった ２.少しあった ３.ふつう ４.あまりなかった ５.なかった

14/15       1/15

２. 災害医療・福祉コーディネートの目的は理解できましたか？

１. 大変できた 2.少しできた ３.ふつう 4.あまりできなかった ５.できなかった

9/15  6/15 

３. 災害医療提供と法令は理解できましたか？

１. 大変できた 2.少しできた ３.ふつう 4.あまりできなかった ５.できなかった

2/15  13/15 

４. 医療支援チームの連携は理解できましたか？

１. 大変できた 2.少しできた ３.ふつう 4.あまりできなかった ５.できなかった

8/15  7/15 

５. 医薬品・医療資機材・福祉品の供給は理解できましたか？

１. 大変できた 2.少しできた ３.ふつう 4.あまりできなかった ５.できなかった

  8/15  6/15  1/15 

６. 災害時医療・福祉ネットワークを使用することができますか？

１. 大変できる 2.まあまあできる ３.ふつう 4.あまりできない ５.できない

1/15  9/15  5/15 

７. 災害医療・福祉コーディネートのグループをすぐ立ち上げることができますか？

1. 大変できる 2.まあまあできる ３.ふつう 4.あまりできない ５.できない

1/15  5/15  9/15 

８. 避難所を確認し、情報の収集と評価を行うことができますか？

１. 大変できる 2.まあまあできる ３.ふつう 4.あまりできない ５.できない

 11/15   4/15 

９. 今回の講習会の時間についてどのように思われましたか？

１. 大変長い 2.少し長い 3.丁度良い 4.少し短い 5.短い

  7/15    5/15    3/15 

１０.半田市における災害対策において何かあれば、意見をお願いします。 

（2 ページ目参照願います） 

ありがとうございました。 
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項目 10.に対する意見 

◎大変勉強になりました。続けることと普段の活動とどうつなげていくかを考えたいと思い 

ます。 

◎現状を理解し職員で共有すること、意識からまず少しずつ変えたいです。 

 もっと災害対策を様々な方面から学びたいと思います。 

◎日頃の地域のつながりが必要だと思います。 

 地域福祉の推進の具体化（見える化）の必要性を感じます。 

◎在宅の避難者に対するアセスメント等考えてみたい。 

◎今回の研修の意識を行政に理解していただきたい。 

項目 7に対する意見 

◎（3 を回答） 今の体制では難しい。でも必要なことだと理解しました。 

  項目 9に対する意見 

◎（5 を回答） もっと学びたいです。 
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日 時 平成３０年３月２９日（木） 

 １３：３０～１５：５０ 

場 所 半田市役所 大会議室 

災害医療・福祉情報システム構築共同研究プロジェクト 

（藤田保健衛生大学・日本福祉大学・株式会社インフォコム・半田市） 

113



開催日 主な議事 詳細 

平成 29 年 

４/25 
構成員、開催日および今後の作業工程の確認 現状と今後のスケジュール確認 

5/16 「情報システム」の項目素案の検討 医療・福祉面で求められる項目素案の提示 

6/13 「運用システム」の素案の提示 
発災時の災害医療・福祉支援チームの活動

イメージの紹介 

7/11 
共同研究に関する覚書の確認 

「運用システム」の福祉現場での課題整理 
共同研究に関する覚書の締結完了報告 

8/ 8 
「情報システム」の試作 

半田市総合防災訓練に向けての協議 

半田市総合防災訓練に係る情報システムの

利用方法の確認 

9/28 災害時医療・福祉コーディネート研修会の提示 半田市総合防災訓練の内容整理 

10/10 半田市総合防災訓練に向けての最終確認 半田市総合防災訓練の最終確認 

11/19 
半田市総合防災訓練にて試験運用 

災害時医療・福祉コーディネート研修会 

オペレーション室にて避難所等の状況評

価、対応方法等を訓練 

情報収集・関係者との調整役となるコーデ

ィネーターを養成する研修会の開催 

12/19 半田市総合防災訓練の振り返り 
災害対策本部への要望確認 

情報システムのメリット・課題等の整理 

平成 30 年 

1/16 
EMIS や防災情報システム等との項目調整 

情報システムの医療系システム（EMIS）へ

の対応調整 

2/27 プロジェクトの成果報告会の最終確認 情報システムの最終調整 

東海・東南海・南海地震を震源域とする、南海トラフ巨大地震は、広範囲でかつ、大規模な

被害が想定され、いつどこで起きてもおかしくない状況下にあります。 

多くの市民の方が避難生活を送らざるを得ない未曾有の災害時、とりわけご高齢の方や障が

いのある方などを始めとした要配慮者の避難支援において、一人でも多くの生命を守るため

「医療」と「福祉」の連携の重要性は益々高まっています。 

このような中、今年度より藤田保健衛生大学、日本福祉大学、(株)インフォコム、半田市の

４者で共同研究を行う運びとなり、医療・福祉の災害現場におけるノウハウをＩＴ技術により

情報を処理し、これを運用する体制の整備を目指した「半田モデル」が構築できるよう、この

一年協議・検証をしてきました。主な内容は下記のとおりです。 
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プ ロ グ ラ ム 

１ 開会あいさつ 

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科教授 平川昭彦 氏 

半田市長 榊原純夫 

２ 講演  

「災害時における医療と福祉の連携の必要性について」 

  藤田保健衛生大学 災害・外傷外科教授 平川昭彦 氏 

３ 報告①  

「災害医療・福祉情報システム（共同開発）の経過と成果について」 

日本福祉大学 学長補佐 減災連携・支援機構長 原田正樹 氏 

４ 報告②  

「災害医療・福祉情報システム（情報入力・集約システム）の概要」 

インフォコム株式会社 上級主任 鍋嶋保志 氏 

５ ミニシンポジウム  

  「災害医療・福祉情報システム導入の必要性について」 

【シンポジスト】 

特定非営利活動法人りんりん 理事長 渡邉千恵 氏 

愛知県半田保健所長 増井恒夫 氏 

半田市社会福祉協議会 ふくし支援グループ長 前山憲一 氏 

半田市福祉部長 新村 隆 

【コーディネーター】 

日本福祉大学 看護学部准教授 新美綾子 氏 

６ 閉会あいさつ 

日本福祉大学 学長補佐 減災連携・支援機構長 原田正樹 氏 
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半田市WG成果報告会

藤田保健衛生大学 災害・外傷外科

平川 昭彦

「災害時における医療と福祉の連携の必要性について」

2018.3.29

・ 災害とDMAT

・ 熊本地震の実際

・ 災害時のおける医療と福祉の重要性

・ 南海トラフ地震に備えて
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災 害

人為災害v自然災害

自然災害

• 自然災害：地震、台風、津波、洪水、旱ばつ

疫病、飢餓など

フィリピン台風（2013） ネパール地震（2015）
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火災、爆発物、銃火器、発電所事故、建造物崩壊、交通
事故（航空機、鉄道など）、化学兵器、生物兵器、核兵器

人為災害

戦争・紛争・難民

タイ・カンボジア・ベトナム戦争

日本の救命センターの夜明け

人道的緊急事態
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地震

大雨（台風含む）

噴火

干ばつ

熱波

1990年以降の世界の自然災害（死者別）

６６％

２９％

２％

０％

３％

阪神・淡路大震災
（1995.1.17 午前５時４６分 マグ二テュード7.2)

全壊家屋：１０４,９０６棟
被災家屋：５１２,８８２棟
死者・行方不明者：６,４２５名
負傷者：４３,７７２名

避けられた災害死

500名以上
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災害派遣医療チーム
（ Disaster Medical Assistance Team ; DMAT )

平成17年４月に発足

警察消防 自衛隊

医師・医療従事者医師・医療従事者

DMAT

震災後の医療活動
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広域災害時DMATの指揮系統

厚生労働省本部

DMAT事務局
被災都道府県災

害対策本部

DMAT都道府県
調整本部

DMAT
SCU本部

DMAT
活動拠点本部

DMAT
活動拠点本部

現場活動
指揮所

病院支援
指揮所

現場活動
指揮所

病院支援
指揮所

診療
部門

広域医療搬
送機内活動

部門

被災地外
都道府県

地域医療
搬送部門

DMAT都道府県
調整本部

DMAT
域外拠点本部

参集拠点

災害拠点病院

医療機関

愛知県庁

災害拠点病院

基幹災害医療センター

34病院
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・ 発災初期より東海地域の統括部署となりDMATをまとめる

・ 被災地内での迅速な医療活動の災害医療教育・研修・訓練

藤田保健衛生大学と愛知医科大学

基幹災害医療センター

DMAT指揮情報活動の優先順位

災
害
拠
点
病
院

一
般
病
院

孤
立
集
落
現
場

避
難
所

病院支援

搬送支援

広域医療搬送

病院避難活動

現場活動

搬送支援

搬送支援

救護所活動

リスト作成と情報収集
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・ 高齢者 ・ 障害者 ・ 乳幼児
・ 妊婦 ・ 傷病者
・ 日本語が不自由な外国人

災害時に自力で避難すること
が困難な人

・ 熊本地震の実際
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2016年4月16日（土）1時25分
M7.3

2016年4月14日（木）21時26分
M6.5

平成熊本地震
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 医療相談・避難所巡視

• 血圧を測って欲しい

• 痛み止めを出して欲しい

• 風邪薬を出して欲しい

• 腰痛のためシップが欲しい

• 寂しいから話を聞いて欲しい

• 夜が眠れない

• 皮下出血の相談

食事の変化に伴い、普段内服

している薬の効果に変化？

巡回診療

巡回診療

• 避難所内は土足のまま

• トイレも、もちろん土足のまま使用

• トイレの水は流れない

• 川やプールから汲んで来た水を貯めて使用

• プライバシーの保護が難しい

• 犬やウサギなどのペットが一緒に生活している

• 活動範囲が狭い

• 高齢者が多い

• 夜の車中泊が多い

• 炊き出しはかなり充実

• 震度4～5クラスの余震
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DVT（血栓予防）チーム

• DVTチェックリストと弾性ストッキングの配布

• DVTチーム活動のアナウンス

DPAT（精神科）・臨床心理士

• 避難所巡視からの情報

DRAT（リハビリ）・鍼灸師

医療機関との連携

• 褥瘡のある方への対応

• 脱水高齢者の入院対応

警察への情報提供

• 不審者への対応

• 災害弱者の保護 （女性・子ども・高齢者など）

• 各避難所責任者との連携

問題点

• 災害急性期でも福祉のニーズは多い

• 避難所への医療が優先

（在宅や介護施設は？）

• 効率良い災害支援活動

（福祉チームも含めた多職種チームを構成）
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・ 災害時のおける医療と福祉の重要性

日本福祉大学支援チーム
（4/22〜5/4）

• 避難所の責任者との信頼関係が確立

• 衛生評価

• 違った視点から避難者や避難所の観察

• 保健師の負担が減少し、在宅・福祉施設を巡回

避難所などを巡回
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普段、保健師が対応しているところに手が届いていなかった

• 寝たきりの方の対応

• 昼間、避難所にひとりで放置されている

• 家から動けない

• 食事は避難所に取りに来れる人の分のみ

• 精神科疾患の方の対応

• 外国人の妊婦の対応

子どもの精神的ケア

• 余震が続く中、不安が増大

• 不眠

地元の人の得意分野を発揮

• 日頃から得意にしていることを発揮できる場を儲ける

• 役割を持たせることが大切

・ 南海トラフ地震に備えて
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・ 30 年以内に南海地震が発生する確率が60%程度、東南海

地震で70%～80%

• 南海トラフ巨大地震発生時、震度6 弱以上または浸水深

30cm 以上となる地域は30 都府県（734 市区町村）で、その

面積は全国の約32%、人口は全国の約53％。

平成25年５月に公表された南海トラフ巨大地震対策検討
ワーキンググループ（内閣府）の最終報告
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情報収集とEMISでの共有

病院の被害状況（ライフライン含む）や来院・入
院患者や重症度などの医療情報を収集し入力

厚生労働省や都道府県災害対策本部、各
DMAT本部などでの情報共有が可能

広域災害救急医療情報システム
(Emergency Medical Information System: EMIS)

２：DMATを新規登録する①

②登録ボタンを
クリックします。

①チーム情報を
入力します。

新規登録ボタンを
クリックします。

※医療機関としてログイ
ンした場合

12

本日は「訓練５」で入力
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1313

７：発災直後の情報を入力する

入力ボタンをクリックします。

①倒壊状況

入院病棟の倒壊又は、倒壊の恐れがあること
で患者の受け入れが困難な場合“有”を選択
する。

③患者受診状況

キャパシティのオーバーによってこれ以上患
者の受け入れが困難な場合“有”を選択する。

②ライフライン・サプライ状況

ライフライン・サプライ（電気、水、医療ガ
ス、医薬品・衛星資器材）の使用不可・不足
により医療行為が行えない場合“無”または
“不足” を選択する。

緊急時入力（発災直後情報）
発災直後の医療機関情報（医療機関として機能
しているか、支援が必要か）の入力を行う。

④職員状況

職員の不足によって治療行為が行えない場合
には、“不足”を選択する。

⑦緊急連絡先

緊急時の連絡先を入力する。

⑥情報日時

①～⑤の状況を把握した日時を入力する。

⑤その他

①～④以外の理由で支援が必要な場合にその
他欄にフリーで理由の入力を行う。

緊急事態となっている状況を
とにかく通報する!

※その他に入力があった場合、医療機関等・支援状況モニター
に支援要否：要と表示されます。

障害者施設 障害福祉課

高齢者施設 高齢福祉課

災害における支援・福祉避難所 地域福祉課

医療 医務国保課

・ 試みはどこもやっていない
・ 各市町村・保健所で情報をまとめる

（知多半島では範囲が広い）

県庁より
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半田市・藤田保健衛生大学病院・日本福祉大学・インフォコム
災害時医療・福祉施設間の情報伝達体制を構築

独自の避難所・福祉避難所の
災害支援評価表

施設関係者

A施設
要介護者が殺到、
物資が不足

C施
設

負傷者が多数発生、
人手が不足

建物損壊、物資あり、
人員の派遣可能

B施設

同じ施設の関係者の情報共有

マルチデバイスから
投稿・確認可能

追加されたメンバーは
過去の履歴も確認可能

①

②

③

市町村関係者

現在、B施設からの物
資運送計画を立案中。

本部

写真添付
可能

④

医療関係者

医療関係者の派遣を検
討、詳細状況を

災害医療コーディネーターの基本

・ちーむ：目的、目標、場所、役割（リーダー、参謀、記録）
人員、会議、計画

・つなぐ：通信基盤、手段、相手（人、組織、コネ）

・じょうほう：取る、記録、分類、分析、共有

混乱の中に「ちつじょ」を取り戻す
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半田市医療・福祉コーディネーターの業務

南知多地域の社会福祉施設の被災情報と需要の集約

評価・支援の計画

資源（医療・福祉・物資）分配の実行

収集すべき情報と分配すべき資源（案）

収集すべき情報
医療・福祉情報

社会福祉機関の情報
（建物、ライフライン、入所

者の情報；医療・福祉
ニーズ）

被災地情報
交通情報
天候情報
関係機関情報

分配すべき情報
医療・福祉資源

医療班
社会福祉士班
医療資器材
医療機器
福祉に関する資源
物資（食料、水、その他）
搬送手段（車輛など）
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市町村・災害拠点病院・日本福祉大学を含めた
医療・福祉施設間の情報伝達体制（案）

半田市役所
（災害対策調整部）

医師会藤田保健衛
生大学病院

保健所半田市民
病院

日本福祉
大学

福祉協会

専門領域
医療チーム

南知多
福祉施設

行政・医療・社会福祉などを交えた災害訓練（H29.11.19)
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2014 年度 日本福祉大学「安全の日」 防災訓練特別プログラム 

 

 

問い合わせ先 
日本福祉大学 総務部  TEL：0569-87-2212 FAX：0569-87-2329 
※会場は右記ＱＲコードからキャンパスマップをご参照ください。（１１号館：⓬⓭） 

※当日は、施設の防災担当者向けに少人数講習会も開催します。こちらは事前申込が必要です。 

関心のある方は、下記までお問い合わせください。 

時 間  15：15～17：15  

定 員  30 名 

内 容  6 名 1 組で 5 つのブースを順番にまわり、各種のミニ講習を受けます。 

  ブース例： ①一次救命処置（大人）  ②一次救命処置（小児）  ③AED  ④外傷手当  ⑤トリアージ 

申 込  団体名・氏名（複数の場合は希望者全員の氏名）・電話番号・メールアドレスを明記の上、 

  下記の問い合わせ先までファックスにてお申込みください。 

2014年10月16日 （木） 14：00～17：15 

日本福祉大学美浜キャンパス
１１号館（コミュニティセンター棟）３階 多目的ホール 

日 時 参 加 

無 料 
事前申込 

不 要 

※ただし、席に限り 

があります。 

会 場 

❶ 14：00～15：00  

講 師 ： 平川昭彦氏（藤田保健衛生大学病院 災害・外傷外科 教授） 

❷ 15：15～17：15  

2014 年 9 月 26 日は伊勢湾台風から実に 55 年。この映画は、中部圏を襲ったこの伊勢湾台風を

風化せず、防災・減災教育に役立つようにと「伊勢湾台風映画」製作委員会が制作したものです。 

主催：日本福祉大学  協力：美浜町 

周辺地域の社会福祉士とシンポジウムを開催し、互いの職種の
考えを共有し、災害時に必要な知識を検討する

防災または減災に関する啓発および教育の協力

救急医療救急医療
＋

福祉
＋

行政

災害対策
/ 防災

災害に強い町

地域住民 / コミュニティ

一般市民の防災への意識を高める

防災民度
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包括的ネットワーク

社会福祉協議会

児童民生委員

包括的相談センター

スポーツセンター

保健所

診療所 / 病院

子育て支援センター

地域住民
（児童・高齢者）

高齢者相談センター

チームの構築

福島第２原子力発電所

ご静聴ありがとうございました
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災害医療・福祉情報システム
共同開発の経過と成果について

日本福祉大学 学長補佐

減災連携・支援機構長

原田正樹

共同開発に至る経緯①
０）日本福祉大学の災害ボランティア活動

伊勢湾台風（1959）、阪神・淡路大震災（1995）、新潟中越地震（2004）、東日本大震災（2011）

１） 2013年に日本福祉大学が開催したフォーラムに、藤田保健衛生大学の平川教授（災害・外傷
外科）からこれから起こる南海トラフ巨大地震、津波などの災害に対して、医療と福祉の両方か
ら対応することの重要性をご提案されたことを契機に、「大規模災害発生地域における医療・福
祉連携に係る円卓会議」を毎年実施してきた。

２）熊本地震（2016年4月）の後、第4回円卓会議には、知多半島内の医療や福祉、行政および
藤田保健衛生大学、日本福祉大学の関係者が多数参加し、本件に関する関心の高さが伺えた。

３）この会議での「藤田保健衛生大学と日本福祉大学の災害時の連携について」の報告の後、
グループワークにおいて、平川教授（災害・外傷外科）より具体的な提案があり、
災害時の医療・福祉情報システムの必要性について話し合いがなされた。
①災害時の知多半島内の高齢者・障害者施設などのネットワークづくり
②避難所、福祉避難所などでの医療と福祉の連携

４）この会議に参加したことを受けて、いち早く防災に向けての本格的な検討を開始した半田
市より、大学への協力依頼があり、半田市が設置した「災害時要配慮者の避難に関する第一
次検討会議」幹事会議ならびに実務者会議にオブザーバーとして参加することになる。

５）2017年4月 半田市、藤田保健衛生大学、日本福祉大学、インフォコム㈱による共同開発事業
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共同開発に至る経緯②
2013年9月 地域連携プラットフォームへの参加

2014年3月 「大規模災害発生地域における医療・福祉

連携に係る円卓会議」の開催

2015年2月 藤田保健衛生大学・日本福祉大学の包括連携協定

2015年9月 共同シンポジウム「地域包括ケアシステム」

2016年4月 多職種連携教育（アセンブリ）への参加

2016年4月 熊本地震での支援活動

2016年6月 「大規模災害発生地域における医療・福祉連携に係

る円卓会議」での問題提起

2017年4月 日本福祉大学減災支援・連携機構設立

2017年4月 半田市において「災害医療・福祉情報システム

の共同開発事業」の着手

2018年3月 共同開発事業の成果報告会

熊本支援から学んだこと
発災直後の福祉ニーズにどう応えるか。

医療チームとの連携が必要。

福祉支援は、医療チームの撤退後では遅すぎる。

「災害ボランティア」のモデルにしばられている。

地元自治体との連携システム。

福祉事務所は安否確認、書類手続きで忙殺される。

福祉施設、福祉避難所は後回し。（専門職がいるから）

行政と事業所等との連絡がつかない。システムが無い。

対策本部／医療情報と福祉情報がバラバラ。

医療チームの巡回計画に福祉関係の情報が入らない。

福祉施設：福祉避難所としての準備ができてない。
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共同開発の目的
災害時における要配慮者への支援を迅速に行

うため、行政、医療、福祉機関等が社会福祉施設
等の被災状況等を迅速に収集・伝達できる仕組
みを確立させるため、ＩＴを活用した災害医療・福
祉情報システム（仮）を構築する。

将来的には、本取り組みが知多半島内に留まら
ず、県内外の他地域でも活用できるシステムの構
築を目指す。

共同開発の構成員
半田市、藤田保健衛生大学、日本福祉大学、

インフォコム（株）

共同開発の内容

「災害医療・福祉情報システム」
① ＩＴを活用した情報システム

避難所、福祉避難所からの被災状況の情報発信

既存の医療等の情報システムとの汎用性

例：広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

医療的情報に、福祉・介護の情報を加える。

「避難所一次評価」、「避難所二次評価」に整理。

② 対策本部による支援対策の運用システム

各避難所、福祉避難所から集約された情報をもとに、

支援チームの要請派遣、物資等の調達配分計画をたて、

実際にコーデイネートをする運用システムが必要。

市の対策本部（救護班）が情報を迅速に収集・分析し、

県や関係機関等へ発信する。
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共同開発（ワーキング）検討経過
回 開催日 主な議事

１
2017年

4月25日(火)

構成員、開催日および今後の作業工程の確認

半田市の災害対策の情報共有、「情報システム」の項目素案の提示

２ 5月16日(火)
「情報システム」の項目の検討

「運用システム」のフローの検討

３ 6月13日(火)
「情報システム」の試作①

「運用システム」の素案の提示

４ 7月11日(火)
「情報システム」の試作②

「運用システム」の福祉現場での課題整理

５ 8月 8日(火)
「情報システム」の試作③

「運用システム」のガイドライン案、半田市総合防災訓練に向けての協議

６ 9月28日(火)
「情報システム」最終版の確認

半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会の内容の確認

７ 10月10日(火) 半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会の進め方の最終確認

８ 11月19日(火) 半田市総合防災訓練にて「情報システム」「運用システム」の試験運用、災害時医療・福祉コーディネート研修会の実施

９ 12月19日(火) 半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会のふりかえり、課題・今後の進め方の確認

10
2018年
1月16日(火)

半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会の残課題の確認

11 2月27日(火) 災害医療・福祉情報システムの完成版の確認

半田市総合防災訓練での試験運用（１）

140



半田市総合防災訓練での試験運用（2）

半田市総合防災訓練での試験運用（3）
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災害時医療・福祉コーディネート研修会（１）

＜災害時医療・福祉コーディネート研修会 プログラム＞

災害時医療・福祉コーディネートの目的

災害医療提供と法令

災害支援チームとの連携

医薬品・医療資機材・福祉介護器具などの供給

災害医療コーディネートの実際

災害時の計画立案のグループワーク

災害時医療・福祉コーディネート研修会（２）
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災害時医療・福祉コーディネート研修会（３）

成果と課題
① ＩＴを活用した情報システム

従来の医療情報に加えて、

○要配慮者（介護、障害、家族、情報保障など）の評価。

○避難所等の住環境（食料→食事、スペースなど）に関する

情報を重視。

○ 「避難所一次評価」 初期に入力後、変化が生じた時。

「避難所二次評価」 発災後12時間、定時（６:00、17:00）
② 対策本部による支援対策の運用システム

自治体によって災害対策本部等の仕組みが異なること。

市内（市外）の医療・福祉関係者の合意、協力が必要。

福祉避難所（社会福祉法人や事業所）の訓練が不可欠。

事前に指定された避難所等しか登録できないこと。

情報の分析・評価、計画立案できるコーディネーター養成。
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2018年3⽉29⽇

インフォコム株式会社
モバイルクラウド事業部ITMS600228/ISO20000-1:2011

災害医療・福祉情報システムの概要

Copyright © 2018 INFOCOM CORPORATION. All rights reserved.

【2】 会社概要

会社概要 事業内容

●携帯電話事業者、一般企業、

医薬医療関係の機関や官公庁、

教育研究機関の顧客向けに

情報システムの企画・開発・

コンサルテーション等、

各種ITソリューションの提供

●消費者が利用する携帯電話

等へのコンテンツやeコマース等

の提供、情報通信システムの

企画・運用・管理等の各種

サービスの提供

化学繊維の『帝人』と、総合商社の『双日（旧：日商岩井）』の情報システム部
門が、合併して誕生した会社です。製造業と商社で培ったノウハウを活かして事
業展開を行っています。

（原宿：本社風景）

商号 インフォコム株式会社

代表者 代表取締役社長 CEO 竹原 教博

設立 1983年2月

本社所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17

主要拠点 東京、神奈川、大阪、福岡

決算期 3月末日

資本金 15億90百万円

社員数 1,074人（連結）（2017年3月末現在）

連結売上高 417億68百万円 （2017年3月期）

連結営業利益 47億76百万円 （2017年3月期）

グループ会社 国内7社 海外1社

上場市場 JASDAQ（2002年3月19日上場）

主要株主 帝人株式会社 55.1%(持株比率)
●緊急連絡・安否確認『エマージェンシーコール®』情報管理

ポータル『BCPortal』 『BCP策定支援』など 1,３00社

３０0万人の官公庁・企業・病院等、法人・団体に対しBCP

関連ソリューションを23年に渡り提供
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【3】 情報システム構築の目的

■情報システム構築の目的

 「災害時要救護者」への災害支援を迅速に行うため、知多

半島内の市町村および、医療・福祉機関が社会福祉施設等の

被災状況を医療・福祉・自治体など災害対応関係者が正確な

情報を迅速に収集・伝達ができる手段を確立させるため、IT

を活用した「災害医療・福祉情報システム」を構築する。

 システム構築に留まらず、他地域でもすぐにご活用頂ける

よう「運用」と「情報システム」の両軸が連携するよう検討

を進める。
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【4】 情報システムに求められること

行政職員間、医療・福祉関係者、消防など、自治体を中心にした関係者間で

情報を
集める

情報を
集計/分析

する

依頼/指示
する

【対象者】

被災現場で情報を
収集する役割の人

・行政職員（避難所担当）
・福祉職員
・応急救護所担当者 など

現場の状況を簡単かつ迅速に報告
を行い、現場で解決出来ない問題
について支援を受けたい。

【対象者】

各セクションで適切な
指示/報告を行う役割の人

・各部門メンバー
・コーディネーター
・本部メンバー

現場よりの情報を分析し易いもの
に集計、本部報告用レポートの作
成などホワイトボード記載事項を
可能な限り削減したい。

【対象者】

現場⇒担当部⇔本部など
業務に携わる全ての人

・本部メンバー
・各部門メンバー
・現場担当者 など

現場・各部門からの依頼・調整内
容の伝達、依頼事項の確認、各ス
テータスの確認を簡単に行いたい。

ユースケース

「施設担当者」
ユースケース

「対策チーム」
ユースケース

「全てのシステム利用者」
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【5】 課題と思われる点

【現場が抱える課題】

・情報が来ない/伝わらない
伝わっているか不明
・現場の状況
・本部/対策部の決定事項
・依頼等のステータス状況
・輻輳により情報伝達が出来ない

【対策部窓口担当が抱える課題】.

・現場からの連絡（電話）が集中
し処理が追いつけない

・受け手側の対応人数が多く必要
・依頼側と受け手の認識に齟齬
・現場よりの要望を文書化が困難

避難所（市内約90カ所）

書類に転記

対策部

対策本部

窓口担当現場担当 対策チーム

【対策チームが抱える課題】

・報告が遅い（来ない）
・状況の変化についていけない

・転記された書類の文字が認識できない
・状況が変化するためホワイトボードに書き

きれない。（意思決定が遅れる）
・貴重な人材が板書係に取られる など

災害対策本部が抱える課題

・異なる対策部の情報共有が行えてない
・報告された情報の内容が既に古い

・各担当部が多忙で情報共有が行えていない
・依頼書類が埋もれて、対応漏れが発生

本システムにより、現場で情報を入力することで

対策部：意思決定できるレベルに集計（レポート化）

本部 ：各対策部の共有すべき情報が集約

それぞれに対し指示を行えるように致します。
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【6】 利用イメージ

現場担当者

「緊急連絡」
に関する情報

緊急性の高い依頼事項は全てタイムラインで実施

※電話での依頼は極力受けない
-電話は繋がらない、人員欠乏の可能性大
-対応記録自体が時系列データとして活用可能
-人員が揃っていても90カ所からの電話対応は困難

対策部（窓口担当）

「定期報告」
に関する情報

依頼

報告

転
記
（
一
部
）

① 報告（緊急性が高い情報）

定期的に評価

対策部（対策チーム）
コーディネーター 等

定期的に入力

意思決定/対応指示

定期報告はアセスメントシートに入力

※項目の配列/優先順位を明確にする。
-タイムラインに挙がった情報は本部要員が転記

本部からの通知事項、施設間の情報共有はグループトークで実施

※対象へ一斉に通知ができ、既読確認が可能のため通知等に利用
-災害に強いインターネット経由での連絡
-PUSH通知が行われるため、気づき易い
-不審者情報など共有すべき情報を円卓での意思疎通が行い易い。

「検討事項」：本部および他の対策チームとの情報共有および依頼

※各対策部の共有情報は地図に表記する。
-共有が必要な情報はシステムから地図に転送

②

③

定① 定②

④⑤

適時

地図
で共有

対策本部

【他の情報システム】

など

「依頼/指示」
に関する情報

入力
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【7】 【情報を集める】現場よりの報告（ログイン）

災害医療・福祉情報システム

①.定期報告
（施設/避難者/備蓄等）

②.緊急連絡
（施設/避難者/備蓄等）

③.依頼/共有連絡
（依頼/情報共有）

依頼実施事項の共有
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【8】 【情報を集める】現場よりの報告（評価シート）

広域災害救急医療情報システム（EMIS）の「避難所状況入力」項目情報に対応 （上記※はEMISの必須項目）

「避難所1次評価」
超急性期で最も必要となる情報を収集

行政職員情報

施設被害情報

施設収容情報

ライフライン情報

「避難所2次評価」
衛生、医療・福祉面での配慮者、備蓄品など避難所運営にあたり必要となる情報を収集

施設設備情報

衛生設備情報

要配慮者情報

医療（症状）情報

ｽﾍﾟｰｽに関する情報

支援チーム情報

備蓄品情報
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【9】 【情報を集める】緊急性の高い情報

緊急情報の共有
「クロノロジー」としても併用

これまでホワイトボードに記載していた緊急情報、依頼事項などの災害情報をタイムラインに表示

既に電子化されているため、閲覧者全員が共有でき、かつ、対応状況などの検索が可能

検索が容易

依頼/共有情報を入力

担当部より返答

ホワイトボード記入不要
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【10】 【情報を集計する】意思決定できるレベルに情報を集計

現在使用されている報告フォーマット又は、ホワイトボード記載内容
をレポートとして出力することで、刻々と変化する情報に対応する

現場からの報告を意思決定を行える内容に集計しレポートとして出力

ホワイトボードへの板書を出来る限り削減させ、各対策部は意思決定に集中させる
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【11】 【依頼・指示する】異なる役割との情報共有

避難所 自治体/関係機関

A避難所 応急救護所を○△避難所に設置
します。

C避難所
■△エリアでも同様の報告
事例がありました。

B避難所

A避難所に到着しました。
これより活動を開始します。

救護部

写真添付
可能

支援チーム

○■エリアで不審者が発生。
特徴は30代男性、身長は･･

A避難所、情報提供有難う
ございます。関係者に周知

医療チーム
応急救護所の開設が完了し
ました。

A避難所の医療チーム到着･･･

通信規制を受けにくいインターネットを活用し、組織を横断したメンバー間の情報共有を実施
「行政職員」「施設職員」「医療関係者」「消防」など組織を問わずルームメンバー間内の
情報共有を可能とする。

目的に応じたメンバーで構成される複数
のルームを作成

メンバーの閲覧有無を確認可能

依頼/指示連絡
様々な役割メンバー間のクローズ情報共有

医療関係者
（DMATなど）

幹部職員

交通/ライフライン
などの関係者

県職員
他の自治体関係者

各対策部メンバー
（施設/情シスなど）

福祉関係者
（施設/専門職）

ルームメンバー例
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【12】 【対策本部】地図による異なる部門間の情報共有

復旧部

環境対策部 医務部

救護部

共有が困難だった各セクションの災害状況を地図を通じて共有

総務部 消防部

地理情報システム

各ｾｸｼｮﾝの情報をﾚｲﾔｰ管理共有情報を地図にプロット

システムで集約された情報を地図情報システムに送付

・各避難所施設損壊情報
・インフラ復旧情報
・火災、浸水等ハザード情報
・各チームの活動状況 など

情報共有すべき各セクションの情報を地図に集約
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【13】 【対策本部】地図による異なる部門間の情報共有

H

避難所、水道、交通、医療など、各対策部の情報を地図（アイコン）で表示

※上記は富士通㈱の地図システム「 GIFOCUS」との連携イメージです

×

×

×
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【14】 今後の課題

1.情報を集める

目的：簡単に操作が行える

検討①.画面遷移が少ない

検討②.入力し易い

検討③.自動化（機械/センサーで自動入力）

2.情報を集計/分析する

目的：各対策部が意思決定を行える集計フォーマットを作成する

検討①.ホワイトボードに記載している事項をレポートとして出力

検討②.外部関係機関への報告事項を自動的に報告

検討③.本部報告事項を自動抽出し報告

3.他に依頼/指示する

目的：依頼内容の進捗状況の確認および、自身の依頼事項の把握が行える

検討①.依頼した内容の進捗状況について可視化が行える

検討②.自身宛に来た依頼内容の把握が行える

150



大規模災害時の医療調整体制

相互連携

厚
生
労
働
省

現
地
対
策
本
部

連
携

都 道 府 県 保 健 医 療 調 整 本 部

保 健 所

避難所 避難所 避難所

保 健 所

避難所 避難所 避難所

保 健 所

避難所 避難所 避難所

(※) （凡
例）

： 保健医療活動チーム（DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の救護班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、ＤＰＡＴ 等）

3 4 5 6 7 8 9

１ 2 3 4 5 6 8 9

市 町 村 市 町 村 市 町 村

１ ２

市 町 村

7

市 町 村

都 道 府 県 内 の 保 健 医 療 活 動 を 総 合 調 整

相互連携

薬務主管課 精神保健主管課保健衛生主管
課

医務主管課

① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）

③ 収集した情報の整理及び分析

連絡窓口

① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携（様式の統一）
③ 保健所での情報分析の取りまとめ

保健医療活動チーム(※)

１ 2 3

4 5 6

7 8 9

本 部 長

医療保健
ニーズの
把握
分析

十分な情報を
収集・分析

チームを
適正配置
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「災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト成果報告会」の開催

本学は、南海トラフ巨大地震発生時に備えて知多半島の社会福祉施設の被災状況を早急に把握し、医療・福祉

の災害現場におけるノウハウをＩＴ技術により情報を処理し、これを運用する体制の整備を目指した「半田モデ

ル」を構築することを目的に、半田市、インフォコム株式会社、藤田保健衛生大学、日本福祉大学の4者による

ワーキンググループを立ち上げ、この1年間協議・検討してきました。 

今回、3月29日（木）に1年間協議・検討してきた成果を発表する機会として「災害医療・福祉情報システム

構築プロジェクト成果報告会」を半田市庁舎にて開催し、約120名が参加しました。 

東海・東南海・南海地震を震源域とする南海トラフ巨大地震は、広範囲でかつ、大規模な被害が想定され、い

つどこで起きてもおかしくない状況下にあります。 

多くの市民の方が避難生活を送らざるを得ない未曾有の災害時、とりわけご高齢の方や障がいのある方などを

始めとした要配慮者の避難支援において、一人でも多くの命を守るため「医療」と「福祉」の連携の重要性は益々

高まっています。 

開会挨拶 藤田保健衛生大学 平川教授 開会挨拶 榊原半田市長

開会挨拶では、ワーキンググループで座長を務めた藤田保健衛生大学の平川昭彦教授より、このシステムを構

築することに至った経緯や目的、想いが熊本地震での支援の経験を踏まえて力強く語られました。また、榊原半

田市長からも被災地への訪問を通じて目の当たりにした状況やこのシステム構築に向けて協議してきた1年間の

想い、そして、半田市だけでなく知多圏域の各自治体が協力し、互いに手を取り合って対応していくことの必要

性について語られました。 

講演 藤田保健衛生大学 平川教授 報告① 日本福祉大学 原田教授 報告② インフォコム㈱ 鍋嶋氏  

はじめに、「災害時における医療と福祉の連携の必要性について」と題して、平川教授にご講演いただきました。

続いて、「災害医療・福祉情報システム（共同開発）の経過と成果について」ワーキンググループで副座長を務め

た日本福祉大学の原田教授が1年間、システムの構築に向けてどのような協議と検証を実施してきたのか、ご報

＜参考＞日本福祉大学HP掲載記事 
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告いただきました。そして第Ⅰ部の最後に、このシステムを構築する上で欠かすことのできない IT 技術で力を

お借りしたインフォコム株式会社の鍋嶋氏より「災害医療・福祉情報システム（情報入力・集約システム）の概

要」というテーマで参加者に対して、本システムの優れた点や活用方法などについてご報告いただきました。

ミニシンポジウム

続く、第Ⅱ部のミニシンポジウムでは、日本福祉大学 看護学部の新美准教授がコーディネータを務め、「災害

医療・福祉情報システム導入の必要性について」議論しました。行政（半田市）、医療機関（保健所）、社会福祉

協議会、福祉事業所より4名の方にご登壇いただき、「医療だけでなく、福祉の専門家チームの派遣にも繋げてい

ける可能性があるのではないか、自身の組織でも活用していきたい」といった前向きな意見が数多く出るなど、

活発な意見交換が行われました。 

閉会挨拶 藤田保健衛生大学 星長学長 閉会挨拶 日本福祉大学 児玉学長

最後には、本報告会の共催者でもある、藤田保健衛生大学・日本福祉大学の両学長より、このシステムへの期

待や改めて災害に対して一人ひとりが考え、平時から備えること、また、力を合わせることが大切であるとご挨

拶されました。

本報告会をもって「災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト」も一区切りとなりますが、まだまだ災害

に対する備えが十分とは言えません。この先、半田市はもちろんのこと、全国でこのシステムが活用されて多く

の命を救い、まちのダメージを減らすことに繋がるよう、システムを活用した研修や平時におけるシミュレーシ

ョンに各個人・組織で注力していくことが重要であると改めて考えさせられる機会となりました。
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◆報告会プログラム

内容 登壇者

開会挨拶
藤田保健衛生大学 災害・外傷外科 平川昭彦 教授

半田市長 榊原純夫 氏
講演

災害時における医療と福祉の連携の必要性について 藤田保健衛生大学 災害・外傷外科 平川昭彦 教授

報告①

災害医療・福祉情報システム（共同開発）の経過と成果について 日本福祉大学 学長補佐 減災連携・支援機構長 原田正樹 教授

報告②

災害医療・福祉情報システム（情報入力・集約システム）の概要 インフォコム株式会社 上級主任 鍋嶋保志 氏

ミニシンポジウム

災害医療・福祉情報システム導入の必要性について

【シンポジスト】

特定非営利活動法人りんりん 理事長 渡邉千恵 氏
愛知県半田保健所長 増井恒夫 氏
半田市社会福祉協議会 ふくし支援グループ長 前山憲一 氏
半田市福祉部長 新村隆 氏
【コーディネーター】

日本福祉大学 看護学部 新美綾子 准教授

閉会挨拶

藤田保健衛生大学 星長清隆 学長

日本福祉大学 児玉善郎 学長

日本福祉大学 学長補佐 減災連携・支援機構長 原田正樹 教授
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氏　　　名 所　　　属 備　　考

1 星長　　清隆 藤田保健衛生大学　学長

2 平川　　昭彦 藤田保健衛生大学　医学部　教授

3 石原　　慎 藤田保健衛生大学　医学部　教授

4 横田　　正明 藤田保健衛生大学　産学連携推進センター　課長

5 田川　　良一 藤田保健衛生大学　外来医事課　課長

6 児玉　　善郎 日本福祉大学　学長

7 原田　　正樹 日本福祉大学　学長補佐

8 新美　　綾子 日本福祉大学　看護学部教授

9 川部　　竜士 日本福祉大学　総務課　課長

10 寺田　　瞬 日本福祉大学　総務課　課員

11 鳥居　　恭宜 日本福祉大学　学園広報課　課長

12 大崎　　博史 日本福祉大学　企画政策課　課長

13 岡崎　　佳子 日本福祉大学　企画政策課　主幹

14 大森　　皓介 日本福祉大学　企画政策課　課員

15 葉葺    真一
インフォコム株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部 部長

16 中川   友記
インフォコム株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部 課長

17 鍋嶋　　保志
インフォコム株式会社
サービスビジネス事業本部 モバイルクラウド事業部

18 増井　　恒夫 愛知県　半田保健所　所長

19 田口　　洋子 愛知県　半田保健所　総務企画課

20 榊原　　純夫 半田市　市長

21 堀嵜　　敬雄 半田市　副市長

22 新村　　隆 半田市　福祉部長

23 榊原　　宏之 半田市　福祉部地域福祉課　課長

24 渡辺　　富之 半田市　福祉部地域福祉課　主査

25 浅井　　隆之 半田市　福祉部地域福祉課　書記

26 倉本　　裕士 半田市　福祉部高齢介護課　課長

27 高浪　　浅夫 半田市　健康子ども部幼児保育課　課長

28 杉浦　　郁夫 半田市　総務部防災交通課　副主幹

29 薮内　　清子 半田市　健康子ども部保健センター　保健師

災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト成果報告会　参加者名簿
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氏　　　名 所　　　属 備　　考

1 佐田　知子 東海市　健康推進課

2 近藤　一雄 東海市　社会福祉課

3 相木　直人 大府市

4 堀川　雄介 大府市

5 岩﨑　大夢 常滑市　健康推進課

6 桑山　凌典 常滑市　福祉課

7 神田　勇 武豊町　防災交通課

8 松山　翔子 武豊町　防災交通課

9 西田　林治 美浜町　厚生部長

10 石浜　克彦 美浜町　総務部防災安全課長

11 柴田　直樹 美浜町　総務部防災安全課防災安全係長

12 高橋　ふじ美 美浜町　厚生部福祉課長

13 伊藤　美智 南知多町　保健介護課

14 沢田　光孝 知多中部広域事務組合消防本部

15 佐藤　友崇 知多中部広域事務組合消防本部

16 榎本　潤 知多中部広域事務組合消防本部

17 坂田　大志郎 知多中部広域事務組合消防本部

18 横山　吉光 知多中部広域事務組合消防本部

19 榊原　敏彦 知多中部広域事務組合消防本部

20 前田　義裕 知多中部広域事務組合消防本部

21 沢田　真吾 知多中部広域事務組合消防本部

22 杉浦　英喜 知多中部広域事務組合消防本部

23 水野　一明 みずのファミリークリニック　医師 半田市医師会　災害担当理事

24 石黒　千花 一草病院

25 成田　公雄 半田東クリニック

26 竹之内　靖 常滑市民病院

27 高部　峰行 常滑市民病院

28 森田　敏光 常滑市民病院

29 後藤　章次 半田市社会福祉協議会　会長

30 水野　節 半田市社会福祉協議会　事務局長 防災プロジェクト・ＢＣＰ委員

31 浜田　守 半田市社会福祉協議会　事務局次長

32 榊原　智康 半田市社会福祉協議会　総務グループ 防災プロジェクト・ＢＣＰ委員

33 上口　美智代 半田市社会福祉協議会　権利擁護グループ ＢＣＰ委員

34 澤田　千絵 半田市社会福祉協議会　権利擁護グループ 防災プロジェクト

35 長谷　幸男 半田市社会福祉協議会　権利擁護グループ

36 對馬　清美 半田市社会福祉協議会　包括支援センター ＢＣＰ委員

37 加藤　洋介 半田市社会福祉協議会　包括支援センター 防災プロジェクト

38 徳山　勝 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター 防災プロジェクト・ＢＣＰ委員

39 羽生田　敦子 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター

40 青木　美樹 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター 防災プロジェクト

41 市川　麻李奈 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター 防災プロジェクト

42 山田　真依子 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター

43 松下　幸代 半田市社会福祉協議会　障がい者相談支援センター

44 前山　憲一 半田市社会福祉協議会　ふくし支援グループ 防災プロジェクト・ＢＣＰ委員

45 中根　靖幸 半田市社会福祉協議会　ボランティア地域ささえあいセンター

46 西川　理恵 半田市社会福祉協議会　ボランティア地域ささえあいセンター 防災プロジェクト

47 川南　真奈美 半田市社会福祉協議会　ボランティア地域ささえあいセンター 防災プロジェクト・ＢＣＰ委員

48 三好　清加 大府市社会福祉協議会

49 岡崎　将司 特別養護老人ホーム　瑞光の里　事務部長

50 永田　雄大 特別養護老人ホーム　瑞光の里緑ケ丘　介護部長

災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト成果報告会　参加者名簿
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氏　　　名 所　　　属 備　　考

災害医療・福祉情報システム構築プロジェクト成果報告会　参加者名簿

51 山田　伸吾 特定非営利活動法人菜の花　菜の花の家　　成岩　理事長

52 佐藤　博幸 グループホーム絆　管理者

53 榊原　真紀 ＮＰＯ法人りんりん　デイ相談員

54 市川　真由美 ＮＰＯ法人りんりん　ケアマネジャー

55 杉本　さん ＮＰＯ法人りんりん

56 三浦　繁則 ＮＰＯ法人ベタニアホーム　事務局長

57 坂元　ちひろ ＮＰＯ法人ゆめじろう

58 竹内　孝充 老人保健施設　ゆうゆうの里　常務理事

59 竹内　秀之 老人保健施設　ゆうゆうの里　理事

60 日和佐　祐輔 老人保健施設　ゆうゆうの里　

61 平野　修 老人保健施設　ゆうゆうの里　支援相談員

62 二木　つるみ 介護老人保健施設　結生　理学療法士

63 皆川　美智世 介護老人保健施設　結生　介護支援専門員

64 部田　かね代 特定非営利活動法人　ひだまり　理事長

65 久野　大輔 多機能ホーム岩滑北浜　管理者

66 加戸　和徳 ＨＮひまわり　施設長

67 岡野　豊 ＨＮひまわり　副管理者

68 矢谷　知恵子 ＪＪヒマワリ　管理者

69 中野　直哉 環がや　管理者

70 山本　さん めばえ

71 竹内　真澄 一般社団法人　サンフティネットリンケージ

72 高原　達也 一般社団法人　サンフティネットリンケージ

73 松原　美花 市民活動　みっちゃん広場

74 安藤　ともこ 市民活動　みっちゃん広場

75 畔柳　みつ子 市民活動　みっちゃん広場

76 辻　暦 美浜町内在住　居宅介護支援事業所

77 杉浦　直美 南医療生活協同組合　常務理事

78 吉田　雄彦 あいおいニッセイ同和損保株式会社　名古屋支社　支社長

79 牛田　圭治 あいおいニッセイ同和損保株式会社　TS開発室

80 眞崎　綾子 藤田保健衛生大学　企画部係長

81 市野　恵 ＮＰＯ法人地域福祉サポートちた　代表理事

82 伊藤　正興 伊藤忠彦衆議院議員　秘書

83 鈴木　好美 半田市　市議会議員

84 久世　孝宏 半田市　市議会議員

85 加藤　美幸 半田市　市議会議員

86 渡邉　千恵 ＮＰＯ法人りんりん　理事長

87 小坂　和正 半田市　教育部長

88 竹部　益世 半田市　企画部長

89 齊藤　清勝 半田市　防災監

90 笠原　健次 半田市　水道部長

91 折戸　富和 半田市　健康子ども部長

92 加藤　幸弘 知多中部広域事務組合　半田消防署　消防長

93 加来　正晴 半田市　教育長

94 間瀬　浩平 半田市　国保年金課長

95 伊藤　奈美 半田市　子育て支援課長

96 早川　直樹 半田市　図書館　主幹

97 内藤　誠 半田市　総務課　主査
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半田市 WG 成果報告会［平成 30 年 3 月 29 日］ 
～災害医療・福祉情報システム構築を目指して～ アンケート結果

＊回収枚数：53 枚 
Q1 講演「災害時における医療と福祉の連携の必要性について」はどうでしたか？ 

1. 大変有意義であった 2.有意義であった 3.あまり参考にならなかった 4. 参考にならなかった 5.未記入 

29 / 53 23 / 53 0 / 53 0 / 53 1 / 53 

《主な理由など（項目別）》

1.・直営の病院のない小さな町はどうしても防災・福祉・医療をつなげようとする意識が低い。是非、

当町（武豊町）でもこの話をしていただきたいです。

・医療と福祉の連携の大切さを知っていながらも日々の業務の中で繋がりが薄くなりがちであるた

め、日ごろから医療との繋がりをもっと意識していきたいです。

・発災時からも福祉ニーズがある。また、専門家チームの存在の確認ができました。

・災害時における問題意識と今後求められる事がわかりました。

・一人の困りごとに対し、医療と福祉は切っても切り離せないものであるため、大いに連携の必要

  があると思います。 

Q2 報告①「災害医療・福祉情報システム（共同開発）の経過と成果について」はどうでした

か？

1.大変有意義であった 2.有意義であった 3.あまり参考にならなかった 4. 参考にならなかった 5.未記入 

25 / 53 27 / 53 0 / 53 0 / 53 1 / 53 

《主な理由など（項目別）》

1.・セキュリティの面をもっと知りたかった。今後も是非、経過を伝えてほしいです。 
・多職種連携の必要性とその課題の整理をすることができました。

・医療や福祉のコーディネートの意義を大いに感じることができました。

・医療から福祉、ボランティアにできることに縛られないことが大切だと思います。

・実際の被災地での経験を活かし、異業種連携と行い、福祉が既存のシステムに被せてもらえたの

  は非常に有意義だと思います。

2.・現在、愛知県や半田市でこの様なシステムを開発中であることがわかりました。今後の更なる進

展に期待します。

・福祉情報システムを活用して情報を集めたいと思いました。
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Q3 報告②「災害医療・福祉情報システム（情報入力・集約システム）の概要について」はど

うでしたか？

1.大変有意義であった 2.有意義であった 3.あまり参考にならなかった 4. 参考にならなかった 5.未記入 

22 / 53 27 / 53 2 / 53 0 / 53 2 / 53 
《主な理由など（項目別）》

1.・災害時に重要なことは情報共有であるため、よいシステムになればよいと思います。 
・課題もあると思いますが、電子化することにより、情報共有がしっかりでき、また、一人ひ 

とりのニーズにも応えやすくなると思います。

・システムのことについてはよく分からないが、それぞれの代表が協力して行っていることで

あるため、是非、成功させてほしいです。

・情報を集約するためには、IT を利用することは有意義だと思いました。 
2.・入力しやすくてとても良いものです。 
・現場担当の方への集約にもアプリがあると良いと思った。他のシステムとの繋がりをもう少

  し聞きたかったです。

5.・システムの内容が難しかったです。 

Q4 ミニシンポジウム「災害医療・福祉情報システム導入の必要性について」はどうでしたか？ 
1.大変有意義であった 2.有意義であった 3.あまり参考にならなかった 4. 参考にならなかった 5.未記入 

18 / 53 27 / 53 4 / 53 0 / 53 4 / 53 

《主な理由など（項目別）》

1.・福祉に関する現在の状況がわかりました。 
・対策の現状とサービス提供側の現状が分りました。

・色々な分野の方々が集まって話し合うことはとても大切だと思います。

・これから各地で（情報共有が）必要になっていく、先駆けになれば良いです。

2.・様々な立場の仕組みを知ることができました。 
・自分の立場から△△への要望や質問が聞けると、△△の立場（聴いている参加者）の人にとって  

  より有益だと思いました。

・多職種の意見が聞けて参考になりました。

・心強いシステムだと思います。
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Q5 ご質問・ご意見など、なにかありましたらご記入ください。 
・愛知県庁が今回のシステムを参考とし、EMIS と同様にシステム化されると災害時の被災者への迅

速な対応ができると思います。

・具体的に情報共有できる仕組みになれば、自分たちの行動イメージがつくと思うので期待します。 
・この情報システムが現実となるのであればとても期待します。絵に描いたモチになってしまわない

ようにお願いします。市長も半田モデルの構築とのお話をされていた様に思いますので。

・このシステムが活用できるよう、平時から連携や繋がりづくりに心掛けしたいです。

・この地域は運良く？自然災害がないので、皆さんの危機感がほとんどないと思います。なので、も

しもの時のために今回のような集まりをどんどん進めていって頂きたいです。

・一般市民として参加しました。良いシステムであると感じました。一般市民へシステムの周知がで

きれば尚良いと思います。

・両先生の熊本震災時の避難所の様子が東日本の際の様子と全く変わっていないことに驚きました。

発災時には重要性を認識していても時が経つと薄れていくことが恐ろしいですが、阪神の時よりは

進んでいる。少しずつでもシステムを構築していくことが大切だと改めて思いました。

・半田市の取り組みを是非、4 市 5 町へも汎用させて頂きたいと思います。新美先生のお考え（地域

包括ケア ※平時の連携）にとても理解できました。

・半田市は災害時、市内に大規模な避難所を 6 箇所設け、医師会災害対策チームが避難所内に設けら

れる医療救護所にて支援活動を行う協定となっています。活動期間は現時点で発災直後の救護所設

営（半田市と協同で行います）が概ね 24 時間、DMAT 隊の到着（来るか来ないかは判りませんが）

までとなっています。今回の講演内容は非常に有意義だと思いますが、我々医師会活動との関連づ

け、全体の中での医師会の位置づけについての検討が大切だと考えます。現在、医療救護所活動の、

具体的な運営について検討を進めているところです。医師会としても協力すべきところはしてまい

ります。

・当市（大府市）も新しいシステムの導入を検討しています。また、ご意見等を伺う時がありました

らよろしくお願いいたします。

・直営病院もなく、住民数・避難所数も少ない当町（武豊町）も第 2・第 3 のモデルとして手をあげ

たいと思えるプロジェクトでした。

・他の市町、他府県ともこのネットワークをもっていけると良いなと実際に外から助けに来てもらわ

ないといけないし、この会議の中に民度をあげるために、一般市民も（生活者）を入れてもらえた

ら良いと思います。もっと、農業協同組合や医療生協、購買生協にも繋がってほしいです。暮らし

と繋がって頂けたらと思います。

・コーディネータの負担をどうしていくのでしょうか。

・国内の他地域で発災した場合には、WG のメンバーが現地に入って運用できるシステムになってい

ますか？

・有事でも平常時でも活用できるようなシステムやネットワークが構築できると良いと思います。
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・重複入力しないで済むとの説明であったが、システム間で連携してセットアップをするということ

ですか？費用も必要になりますか？

・全体的に難しかったです。

・難しそうだが、やりかかったのだから完成まで進めるべきだと思うが、今後どうなりますか？

・システムを使う「人」の教育の重要性を感じました。また、システムの浸透のための施策も必要だ

と思います。

・H20 に福祉避難所としての協定を半田市と結んでいますが、結んだだけでまだ何も対策をとれてい

ないのが当院の実状です。医療機関としての対策はそれなりに準備していますが、あくまでも入院

患者さん向けであるため、地域の障害者の方や他の医療機関・福祉事業所との情報交換や連絡をと

り合えるツールがあると役立てられるのではないかと思います。今回紹介されたツールがいつ頃か

ら実用化されそうかも含めて知りたいです。

・平時のうちに災害時に起こりうる困難を予測し、無難に乗り越える策を準備することは大切な事業

です。半田には福祉事業所も多く、利用される方、職務に当たる方も多数います。特にケアする立

場の人たちも被災者なので、負担がかかります。

以上
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災害救急医療・福祉情報システム構築 WG 議事録 

（半田市・藤田保健衛生大学・日本福祉大学・インフォコム株式会社） 

■災害医療・福祉情報システムの検討スケジュール

開催日 主な議事 詳細 

平成 29 年 

４/25 
構成員、開催日および今後の作業工程の確認 現状と今後のスケジュール確認 

5/16 「情報システム」の項目素案の検討 
医療・福祉面で求められる項目素案の提

示 

6/13 「運用システム」の素案の提示 
発災時の災害医療・福祉支援チームの活

動イメージの紹介 

7/11 
共同研究に関する覚書の確認 

「運用システム」の福祉現場での課題整理 
共同研究に関する覚書の締結完了報告 

8/ 8 
「情報システム」の試作 

半田市総合防災訓練に向けての協議 

半田市総合防災訓練に係る情報システ

ムの利用方法の確認 

9/28 災害時医療・福祉コーディネート研修会の提示 半田市総合防災訓練の内容整理 

10/10 半田市総合防災訓練に向けての最終確認 半田市総合防災訓練の最終確認 

11/19 
半田市総合防災訓練にて試験運用 

災害時医療・福祉コーディネート研修会 

オペレーション室にて避難所等の状況

評価、対応方法等を訓練 

情報収集・関係者との調整役となるコー

ディネーターを養成する研修会の開催 

12/19 半田市総合防災訓練の振り返り 
災害対策本部への要望確認 

情報システムのメリット・課題等の整理 

平成 30 年 

1/16 
EMIS や防災情報システム等との項目調整 

情報システムの医療系システム（EMIS）

への対応調整 

2/27 プロジェクトの成果報告会の最終確認 情報システムの最終調整 
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    第 1 回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録 

日 時：2017 年 4 月 25 日（火）15:30～17:00 
場 所：半田市庁舎 302 会議室 
出 席： （藤田保健衛生大学） 医学部（災害・外傷外科） 平川 昭彦教授

（半田市）社会福祉協議会 水野 節事務局長、前山 憲一グループ長、徳山 勝副センター長

福祉部地域福祉課 竹部 益世課長、渡辺 富之主査、浅井 隆之書記

福祉高齢介護課 倉本 裕士課長、蜷川 裕一主査、

健康子ども部幼児保育課 高浪 浅夫課長

総務部防災交通課 杉浦 郁夫副主幹

健康子ども部保健センター 薮内 清子保健師

半田病院管理課 岩田 幸士主事

（本 学） 社会福祉学部 原田 正樹教授

福祉経営学部 山本 克彦准教授、

企画政策課 大崎 博史課長、岡崎 佳子主幹 

０. 災害救急医療・福祉情報システム WG に際して（半田市） 
   竹部地域福祉課長より資料「災害救急医療・福祉情報システム構築プロジェクト」に基づき、本 WG の基 

本的な内容について説明があった。

・本取組の目的は、災害時における配慮者への福祉情報システムをしっかりつくっていくことである。医

療システムは国が先につくっているが、そこに福祉の情報をのせて、いざという時に医療と福祉の情

報を統合的に使用できるようなプロジェクトを半田市で開発して実際運用できるようにしていく。

・藤田保健衛生大学、半田市、インフォコム（株）、日本福祉大学の 4 者で活動していく。 
・ワーキングは毎月、火曜日に一回開催していく予定である。

平川教授より冒頭あいさつの中で、本 WG の主旨について説明があった。 
・熊本の震災の災害支援の経験から災害時派遣医療チーム（以下「DMAT」）は完全ではない。自組織

で被害状況を評価し、これぐらいの状況であることを示さなければ、外部からの早急な支援は来ない。

本 WG の目的は、評価を自組織でできるようにすること。災害時に福祉避難所や事業所にも必要な人

的・物的支援が入るための必要な情報を集約するため、「情報システム」と「運用システム」の構築を

医療側、福祉側、半田市側と一緒になって行うものである。

１. 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員について

災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員が各自挨拶を行った。

２. 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキングの開催日と作業工程について

原田教授から P6「災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキングの開催日と作業工程について」説明が

あった。

・11 月 19 日（日）の半田市防災訓練にて、実際に試験運用することを目標として進めていく。 
・インフォコム（株）の協力を得て、いざという時に端末に情報を集めていくための情報システムの構築

と、半田市でどのように情報を整理して、必要な支援に繋げていくのかの運用システムの構築も同時に

進めていく。

・概ね 11 月までには、情報システムと運用システムのガイドラインをつくる。将来的には、5 市 5 町に

どう広げていくか、愛知県内にどう広げていくかが課題となる。

・今後は下記の通り進めていきたい。

6-7 月：端末に必要な情報を収集し、福祉現場でどう運営していくかのフローを検討していく。なんで 
もかんでも情報があれば良いわけではく、対応できる情報をいかに集めていくかが重要。そのた

め「情報システム」と「運用システム」をキャッチボールしながら作り上げていく。

8 月：節目としてシステムの試作ができ、ガイドライン案を示せるようにすると同時に契約を確認。

9-10 月：運用マニュアル等について福祉避難所と共有するために現場とやり取りを行う。そのため避難所

になる福祉施設の方々が「運用検討チーム」として入っていただくことも検討している。

11 月：試験運用とその総括を行う。 
11 月以降：総括的な WG をもう１～2 回実施するかもしれない。 
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[主な意見] 
竹部：社会福祉施設の方々には一部の情報を提供しているが、本件に関して非常に積極的である。つい

ては、早めに議論に参加していただきたい。8 月 9 月より前が良い。 
原田：どういう項目を作るかという段階から入っていただくことにする。

鍋嶋：スケジュールについて概ね問題ない。ただ、大幅なシステムの改修が入ってくると６月以降は厳

しくなる。 

平川：スケジュールは概ね問題はない。ただし、契約ではなく協定を結ぶことになる。情報システムに関

しては 4 者で。お金に関しては「著作権」等々がからんでくる。「運用システム」も４者４様で「著

作権」等について 4 者間で協定を結ぶため、文面を考えていかなくてはならないとなると、法的な

部分などお互いに細かい部分を調整に時間を要すため、もう少し早目の着手が必要ではないか。

渡辺：協定の中身を決めることに時間がかかると思う。

原田：まずは開発に関して、4 者間の協定を結ばなければならない。また、開発だけではなく運用してい

く際のコストについて、福祉施設とインフォコム（株）が結ぶのか又は福祉施設と半田市が結ぶの

か第 2 段階の協定も必要。次回は開発に関わる 4 者の協定についても協議する。インフォコム（株）

で産官学連携のひな形みたいなものはあるか。

鍋嶋：システムの「使用権」については、ひな形が沢山ある。運用前の評価シートについての詳細な部分

やワーキングの全体像を示すものがあれば、たたき台として使用できるかもしれない。一度探し

てみる。

原田：いきなり完璧なモノは作れないが、次回は、4 者間の協定について事例があれば各自持ち寄って 
話し合っていくことにする。8 月以降は、具体的な運用に関わる協定を検討していく。 
社会福祉協議会は半田市の中の構成メンバーとして 4 者間に含めてよいか。 

水野：構わない。

３. 半田市の災害対策の情報共有について

半田地域福祉課渡辺主査より P.7「災害時要配慮者の避難に関する第一次検討会議のまとめ」に基づき、こ

の間の福祉避難所に関わる半田市の取り組みについて、説明があった。

[主な意見] 
竹部：3 頁の「事前確認」について、今のシステムの中で福祉の情報を入れ込む箱があると聞いているが、

そのあたりはどうか？広域災害救急医療情報システム（以下「EMIS」）などすでにあるシステムの

中でため込んだものを抜いてインフォコムのデータに入れ込むことは可能性か確認がしたい。それ

ができると効率的に運用できる。

また、社協が現在検討している「半田市避難所要配慮者調書」が、このシステム項目として一部利

用できれば無駄がないと考えている。

原田：このシステムをつくった時、どこが対象になるか半田市に伺いたい。指定避難所の数は 43 施設あ 
る。拠点は６、拠点以外の福祉避難所はいくつか。

渡辺：拠点以外は 39 か所である。支援者派遣事業所はまだ、できていない。 
原田：では、39 以外の事業所はいくつくらいあるか。 
蜷川：人を派遣することができる施設として 100 施設は超えてくる。半田市では訪問系の事業所が多いの 

が特徴である。

原田：情報システムの端末をもっていただき、その収集先として、絶対的なのは避難所である。避難所以外

45。それ以外の通所系とかの取り扱いをどうするかという課題がある。福祉情報を得るにあたり 90
施設くらいを対象としてみて良いか？

平川：医療と福祉を同時で評価しないといけない。そういう目で評価できるのは、保健師ではないかと思

う。39 か所はもともと施設の数か？（←通所の施設の数です。）39 か所に対応するには 7 チームが

必用だが、来るまでに 4 日間かかる。それまでに、きちんと現場が現状を評価して大変さをアピー

ルしないといけない。まず、アピール材料＝自分たちは、ここまで重症であるという評価を自分た

ちの数字で示していかなくてはならない。現場でまず、対応できそうなのは保健師である。保健師

については何名いるか。

薮内：保健師は、保健センターという部署に一番多くおり、12 名程いる。 
平川：実際、被災した場合に半田市で働いている人が全員、来られるとは限らない。被災者の支援をし

ながら、一般の仕事もやらなくてはならない。そのため、応援に来た我々に情報を伝えて頂き、
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効率的に動けるようにしていきたい。半田市医師会の花井会長と話をしたが、医師会は避難所に

すぐに入るとのこと。ただ、聞いたところによると一般の診療はやるが、評価はできない。目の

前の患者について治療ができるが、どのくらい重症でどういう項目により何を診なくてはならな

いかというのは分からない。一般医療支援はできるが災害医療支援はできない。ついては、その

辺りの評価だけでも皆さまに行っていただきたい。そのための効率的なシステムを考える。

福祉支援に関しては我々の医療側は全く分からないので、福祉専門の先生方が中心になって、自

分達で支援を呼び込む勢いでコーディネートしていただきたい。

100 か所という数字を見るとこれはどうなるだろうという気がした。医療の支援も入りたいと思 
うが、人が大勢避難してきた際に、最初にナビゲートするのは保健師である。そこで看護師の手

が取られる可能性がある。

藪内：保健師も、産休などにより全員が対応できるとは限らない。43 施設の避難所で対応することを考え

ると一人で 3 施設も対応しなくてはならない。アセスメント等どういうふうに対処していくのか全

く想像がつかない。

前山：例えば、訪問看護ステーションに保健師の業務をサポートしてもらうような協定を結ぶことがで

きるか。彼女らは自分達の病院に勤めているわけではないので、起動力があるので協力いただけ

ないだろうか？

薮内：保健師は、避難所巡回の業務として動くが、福祉防疫班としての役割があるので避難所付けではな

い。福祉どの保健師がつくかなど決まっているわけではないので体制が整っていない。

原田：今日の時点では課題の整理。冒頭に言った「情報のシステム」だけではなく「運用のシステム」が

今の議論だと思うので、このような議論を詰めていく。同時に端末を誰がアセスメントするのか考

えていかないといけない。福祉避難所を含めて 90 か所の対象があるので、誰がアセスメントする

のか。誰が入力するのか、場合によっては研修も含めて行っていかなければならないという課題も

見えてきた。

（平川先生に）これから作る情報システムは、どれくらいの期間、入力することになるイメージか？

平川：被害の状況による。医療だけでなく、福祉としてもイメージする必要がある。

山本：仕組みをつくっていると、誰がやるのかという問題になる。人育てを普段からしなくてはいけない。

看護師の資格のある人が福祉の勉強をするのはどうか。東海市では、25 人の潜在看護師の研修を行

っている。専門職として動いている方については限界があるため、潜在看護師に目を向ける必要が

ある。普段からどのように人づくりをするかが課題である。

原田：福祉避難所での医療情報と福祉情報をうまく集約できる仕組みをつくっていく。それが、今回の

大きな課題。また、それらを誰がアセスメントしていくのかそれをどうしていくのか課題である。

竹部課長から先に質問のあった 3 頁の既存の情報システムを活用できるかどうかについて何か案

はあるか。 

平川：医療でのアセスメントシートでいうと寝たきり、人工透析、精神障害、妊婦、一歳未満等々の情報

は全てチェックしているが、医療だけなので福祉情報も入れなくてはならない。これらをよりシン

プルにして専門家ではないトレーニングをしていない一般の方でも評価できるようにしていく。

竹部 これを質問したのは既存に直結したシステムに同じような項目があればそれに乗せられればより

効率的でないかということを考えた。

鍋嶋：システム的なことでいえば、自分の知る限りない。災害時でいうと EMIS が有名である。 
杉浦：防災はある。愛知県の高度情報システムに入力することになっている。今回の話の中で、作った

システムを評価して情報をあげるという場合何処にあげることになるのか？

平川：半田市の防災対策本部にあげる。

杉浦：それを半田市は、EMIS なり愛知県の高度情報システムで県に情報をあげていくことになるのか？ 
平川：EMIS は基本的に医療対応。半田市民病院に関連する半田市の避難所で例えばひどい所があれば、

そこの状況を把握することになるが、39 の福祉避難所は対象になりえない。半田市の対策本部で集

約した情報を評価し、半田市で何が対応できるか？何を県に重点的にあげるべきか判断するためのシ

ステムと捉えて欲しい。何でもかんでも、情報をすべて上にあげるわけではない。県は全ての地域か

ら情報が寄せられるのでパンク状態である。県での医療に関するコーディネータは、7 人くらいしか

いない。ついては、情報を基に各地域で賄えるほうが良い。

鍋嶋：本システムを作った初めの発想は、災害対策本部のメンバーがそれぞれの情報を確認して情報トリ

アージができることをイメージしている。各所の情報の集約を支援するシステムである。 
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原田：一時情報はまず半田市の災害対策本部が集約し、必要なところへの必要な支援は半田で一次的に考え

るが、半田市の中だけでは人的にも、物的にも間に合わないものを県に発信していくというイメージ

と考えて良いか。

平川：良い。それを判断できるのがコーディネータである。一般的には医療と行政だが、そこに医療だけで

はなく、福祉が入った方が良いと自分は考える。自分がイメージしているのは、先回図で示したかと

思うが、医療、行政、福祉のコーディネータが入り、行政は姉妹都市などがあると思うのでそれらの

協力を得ながら自分達で賄えるものは、賄っていく。

原田：ネットワーク環境は、汎用性があるものいうより、半田で独自に扱えるものとして捉えておいた方

が良いか？

平川：どこかでモデルで作成して、それが広がっていけば良い。

原田：P3 の「情報システム」の部分で、インフォコムの仕組みとして「メールフォーム機能」、「グループ 
ト－ク機能」、「掲示板機能」3 つの機能は使わせてもらえるということで良いか？ 

鍋嶋：その通りである。

原田：まずは「メールフォーム機能」のアセスメント項目をどうするかがこれからの議論となる。それ以

外の 2 つの機能をどう使い易くするかはその次。その際、医療項目以外に何を入れていくか考えて 
いく必要がある。先ほどの議論からするとメールフォーム機能の中にも医療のアセスメント項目も

入れる必要はあるのか？

平川：医療に関しては、重症・軽傷等でどのように対応するか等は、医師会の先生が避難所にすぐ来てい

ただけると思うので、それ以外の＋αを我々がしていく。自分の作ったアセスメントシートにもそ

のあたりは入っていない。 

原田：EMES の端末で避難所の医療情報を医師や保健師などが端末に入れるが、その情報は拠点病院を通 
して県に届くのか。

平川：全国の DMAT の医療チーム全てに届く。 
原田：今回はそこに福祉を付け足す。ただ、今の確認だと EMIS の中には加えられないので半田市独自でつ

くっていくということか。医療情報とこれから我々がつくる情報と 2 つが必用になってくるというこ

とか。

平川： EMIS では避難所の評価であり、医療のアセスメントをするわけではない。全く別。ただ、半田市が

集める避難所の情報に入ってくるのは、一部の特化した精神疾患、妊婦、高齢者、寝たきりなどの医

療情報である。

岩田：自分は半田病院で DMAT のロジスティクスを行なっている。EMIS は超急性期とか急性期の重症患 
者を助けることに主軸におかれたシステムであると理解している。いま議論しているのは、本当の重

症患者ではないトリアージでいえば黄色や緑の方たちに医療や福祉を提供していくためのシステム

という理解で良いか？

平川：緊急的には必要が無くても時間を置いて医療が必要となる人と環境の変化で肺炎や静脈血栓症になる

環境因子がどんどん増えて来るので、そういう条件がそろってないか、なり易い人が多くないかなど、

予防的な観点の医療対応ができる。寝たきりの高齢者が多いという数値を出せば、リハビリのチーム

の支援や、エアーマットが支給されるなど。精神疾患の患者さんが多いという数字を出せば、精神科

医療チームの支援が入るなど。そのようなことを福祉の視点でトータル的に評価する。

岩田：今回のシステムのゴールは、市の被災状況を集めて県庁に報告するためなのか？

平川：県庁に報告する為だけではなく、自分達でできることは自分達でするためのもの。DMAT や EMIS と

は全く別物と考えてもらった方が良い。

鍋嶋：避難所を開設するための条件を、情報の共有や判断基準などもシステムに落としていく可能性もある。 
山本：自分の支援の経験から、最初は手押しの車で何とかなっていた人が 1 週間もたたないうちに寝たきり

なってしまうケースもある。福祉の視点で予防的なところに目を向け、環境をきちっと把握できる項

目を設けると良い。予防的なことに手が打てるかどうかがひとつの福祉の視点。和式のトイレが多い

と行くのが億劫になって、水を飲むのを控えて、体調を壊す。細かいが、環境をきちっと把握できる

項目も必要なのではないか。

原田：（本システムの目的は、）各避難所からの情報を市が集めて県に出すのではなく、基本的には半田市が

集約して市が対応できることが第 1 義的。必要なものを県や市外にアピールするための情報であるこ 
とをまずわれわれが共通認識として確認したい。
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４．「情報システム」項目素案の提示について

日本福祉大学山本教授より資料「情報システム項目」（素案）に基づき、説明があった。

〔主な意見〕

原田：避難所の情報を丸ごと知ろうという発想ではなく、支援のためにどういうニーズをキャッチすべ

き点と対応させる必要がある。アセスメントしなければならない項目は何かという精査をこれから

していく。避難所と福祉避難所だけでも 90 施設ある。また、自然発生的に人が集まってくるという 
状況も出てくる。そこをどうするか行政としては方針を考えておかなければならない。そこまでの

情報把握をするのか、誰が端末を持つのかといった点も運用面のところで検討していく。

次回は、福祉関係のアセスメント項目について精査をする作業をするため少し議論できるように資

料をつくっていきたい。

５．その他

平川：費用面について、インフォコムからアナウンスして欲しい。

鍋嶋：3 機能について汎用的にサービスをご提供するために PＣポータルを活用しているが、環境を設定 
するのに初期費用が 90 万かかる。運用を回していく際に月額の維持費用が掛かっていくが、まず 
は 90 万について 6 月末までには、ご検討いただきたい。 

原田：見積書の形式を全員に共有して、それをどう分担するか検討していく。

5 月は、見積もり（費用分担をどうするか）、協定書について議論する。協定は 5 月に 4 者で各自資

料提供いただき事例をだしてもらう。6 月に WG の協定を具体的な形にしていく。 
また、情報システムのアセスメント項目をどうするかについて、次回はもう少し詳しく社協から資料

を出していただいて福祉情報の項目をどうするか次回、検討していきたい。運用システムは 1 回、2
回ではなく秋まで議論を重ねていく。

平川：このシステムの概要は自分が作らなければならないと思うが、医療コーディネートに関してはすぐ 

できるが、福祉と行政が入ってきた災害対策課でのコーディネートのイメージが持てない。福祉と

行政側でコーディネータが入る場合、どういう人が入るのか。社協の人なのか。福祉大学の人なのか。

対策本部で情報を纏めて効率的に運用する場合にどのような方々がどこに入られるか次回教えて頂

きたい。当然トップがいて、サブがいて、医療側のトップがいてサブがいてということになると思う

が、半田市民病院の救急側は断られたので、現在医師会に交渉中である。藤田からも人的支援を送

ることを考えている。コーディネートは大学も行政も出来る方が居るかどうか難しいかもしれない

が、一度、型ができれば、誰でも出来ると思う。ぜひみなさんと一緒にやっていきたい。

竹部：対策本部の中に〇〇班があって、部長が集まる本部員会議があるが、そこで考えると整理できない

のか・・・

平川：災害対策本部は本部ができて、トップは市長になり、・・・その中に地域のまとめ役のまた部が出来

るのか・・・。災害対策本部の中にコーディネータが一人おられるのか・・・。

原田：具体的なイメージで行政は当たりまえだが、罹災証明など通常業務が大変でコーディネートまではと

てもできない。保健師さんが担えるとも思えない。そこのシミュレーションをした時に、外部のコー

   ディネータをどう作るかという仕組みを考えておかないといけない。医療はそこがしっかりできてい

る。福祉はそこがないので、結果として全て事業所任せになってしまう。事業所はバラバラに情報の

持って行き方もないし、支援も入ってこない。ここの連絡調整をする役割が重要になってくることを

実感した。これは、運用の所で検討していく。

山本：南阿蘇の時に、福祉ネットワークを立ち上げてやり繰りしたので、情報提供をしていきたい。

マスコミの対応についてこの後話し合われた。（内容省略）

6．次回日程 
2017 年 5 月 16 日（火）15:30~ 半田市庁舎 303 会議室 
主な予定議事

 ・「情報システム」の項目の検討

・「運用システム」のフローの検討

以上
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第３回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録

日 時：2017 年 6 月 13 日（火）15：45～18：00 
場 所：半田市庁舎 403 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員について（追加修正）
原田（日本福祉大学）より、資料に基づき説明があり、確認された。

２．災害救急医療・福祉情報システム構築における共同研究に関する覚書
  原田（日本福祉大学）より、資料に基づき説明があり、内容について承認された。

覚え書の署名者について、半田市は半田市長、藤田保健衛生大学および日本福祉大学は持ち帰り
検討、インフォコムは、両大学の署名者の身分に合わせることとした。
覚え書の締結に当たっては、調印式などのセレモニーは実施せず、4 通作成し、郵送でそれぞれ
捺印をして取り交わすことを確認した。

３．「情報システム」の項目の検討について
鍋嶋（インフォコム）より、各端末（スマホ等）でログインできる環境のもとインフォコムから
の試作版の提示（デモンストレーション）と説明があった。

〇意見交換を踏まえ、以下について確認した。
・画面構成について、大きくハード（建物、インフラの状況）とソフト（避難者の状況）ふたつの
項目に分ける。

・ハード（建物の状況）について、次回の試作版に追加する。メールフォーム機能では、「倒壊」「半
壊」「要確認」など概況をラジオボタンでチェックできるようにし、「要確認」（判定が必要な場合）
はグループトーク機能で画像を送ることにより詳細な状況が把握できるようにする。（機能の切
り分けは運用マニュアルで対応）

・EMIS の項目も参考にしつつ、医療に関わる項目を追加する。 
・人に関する情報（安否は？どこに居るか？必要な支援は？）については、次回改めて安否確認シ
ステムによるデモンストレーションを行う。

  ・異なった機能を持つ一般避難所と福祉避難所（原則要支援者が避難の対象で避難者がある程度特
定できる。すでに管理された個人データがある。個別の支援の対応が必要である。）を切り分けて
システム構築を行う。

〇次回に向けて、各機関が項目等を検討し改善点等を 6 月末までにインフォコムに伝える。インフ
ォコムは、試作版に反映させ、次回の WG でデモンストレーションを行う。 
※入力画面の履歴の質問があったが、鍋嶋（インフォコム）より現段階では履歴が残らないので CSV で定期

的にデータを残す方法しかないとの説明があった。

４．「運用システム」の素案の提示について
平川（藤田保健衛生大学）より、資料に基づき、発災した時の災害医療・福祉支援チームの活動
イメージ（1 つのたたき台として医療を中心とした事例）の紹介があった。また、今後運用を検
討するにあたって、コーディネータの育成などいくつかの課題が提示された。

〇今後、誰をコーディネータに位置づけ、どのような支援チームを編成するかを検討することを確
認し、半田市のオペレーション室の一つチームとしてこの支援チームを位置付けることの必要性
とコーディネータ研修の必要性について共有した。
次回 WG では、チームのイメージを持ち寄り検討していくこと、11 月の訓練では、端末から集約
したデータをシミュレーションしながらどのような支援計画をつくれるのかといったコーディネ
ートまでを実施することを確認した。

５．その他
・杉浦（半田市）より、資料に基づき（11 月 17 日〜）11 月 19 日の避難訓練について説明があっ
た。端末での入力については、17 日、18 日に実施し、19 日に集まった情報に基づき実際に対策
本部で派遣等の判断をする訓練の流れを確認した。

・開始前に記者会見が実施され、NHK、朝日新聞、中日新聞、読売新聞、中部経済新聞の参加が
あった。6 月 14 日付でインフォコムについてもプレスリリースを行うことについて確認した。 

以上
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第４回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録

日 時：2017 年 7 月 11 日（火）15：30～17：00 
場 所：半田市庁舎 402 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】
１．災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員について（一部修正）

原田（日本福祉大学）より、資料に基づき説明があり、確認された。

２．災害救急医療・福祉情報システム構築における共同研究に関する覚書（確定版）
原田（日本福祉大学）より、資料に基づき説明があり、覚書（確定版）の締結が完了した旨、
報告がされた。各機関が 1 部ずつ保管することを確認した。 

３．「情報システム」の項目の検討について
 鍋嶋（インフォコム）より、各端末（スマホ等）でログインできる環境のもと前回の議論や

メールで送られた要望を反映した試作版の提示（デモンストレーション）と説明があった。
〇～「配慮が必要な避難者」までの項目について、審議し、以下を確認した。

なお、「配慮が必要な避難者」～の項目については、時間の関係で次回（8 月）の WG で
審議・確定することとした。
・運営責任者と入力者それぞれについて、“氏名”、“連絡先”、“本部に連絡が可能な通信媒
体および接続状況“について項目を起こす。

・「避難所の開設状況」の項目は、“開設・閉鎖”に加え、“使えるか・使えないか”等の状
況をチェックできるようにし、「建物被害状況」の項目の次に配置する。

  ・「洗濯機」「冷蔵庫」「照明」「調理設備」「風呂」の項目は削除する。 
  ・「トイレ」の項目は、“和式・様式・障害者トイレ”の区分や、使用できない場合の代替と

して“仮設トイレ・簡易トイレ”等、詳細がわかる内容を追加する。
・「妊婦」の項目の次に「産婦」「乳児」の項目を追加し、「配慮が必要な避難者」の項目か
ら 2 つを外す。 

・「障害者」項目の内訳が、“（身体障碍者）”・・・と表現されているのを“身体障害者手帳
の保有”、“療育手帳の保有”、精神障害者（保健福祉）手帳の保有“に変更する。

・「配慮が必要な避難者」の項目について、アセスメントできる内容を追加する。
追加する内容（および、専門家でなくても評価できるチェック項目）について、社会福祉
協議会より提示を行う。

 人に関わる確認情報として、鍋嶋（インフォコム）より、関連システム「エマージェンシー
コール」の提案とデモンストレーションによる概要説明があった。
〇システムの特徴について以下の説明があった。
・市が管理している要支援者約 2500 人の個人の属性に関するデータを吸い上げて、発災 
時に、要支援者（あるいはその家族）に「〇〇の避難所に行ってください」といった（音
声での）情報発信が可能なシステムである。

 ・避難の受入側は、対象者について「避難完了」をクリックすれば、本部側は、現状の避
難状況が全て把握できるシステムである。

〇意見交換を踏まえ、以下を確認した。
  ・本システムの採用の可否について、また採用する場合の個人情報の取り扱いについては、

  まず半田市が主体で検討する。
  ・採用する場合に、これまで検討してきた情報システムの一部として位置付けるのか、又

は、個人の安否確認の仕組みとして別の扱いにするのかについては（契約にも絡む事柄
なので）、次回議論する。

４．「運用システム」の福祉現場での課題整理
浅井（半田市）より、別紙配布資料に基づき 11 月の防災訓練の概要と本ワーキングに関わるシス 
テム運用の訓練の流れについて説明があった。
〇本システムを活用した防災訓練期間中のワーキングメンバーの関わり等について、以下を確認し
た。
・3 日間の日程のうち、19 日にワーキングの動きをつくる。 
・どのような動きにするかは、運営のマニュアルが提示されたところで（次回以降）、検討する。
・ワーキングメンバーは、少なくとも 19 日の 9 時〜11 時に防災訓練に参加できるよう予定する。 
・丁寧な検証（情報集約→アセスメント→評価→コーディネーターシミュレーション、通知の仕組

など）を行う必要があるため、プログラムによっては、参加日程の拡大もあり得る。

５．その他  
 次回ワーキングについて

次回ワーキングは、今回の修正と全項目の最終確認まで完了させるため、をする。項目一つひとつ
を確認しながら進めるため、時間を拡大して開催する。（後日調整）。

 WG 終了後、九州北部豪雨水害の被災地の状況について、直前まで支援に入った山本（日本福祉
大学）より報告があった。

以上
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第５回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録

日 時：2017 年 8 月 8 日（火）13：00～17：00 
場 所：半田市庁舎 301・302 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員について（追加）

原田（日本福祉大学）より、資料に基づき説明があり、確認された。

２．「情報システム」の項目の検討について

鍋嶋（インフォコム）より、前回の議論や要望を反映した項目の提示（デモンストレーショ

ン）と説明があった。

〇全体の項目について検討し、以下を確認の上、インフォコムより修正版を週明けにメール

にて送信を受け、最終確認をすることとなった。

・「建物被害状況」の項目に、冷暖房の可否を加える。

  ・「施設周辺危険度」の項目は、安全・要注意・危険の３段階とする。

・「避難所の開設状況」の項目は優先度が高いので「運営責任者連絡先」の下に配置する。

・「連絡が可能な通信媒体」の項目は、施設側の連絡先が分かるようにする。

・「利用可能な個通手段」の項目は、「車」、「オートバイ」、「自転車」の３つとする。

・「トイレ」の項目は、「障害者トイレ 基」を追加する。

・「衛生・ゴミ処理」の項目は、「衛生・環境」に変更する。内容では、「ゴミ焼却」を削除

し、「備蓄品など」の項目から、衛生に係る備蓄品スリッパ・ナプキン・手指消毒液・ト

イレットペーパーの内容を移動する。

・「避難所の収容数」の項目は、基礎情報なので「運営責任者連絡先」の下に配置する。

・「避難者人数」の項目には、P3 下の「車中泊」の項目を移動追加する。 
・「要援護者データ」の項目は、「データ」の表記を削除し、内容では、「６５歳以上」・「少

年」を削除し、「高齢者」を追加する。また、「障がい者」の項目を削除し、その内容を

「要介護・要支援認定者」・「身体障害者」・「知的障害者」・「精神障害者」としてこの項

目に追加する。

・「配慮が必要な避難者」の項目は、「医療的配慮が必要な避難者」と変更した上で、高血

圧を削除し、重症度の高い内容の順に、「人工透析」・「在宅酸素療養者」・「在宅看護」・

「難病」・「精神疾患」・「アレルギー」とする。また、「その他」が入力できるようにする。

・「避難所状況」の項目は、基礎情報なので「運営責任者連絡先」の下に配置した上で、「不

明」は削除する。

・「配慮が必要な人のスペース」の項目は、内容として「感染症疑いのスペース」・「その他

のスペース」を追加する。

・「医療活動」の項目は、「医療支援チーム名」を「常駐医療支援チーム名」とする。医療チ

ーム名称は DMAT、JMAT、DPAT、JRAT 等複数選択できるようにする。 
・「医療チームの構成」の項目は、下にある「健康管理者活動」・「健康管理者」の項目を削

除し、その内容から「保健師  人」を追加する。

・「医療チームの構成」の項目の下に、「福祉チームの構成」の項目を追加する。内容には「ケ

アマネージャー  人」・「ソーシャルワーカー  人」を記載する。

・「数日以内に散見する症状」の項目は、削除し、内容のうち「下痢」・「嘔吐」・「発熱」及び

「ノロウイルス」・「インフルエンザ」を、「医療的配慮が必要な避難者」の項目に追加す

る。

・「備蓄品など」の項目は、「冷房/暖房」を「冷房/暖房器具」とする。また、「紙おむつ」

は大人用・子ども用に分け、「血圧計」・「体温計」・「マスク」・「手袋」を追加する。その

うち衛生関連備品は、「衛生・環境」に記載する。
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３．半田市防災訓練に向けての協議

杉浦・渡辺（半田市）より、別紙配布資料に基づき 11 月の防災訓練の訓練想定及び時間軸

イメージと本ワーキングに関わるシステム運用の訓練の流れについて説明があった。

続いて、鍋嶋（インフォコム）より、第一報の入力フォームの説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・第一報の入力フォームを別に作らず、本システムの上位項目への入力で対応することと

なった。最低限必要な項目を明示することで対応する。

・第一報は発災後 2 時間以内の情報として入力し、以後 9 時間後、15 時間後、24 時間後

の翌朝には全入力できるようにする。

・19 日の訓練では、オペレーション室でのコーディネートのシミュレーションが重要で

ある。医療・福祉のコーディネーター担当者、統括コーディネーターを決め、本部に配

置する。

４．システム運用に関わる検討事項について

コーディネーター研修については、日程調整の結果、10 月 29 日（日曜日）午後に実施する

ことを決定した。それまでに、行政、社会福祉協議会は講習参加者の人選を行い、事務局に

連絡することとなった。 

５．その他  

次回ワーキングについて

次回ワーキングは、情報システムの最終確認、コーディネーター研修プログラム、システム

の運用マニュアル（半田市原案作成）の確認を行う。

以上

178



第６回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録

日 時：2017 年 9 月 28 日（木）15：30～17：00 
場 所：半田市庁舎 303 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．「情報システム」の最終版の確認について

鍋嶋（インフォコム）より、前回の議論や要望を反映した最終版の説明があった。

〇全体の項目について検討し、以下を修正・追加することを確認した。

・「常駐する福祉関係者」の保健士を「常駐する医療関係者」の方に入れる。

  ・「常駐する福祉関係者」の社会福祉士の次に「精神保健福祉士」を入れる。

・「巡回中の医療支援チーム」の所に、「その他」として別枠で記入できるようにする。

・「常駐する福祉関係者」の「ボランティア」の横に、「情報保障者」という項目を入れ

 る。

・「備蓄品など」コメント欄の前に「その他不足している物」追加し、自由記述で書き込め

るようにする。

・使用メンバーに応じた操作説明書を作る。

２．災害時医療・福祉コーディネート研修会（10 月 29 日）について 
平川より資料に基づき研修会について説明があった。

〇全体の内容について意見交換し、以下を確認した。

・参加者は１ブース 5 人くらいで、15 人から 20 人くらい。 
・プロジェクター1 つ、ホワイトボードを各ブースに 2 つくらい用意する。 
・行政、社協、大学で参加者を推薦・確定し、所属・職種・氏名を 10 月 13 日までに岡

崎まで報告し、参加者一覧表を作成する。

・研修会の終了証を半田市として作成する。

３．半田市防災訓練について

杉浦（半田市）より、別紙配布資料に基づき 11 月の防災訓練の訓練想定及び時系列に沿っ 
た災害対策本部、救護部と各避難所班、福祉・防疫班の動きのイメージとオペレーション室

の体制とそこでのスポット・スポットでの情報の捌き方の訓練、その中でシステムの運用に

ついて検討することについて説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・19 日の 9 時から 12 時のコーディネート訓練では、3 時間の中で、どういうタイミング

でどういう情報が集まってきて、何を訓練するのかという内容を整理して、10 月のワー 
キングで確認する。

・9 頁のオペレーション室のメンバーとして福祉・防疫班岩橋サブチーフを、404 号室のメ 
ンバーとして保健センター薮内を追加する。

４．その他

  次回ワーキングについて

以上
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第７回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録

日 時：2017 年 10 月 10 日（火）15：30～17：00 
場 所：半田市庁舎 401 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．半田市防災訓練に向けての最終確認

杉浦（半田市）より、別紙配布資料に基づき 11 月の防災訓練の時系列に沿った訓練の内容、 
及び、指定避難所と福祉避難所における時系列に沿った具体的な被害想定とオペレーション

室への情報伝達、オペレーション室での机上訓練、システムを使った検証について説明があっ

た。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・ワーキングメンバーは、19 日午前 8 時半に大会議室に集合する。

・今回のシステムでは、発災から 2 時間、9 時間、24 時間、51 時間という 4 回データ

  を流し、きちんと使えたかどうかを検証する。

・会議で検討するデータについては、個別施設の時系列情報と全体像の両方を用意す

る。

  ・集まってきたデータに基づいてコーディネーターの訓練を行う。

・システムの使い方や訓練の意味等について、11 月のはじめに各施設の方に説明会を行う。 
・本部との調整の上、可能であれば、19 日当日の 11 時から 12 時まで、各施設の入力担当

者とのリフレクションを行う。 

２．災害時医療・福祉コーディネート研修会（10 月 29 日）参加者について 
原田より資料に基づき 10 日現在の参加者について報告があった。 

〇全体の内容について意見交換し、以下を確認した。

・各ブースに、避難所の位置・主要道路が記載された半田市の大きな地図を２枚用意す

る。

・参加者の名札を用意する。

・終了後、懇親会を開催する。参加者については再度意向を確認する。

３．防災訓練後の災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキングの開催について

原田より 11 月以降も引き続きワーキングを開催することについて、内容と日程の説明が 
あった。

〇全体の内容について意見交換し、以下を確認した。

・12 月以降、来年 3 月まで、月 1 回ワーキングを開催する。 
・12 月は 19 日の午後 3 時半から開催する。 

４．その他

・情報システム最終判の修正について

  鍋嶋より前回の修正意見に基づく修正について説明があった。

・情報システムの契約について

原田より今回の 4 者共同開発のシステムと BC ポータルとの関係性、来年 4 月以降の 
半田市とインフォコムとの契約について、今後、整理、議論する必要性について説明

があり、今後議論していくこととなった。

以上
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第 9 回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録 

日 時：2017 年 12 月 19 日（火）15：30～17：00 
場 所：半田市庁舎 4 階 大会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会のふりかえりと今後の

課題ついて

１）情報システムに係るアンケートについて【半田市】

２）半田市総合防災訓練を終えた救護部の取組み及び要望事項について【半田市】

杉浦（半田市）より、資料に基づき救護部で参加したメンバーのアンケート結果及び訓

練を終えての救護部の取組み及び災害対策本部に対しての要望事項について説明があっ

た。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・コーディネータをオペレーション室、救護部の中にどう位置づけるのか等について、

半田市役所内で議論をしていく。

３）11 月 17 日～19 日の訓練の振り返り【インフォコム】 
鍋島（インフォコム）より、別紙配布資料に基づき 3 日間の訓練の経験から、システムの 
メリット、課題等の説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・選択入力について、チェックボックス方式をプルダウン方式に修正する。

・インフォコムにおいて、EMIS、及び愛知県の防災情報システムの入力項目と今回の情報シ

  ステムの入力項目を整理し、整合性をはかる。

４）災害時医療・福祉コーディネート研修会アンケート【藤田保健衛生大学】

平川（藤田保健衛生大学）より、資料に基づきアンケート結果の説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・コーディネートできる人材を半田市内で増やすため、コーディネータ研修を継続して

  実施する。コーディネータ研修は事業化して定期的に開催できるよう検討する。

２．災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキングの今後の進め方について

原田より、ワーキングの今後の進め方について提案があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・行政、社協等において、4 月以降どうするかについて議論し、その結果を持ち寄り、1
月、2 月に議論をしていく。 

・ワーキングの成果報告会を 2018 年 3 月 29 日午後１時半から 2 時間程度開催する。 
  対象は事業所、医療関係者、知多半島自治体関係者とし、たたき台を事務局で作成し、

1 月のワーキングに提案する。 

以上
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第 10 回 災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング議事録 

日 時：2018 年 1 月 16 日（火）15：30～17：00 
場 所：半田市庁舎 3 階 303 会議室 
出席者：別紙

【以下、敬称略】

１．半田市総合防災訓練および災害時医療・福祉コーディネート研修会の残課題について

１）情報システムに係る福祉事業所アンケートについて【半田市】

杉浦（半田市）より、資料に基づき福祉事業所のアンケート結果について説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・発災時の第 1 報の重要度の高い項目の選択とその順番の組み替えについて、次回までに、

山本先生、田川さん、半田市渡辺さんインフォコムの間で協議を行い、次回内容を確認

することとなった。

２）EMIS、愛知県の防災情報システム等と本システムにおける類似項目について 
【インフォコム】

鍋嶋（インフォコム）より、資料に基づき説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・今週中に、インフォコムの方で EMIS に対応した本システムのバージョンを作成し、

  その後議論することとなった。

３）注視情報のサンプルについて【インフォコム】

鍋嶋（インフォコム）より、資料に基づき説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・使い方としてサンプル資料で示されたアウトプットができることを確認した。

２．災害救急医療・福祉情報システムの構築を目指して～半田市 WG 成果報告会～ 
開催要項及び実施に関わる確認事項について

岡崎より、資料に基づき説明があった。

○意見交換を踏まえ以下を確認した。

・開会挨拶の順番を入れ替え、先に平川先生にお話しをいただいた後、半田市長挨拶と

する。

・ミニシンポのシンポジストについて、福祉施設代表を第一候補はりんりんの理事長渡辺

さんとし、都合が悪ければ第二候補で瑞光の里とする。半田市社会福祉協議会と半田市

はシンポジストの氏名を確定する。

・公共交通機関を促す必要はないこととする。

・VIP の参加者については、それぞれで調整して事務局に集約する。 
・プレスリリースは半田市が行う。

・半田市以外の医療関係者は半田市保健所から周知を行う。

・当日配布資料は、2 月のワーキングの時に締切日と提出先を決める。 
・全体司会は日本福祉大学が担当する。→ その後の調整で半田市が担当することとなった。

・今週中にそれぞれで挨拶者、ミニシンポ参加者氏名を決定し、開催要項を確定する。そ

  の上で、それぞれに配信し、できるだけ早く周知を始める。

３．災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング報告書の作成について

原田より、資料に基づきワーキングの 1 年間の取組についての報告書を作成する提案があり、 
確認された。

以上
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災害救急医療・福祉情報システム構築ワーキング構成員

機関・部課名 補職名 氏名 

藤田保健衛生大学 
医学部（災害・外傷外科） 

教 授 平 川  昭 彦 

藤田保健衛生大学 
医学部（地域医療学） 

教 授 石 原  慎 

藤田保健衛生大学 
産学連携推進センター 

課 長 横 田  正 明 

藤田保健衛生大学 
外来医事課（DMATロジスティクス） 

課 長 田 川  良 一 

日本福祉大学 
社会福祉学部 

教 授 原 田  正 樹 

日本福祉大学 
福祉経営学部 

准教授 山 本  克 彦 

日本福祉大学 
健康科学部 

准教授 村 井  裕 樹 

日本福祉大学 
看護学部 

准教授 新 美 綾 子

日本福祉大学 
企画政策部企画政策課 

課 長 大 崎  博 史 

日本福祉大学 
企画政策部企画政策課 

主 幹 岡 崎  佳 子 

日本福祉大学 
企画政策部企画政策課 

― 大 森  皓 介 

インフォコム株式会社 
モバイルクラウド事業部 

上席主任 鍋 嶋  保 志 

インフォコム株式会社 
ヘルスケアサービス部 

― 山 下  浩 希 

半田市社会福祉協議会 事務局長 水 野  節 

半田市社会福祉協議会 
（ふくし支援グループ） 

グループ長 前 山  憲 一 

半田市社会福祉協議会 
（障がい者相談支援センター） 

副センター長 徳 山  勝 

半田市 
福祉部地域福祉課 

課 長 
竹 部  益 世 
榊 原  宏 之 

主 査 渡 辺  富 之 

書 記 浅 井  隆 之 

半田市 
福祉部高齢介護課 

課 長 倉 本  裕 士 

主 査 蜷 川  裕 一 

半田市 
健康子ども部幼児保育課 

課 長 高 浪  浅 夫 

半田市 
総務部防災交通課 

副主幹 杉 浦  郁 夫 

半田市 
健康子ども部保健センター 

保健師 薮 内  清 子 

半田市 
半田病院管理課 

主 事 岩 田  幸 士 

愛知県 
半田保健所 

所 長 増 井  恒 夫 

愛知県 
半田保健所 総務企画課 

― 田 口  洋 子 
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発行日   ：  2018 年 3 月 31 日 

事務局   ：  日本福祉大学 

問合せ先 ：  日本福祉大学 

   企画政策部 企画政策課 

   Tel.0569-87-2972 

Fax.0569-87-2614 
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