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News Letter 発刊にあたって

日本災害医学会

大

友

代表理事

康

裕

代表理事を拝命しております大友でございます。会員の
皆様には、日頃から当学会運営に対し格別のご配慮を頂き
厚くお礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症
蔓延が長期化する中、現場の最前線での診療・クラスター
発生施設への支援などで、国民の生命・健康を守るために
日々尽力されている学会員の皆様に心より感謝と敬意を表
します。
この度、日本災害医学会雑誌（Japanese Journal of Disaster
Medicine；JJDM）が、2021 年 12 月より J-STAGE に収載さ
れ、完全 on-line 化となり、学会員の皆様に印刷物による
情報を提供する機会が無くなっておりましたことから、学
会 news letter を発刊することといたしました。是非、各情
報をご確認頂けますと幸いです。
本学会は、防災・減災に関する学術的活動に従事してい
る 62 の多分野の学会が集まり、連携して活動する防災学
術連携体に 2016 年 1 月より参画しております。2020 年 4 月
より、本学会が主担当学会として指名され、代表幹事とし
て運営に深く関与しております。この防災学術連携体は、
日本学術会議を要として発足し、2020 年 2 月には「日本学
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術会議の協力学術研究団体」に指定されました。主な活動と

ンセス号への対応から始まり、クラスター発生施設の支援、

して、年 2 回の「日本学術会議公開シンポジウム / 防災学術

各都道府県における病床確保と入院搬送調整、第 4 波以降の

連携シンポジウム」
（うち 1 回は、秋の「ぼうさい国体」の

急激な感染爆発によって需要が高まった臨時医療施設や入院

際に開催）と、年 1 回夏の「防災に関する日本学術会議・学

待機ステーションの設置と運営など多岐にわたる活動が全国

協会・府省庁の連絡会」を主催（企画・実施）しており、さ

で実施されてきました。これらのどの活動においても「災害

らに会員学会の企画による Web 研究会を年に数回開催して

医療対応の原則」の適用が必要となります。指揮命令系統の

おります。直近では、先日 5 月 9 日に「自然災害を取り巻く

確立、安全管理、コミュニケーション、そして本部支援、診

環境はどう変化してきたか」―人新世をメインテーマとして

療支援、搬送支援、物資支援と、いわゆる「CSCATTT」に

─を開催（https://janet-dr.com/060_event/061_event00.html）致

従って、今までの多くの災害経験によって培われたノウハウ

しました。

を最大限に生かされた活動が展開されました。今後は、感染

2016 年 3 月、本学会は、日本医学会／日本医学会連合に

症対応も包含した All-Hazard 対応のできる災害医療の形が一

加盟し、参画学会として様々に活動しております。2020 年

層期待されております。これら一連の本学会会員による対応

12 月 26 日第 28 回日本医学会公開フォーラム「コロナへの対

の総括を、「日本災害医学会雑誌 COVID-19 特別号」として

峙：保険・医療の変容とこれからの社会」
（https://jadm.or.jp/

発刊する予定です。是非、ご期待下さい。

contents/news/?p=9&article=000129）での講演や、
「Japan CDC

本学会の世界的な活動が認められ、世界災害救急医学会東

（仮称）創設に関する委員会（第二次）
」に参画し、提言「健

京大会 2022（WADEM Tokyo 2022）を開催することとなり、

康危機管理と疾病予防を目指した政策提言のための情報分

学会をあげてその成功へ向けて鋭意準備中でしたが、新型コ

析と活用並びに人材支援組織の創設」(https://www.jmsf.or.jp/

ロナウイルス感染症の世界的蔓延が続く中、開催延期を決定

news/page_965.html) の策定に大きく関わらせて頂きました。

致しました事は、すでにアナウンスさせて頂いておりました

また日本医学会創立 120 周年記念誌 (https://jadm.or.jp/contents/

（https://wadem.org/congress/tokyo-2022/）
。 こ の 度、WADEM

news/?article=000205) におきまして、
「頻発する日本の自然災

理事会から連絡があり、WADEM Tokyo 大会を 2025 年に開催

害と医学・医療」の章を執筆しております。

する事が正式に決定致しました！

会期は 2025 年 5 月 2 日か

全世界を巻き込んだ新型コロナウイルス感染症パンデミッ

ら 6 日、会場は京王プラザホテルです。全世界の災害医療の

クは、感染症対応ととらえられがちですが、実際に最前線で

専門家に対して、わが国の災害医療の先進性をアピールする

診療にあたったのは、感染症専門医ではなく救急医・集中

貴重な機会とするべく、学会をあげてその成功へ向けて準備

治療医・呼吸器内科医・総合内科医などです。また個々の診

をして参ります。

療から、全体の医療の最適化という視点でとらえる「災害医
療」の手法が求められます。本学会も災害医療の専門家集団

引き続き、本学会へのご支援を賜りますよう、お願い申し
上げます。

として、COVID-19 と戦って参りました。ダイアモンドプリ

第 27 回日本災害医学会総会・学術集会開催報告
第 27 回日本災害医学会総会・学術集会は、2022 年 3 月 3

測される「災害列島」に暮らす我々が、それらに対応してい

日（木）〜 5 日
（土）の 3 日間、広島国際会議場をメイン会場と

くため、何をどう攻めるのか、何をどう守っていくのか、さ

し、学術集会史上初めて、主要演題を対面式＋ WEB、一般

らに何をどう育てていくのか、将来に向けて新たな視点で探

演題・ポスターを WEB とするハイブリッド形式での開催、

求していくことを目的に、そのテーマを「災害医療のパラダ

かつ「ロジスティシャン」が大会長を務める総会・学術集会

イムシフト―何を攻め・守り・育てるのか―」を掲げまし

となりました。COVID-19 の影響で感染対策他様々な制限の

た。

ある中、おかげさまで現地及び WEB 合わせて約 2,200 名のご
登録、また現地約 1,000 名（学生及びスタッフ・関係者含む）

対応の総括・この災害の本質・出口への道標―」と題し、ダ

の皆様にご参加いただき盛会のうちに終了することができま

イヤモンドプリンセス号から現在までの新型コロナウイルス

した。参加してくださった皆様、そして企業・団体、ボラン

感染症対応について考えるシンポジウム、好評の「レジェン

ティア等学術集会に対しご協力いただきました全ての関係者

ドセッション（ロジ・レジェンドセッションも企画）
」
、日本

の皆さまに深く御礼申し上げます。

学術会議「防災学術連携体」から「浸水被害、土砂災害に対

本大会は感染症を含め南海トラフ地震や首都直下地震も予
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する病院の備え」などのセッションが展開され、また「国際
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平和文化都市」開催地「広島」からの企画として、
「暁の宇

断固反対の意を表す緊急声明を発出いたしました。独立国

品」の著者でノンフィクション作家の堀川恵子氏（広島県出

家の主権を武力により侵害し国際秩序を毀損する行為、そ

身）から、その詳細な調査に基づく被爆直後の原爆救護活動

して一般市民を対象とした攻撃により Complex Humanitarian

の新たな事実についてご講演いただきました。

Emergency が発生していることは決して許されるものではあ

そして、パラダイムシフトを考える 3 つの観点「攻める」

りません。今回の学術集会の開催地である世界の恒久平和を

「守る」
「育てる」をキーワードに、災害医療とは異なる分

願う「国際平和文化都市・広島」からメッセージを発する意

野でご活躍中の先生方からのご講演、さらに海外から US-

義は大きいと考え、緊急声明の発出に至りました。会員各位

DMAT・WHO ほかの関係者、国内からは「被ばく医療」、
「山

におかれましても何卒ご理解いただければ幸いです。

岳医療・火山」
、
「豪雨災害」
「避難生活・トイレ環境」等様々

最後になりましたが、今回の学術集会の開催が、COVID-19

な分野で造詣の深い先生方からもご講演をいただきました。

対応の出口への扉を押し拡げ、そしてパラダイムシフトする

いずれのセッションも国内外の選りすぐりの専門家によ

災害医療新時代の確かな一歩になりますことを心より祈念申

る活発な議論が交わされ、情報やノウハウの共有とともに新

し上げ、ご報告方々お礼のご挨拶とさせていただきます。本

しい知見を得ることができ、極めて有意義かつ有益な時間に

当にありがとうございました。

なったと思っています。
振り返れば、大会準備期間中も含め、2022 年に入っても
新型コロナウイルス感染症は中々収束に至らない状況が続い
ていました。しかしそうした中でも今回、特別企画・一般演
題・ポスター等を含め約 700 演題のご登録をいただき、その
おかげで、充実したプログラム構成が可能になり、多くの学
びを得られる環境を整えることができました。エントリーし
てくださった皆様に改めて心から感謝申し上げます。
また、大会 1 週間後、ロシアによるウクライナへの軍事侵
攻及び原発施設への攻撃に対し、同集会大会長の立場から、

第27回日本災害医学会総会・学術集会
会長

中田

敬司

（神戸学院大学 現代社会学部
社会防災学科 教授）
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第 27 回日本災害医学会総会・学術集会事務局長レポート
第 27 回日本災害医学会総会・学術集会において、運営準
備の事務局長を務めさせていただきましたのでご報告させて
いただきます。
日程は 2022 年 3 月 3 日
（木）
〜 5日
（土）
の 3 日間、メイン会場
は広島国際会議場とし、現地及び WEB 合わせて約 2,200 名の
ご登録、現地約 1,000 名の皆様にご参加いただきました。新
型コロナウィルス感染症拡大の影響で大変参加の判断が難し
い中、現地参加また WEB 参加してくださった皆様、また運
営にご協力いただいた全ての皆様に深く感謝申し上げます。
私達運営準備事務局の戦いは約 1 年 3 か月前の 2020 年 12 月
あたりから本格的に始まりました。今回の学術集会の事務局
体制は、おそらくこれまでと違った体制となったように思い
ます。中田敬司大会長の所属機関の所在地は神戸市ですが、
会場は広島市となり、事務局体制は事務局本体が神戸、現地
担当が広島と 2 分化体制となりました。本来事務局長の私の
業務である会場に関する業務など、広島大学の久保副会長や
田治委員長にも大変ご尽力いただきました。幸い新型コロナ
ウィルス感染症拡大の影響で、オンライン会議が普及してお
りましたので、2 分化となっても打ち合わせなどはスムーズ
に進めることができましたが、中田敬司大会長は、現地の細
かい調整等で何度も神戸と広島を往復していただきました。
やはり、私達を苦しめたのは、新型コロナウィルス感染症
拡大の影響に伴う開催形式の判断でした。中田敬司大会長は
準備開始当初から、久しぶりに皆様とお会いしたい！という
強い意向があり、基本的には対面式での開催を目指すことと
なりました。また、皆様は約 2 年間新型コロナウィルス感染
症の対応で大変ご苦労されているため、久しぶりに再会し、
お互いの労をねぎらえるような学術集会にもしたいという中
田敬司大会長の思いもありました。
しかし、残念ながら第 6 波の影響を大きく受け、開催形式
を模索する必要がありました。準備開始当初は、参加に積極
的だった企業様等も、第 6 波の影響で多くが消極的となり、

の場をお借りしてお詫び申しあげます。

参加が困難になった企業様や団体もありました。その中で

今回このような貴重な大役の機会をいただき、自分自身も

も、大きな影響を与えたのは、これまでにない大規模な屋外

大変勉強になり感謝いたします。事務局長としては、会員の

展示を予定したものが実現できなかったことでした。この

皆様へ満足していただけるように、また中田敬司大会長や久

ように企業様の参加も少なくなる中、ハイブリッド形式とな

保副会長をしっかり支えることを常に考え務めさせていただ

ると予算が高額になるなど、予算との兼ね合いもありギリギ

きました。皆様の多大なるご支援により、神戸の事務局本体

リまで検討を重ねました。この状況下で重要とした点は、新

と広島の皆さんと常にチームワーク良く進められ、充実した

型コロナウィルス感染症拡大防止を考慮しながら、学術集会

期間となりました。改めて皆様に感謝申し上げます。

に参加される皆様にいかに充実し価値のある内容を提供でき
るかでした。最終的には、学術集会で初めてとなる「主要演

次回は岩手県盛岡市での開催になります。皆様、また盛岡
でお会いしましょう。

題：対面式＋ WEB」「一般演題・ポスター：WEB」とする
ハイブリッド形式での開催とさせていただきました。これ

第 27 回日本災害医学会総会・学術集会

は、事務局としても大きな挑戦となりましたが、そのため会

運営準備事務局

期中は至らない点もあり、大変ご迷惑をおかけしたことをこ
4
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第 28 回日本災害医学会総会・学術集会開催案内
会

期

2023 年 3 月 9 日
（木）
〜 11 日
（土）

会

場

マイオス／アイーナ・いわて県民情報交流センター

会

長

眞瀬

智彦

（岩手医科大学医学部 救急・災害医学講座）
副 会 長

石井

正

（東北大学大学院医学系研究科総合医療学分野）
島田

二郎

（福島県立医科大学附属病院ふたば救急総合医療支援
センター）
事務局長

藤原

弘之

（岩手医科大学医学部 救急・災害医学講座）
テ ー マ

「災害保健医療の過去、現在そして未来

人材育成 」

〜東日本大震災被災地からの発信
演題募集

2022 年 9 月 13 日
（火）
〜 10 月 12 日
（水）
予定

学術集会 HP

https://site2.convention.co.jp/28jadm/

2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催によって
創生されたもの

日本災害医学会 理事
帝京大学医学部救急医学講座 主任教授
2020 年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急災害医療体制を検討する学術連合体
（Academic Consortium: AC2020）
合同委員会 委員長

森

村

尚

登

2021 年 9 月 5 日。第 32 回オリンピック競技大会（2020 ／

術団体を以て、約 5 年間にわたりウェブサイト（http://2020ac.

東京）・東京 2020 パラリンピック競技大会（以下東京 2020

com/）を通じて数多くの提言や指針、手引きを社会全体に向

大会）が閉会した。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

けて発信してきた。今回、東京 2020 大会開催中の医療関連

の世界的流行を受け、当初予定の 1 年後に約 50 日間にわたっ

情報を総括するとともに、AC2020 の活動を通して救急・災

て開催された。

害時医療領域で創生されたものについて寄稿する。

マスギャザリングイベントである東京 2020 大会の開催

AC2020 は設立以降、行政組織に向けた医療体制に係る提

が地域の医療体制に多彩な影響を与えることが必至であ

言や、医師、看護師、ファーストレスポンダー、ボランティ

ることに鑑み、2016 年 4 月 28 日に本学会を含む 7 つの団体

ア、市民に向けた診療・救護・研修等に係る指針や手引きを

から成る「2020 年東京オリンピック・パラリンピックに

発出してきた。その数は 60 近くに及ぶ。皮切りは、都に向

係 る 救 急 災 害 医 療 体 制 を 検 討 す る 学 術 連 合 体（Academic

けた会場の内外を問わないかつペナンブラ（地域住民）を意

Consortium:AC2020）
」が結成された。以降 AC2020 は 29 の学

識した組織横断的な災害時対応の枠組みに関する提言であっ
5
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た。以降都の担当部局に救急災害時の医療検討部会が設置さ

医療救護施設の感染管理運用の標準化と会場別研修が十分で

れた。さらに有事の際の即時対応を可能にする多機関連携合

ないまま大会を迎えたことが大きな課題であった。

同本部の開催中常設についても強く推奨している。これを受

周知のように COVID-19 の感染状況に鑑み、大会は一部を

けた形で、都庁内都市オペレーションセンター（COC）に東

除き原則無観客で実施された。期間中のアスリートや大会関

京都全体の救急・災害時医療対応責任医師が開催中常駐し、

係者、観客の傷病者数はオリンピックで 1099 例（選手用医

会場内を統括するメインオペレーションセンター（MOC）

務室対応 628 例、観客用医務室対応 471 例）、パラリンピック

の医療部門と密に連携をとったことは非常に意義深い。その

で 403 例（選手用医務室対応 193 例、観客用医務室対応 210

ほか、多数傷病者発生を地域全体に知らせるためのコード名

例）であり、院外心停止の 2 例はいずれも社会復帰に至った。

の検討、地域別の開催中の医療需給均衡の評価に基づく医療

救急車搬送数はオリンピックで 71 例うち 18 例が入院、パラ

提供体制の強化案、診療・看護に係るガイドラインの発出、

リンピックで 28 例うち 12 例が入院した。例年同時期にみと

マスギャザリング医療スタッフ要件や研修内容の標準化プロ

められる熱中症患者数に大きな差異はなく、自然災害および

グラムの策定と効率的な研修方略など、創生されたものは多

人為災害による多数傷病者事故もみとめなかった。懸念さ

岐にわたる。

れた COVID-19 の拡大については、海外からの入国者による

AC2020 が主導した会場内の選手・観客用メディカルス

影響（直接的影響）はほとんど認められなかったが、国内感

タッフの事前研修は、大会終了後のアンケート調査によれ

染者数は開催前から漸増し、8 月に入って非常に大きなピー

ば、78.1％のスタッフが e-learning のプロブラムを 8 割以上修

ク（第 5 波）を迎えた。大会開催決定がもたらした高揚感

了した状況で大会に従事していた。心肺蘇生やトリアージな

と、祝祭と自粛という矛盾したメッセージが社会全体を覆っ

どの技能実習は、感染拡大の影響によって、当初の集合研修

て個々人の行動変容を惹起したことが、感染拡大を招いた可

からリモートアプリケーションによるウェブ上での研修やオ

能性（間接的影響）は否定できていない。今後は社会心理学

ンデマンド DVD による自己研修へと方略を変えながら開催

的視点を加えた検討が必須である。

直前まで継続され、全体の 94.1％のスタッフが開催前に修了
した。他方、COVID-19 への対応に追われる中で開催の有無

学術団体が次に果たすべきはパリへの学術的引継ぎであ
る。

や形式に関する決定が直前であったことに起因して、会場内

マスギャザリング医療対応ガイドブック
本ガイドブックは、2016 年の設立以来 6 年余にわたりコン
ソーシアム構成団体が本ウェブサイトを通じて発信してき
た、医師、看護師、ファーストレスポンダー、ボランティア、
市民に向けた診療・救護・研修等に係る約 60 におよぶ提言
や指針、手引き等を、AC2020 合同委員会が編纂したもので
す。
マスギャザリングイベントの医療体制構築などにお役立て
ください。
ダウンロードは AC2020 ウェブサイトより可能です。
http://2020ac.com/

BHELP 運営委員会活動報告～web コース開催について～
BHELP 標準コースは、東日本大震災の教訓から災害（震

6

です。

災）関連死や健康被害、苦痛を最小にすることや避難者の尊

日本災害医学会は、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件の

厳・人権が守られる避難所の実現を願って開発されたコース

あった 1995 年に研究会として発足し、災害時の医療体制構築
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がとても役立ったという声も寄せられています。
2020 年 3 月以降は、新型コロナウィルス感染症の拡大によ
り、他コースと同様に集合研修の開催が困難となりました。
そこで、Web コースを開催できるよう早い段階から準備を進
めました。対面コースと遜色のない多職種によるディスカッ
ションを可能とするため Zoom のブレイクアウトルーム機能
をフル活用し、Web コース用の教材開発、インストラクター
のトレーニングと多大なる協力により対面コースと同等の質
を担保したコースを提供することができています。
現在は 1〜2 回／月のペースで Web コースを開催していま
に貢献するとともに MCLS 標準コースや CBRNE に関する教

す。受講者もインストラクターも移動の必要がなく開催地域

材の提供などを行ってきました。そして、東日本大震災では

を問わず参加でき、そして何よりも感染を懸念せず開催する

医療と保健・福祉の連携の重要性が浮き彫りになりました。

ことができます。インストラクターからは、対面コースとは

被災都道府県等に保健医療調整本部が設置されるなどの体制

異なりファシリテートの難しさを感じるという声を聞くこと

強化が進められていますが、発災直後から避難所環境を整備

もありますが、受講者からは意見を引き出してもらえた、気

することができるのは被災地域に住む人々です。そこで、医

づくためのヒントをもらえたなど、肯定的な感想が多く寄せ

療・保健・福祉関連の専門職、行政関係者等が地域でリー

られています。

ダーシップを発揮できるよう避難所に関する知識や課題思考

一方で、対面コースにおいては、災害においては欠かすこ

プロセスをトレーニングするコースを開発し、提供すること

とのできない地域での横のつながりができることが利点でし

となりました。2016 年 2 月から数回の施行コースを経て、全

た。Web コースにおいても地域の要望に応じて地域限定コー

国で BHELP 標準コースが開催されるようになり2022 年 5 月現

スを開催していますが、Web 上では受講者同士の交流機会を

在の受講者数は 3,400 名を超えています。多職種によるディス

作ることが難しいことが課題となっています。今後は感染状

カッションによって展開するのが大きな特徴で、平時から多

況や地域の需要に応じて、対面と Web の両形式のコース開

様な意見に触れておくことは災害発生時の調整を円滑すると

催を調整していきたいと考えています。

いう効果が期待できます。実際に災害対応や新型コロナウィ
ルスのホテル療養対応等で BHELP 標準コースを受講したこと

日本災害医学会 BHELP 運営委員会

日本災害医学会学生部会活動報告
● 日本災害医学会学生部会（日本 DMAS）とは
平成25年に発足し、災害医療に関する教養や専門知識を涵
養する機会を設けること、災害時に有為な人材及び組織を育成
するといった目的のもとに活動しています。現在は北海道・東
北・関東・東海・関西・中国・四国・九州の8つの支部があり、
医療系・非医療系を問わず災害医療に関心を持つ様々な学生
が、合計 440名所属しています。また、支部とは別に、有志に
より設立された「災害時対応チーム」もあります。これは、災
害時にDMASスタッフが現地支援活動に行くためのロジスティ
クスを行うチームです。各支部は、勉強会やセミナーの開催な
ど災害医療への理解を深める活動や、災害時の現地活動、災
害時後方支援をはじめとする災害支援活動を行うほか、各地域

活動とは別に、講演会や学生フォーラム、夏合宿など、支部を

で開催されるDMAT訓練や研修、救護ボランティアなどに参加

問わず参加できるような大規模イベントを主催しています。災

しています。各地域で起こり得る災害の種類が異なるため、地

害時対応チームは、平時には災害時のマニュアルの作成や災害

域の特色に応じた各支部オリジナルの活動を行っています。日

シミュレーション教育、チーム独自の全国企画の運営やロジス

本 DMASは、各支部の幹部メンバーから構成され、各支部の

ティクスに関する内部勉強会やセミナーなどを行っています。
7
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● 第 9 回日本 DMAS 全国学生フォーラム 活動報告

像』についてご講演いただきました。川野様には実体験に

2022 年 3 月 6 日
（日）に第 9 回日本 DMAS 全国学生フォーラ

基づきお話いただき、参加した学生は川野様が当時感じてい

ムを開催しました。今年は新型コロナウイルス感染症の感染

らしたお気持ちに寄り添うとともに、改めて平和の大切さを

拡大防止のため、広島での現地参加と Zoom でのオンライン

学ぶことができました。学生企画では、『防災 NASA ゲーム』

参加を組み合わせた、ハイブリッド形式での開催となりまし

を行いました。この企画では災害時に必要となる防災用品に

た。学生部会としては初の試みとなるハイブリッド形式での

ついて順位付けを行い、医療の目線で必要な用品について検

開催となりましたが、全国から約 60 名の参加がありました。

討しました。企画を通して防災についての理解が深まるとと

フォーラムでは講師講義、勉強会、学生企画を行いました。

もに、日頃から災害への備えが大切であると実感しました。

講師講義では、岬美穂先生に『災害時小児周産期リエゾン』

先生方にお力添えいただき、大変学びの多い有意義なイベン

についてご講義いただきました。過去の災害対応を振り返り

トになりました。ご講演いただきました先生方、誠にありが

ながら、実際にどのように活動されたかや、災害時小児周産

とうございました。

期リエゾンの役割についてお話いただき、災害時に小児周産
日本災害医学会学生部会

期を守る多職種連携の仕組みや、その重要性について学ぶこ

代表

とができました。勉強会では、川野登美子様に『原爆の子の

第 27 回学術集会

学生参加レポート

● 発表について

だき、大変嬉しく思いました。優秀演題賞は私以外にも受賞

私は今年 3月、広島で開催された第 27回日本災害医学会総

された学生の方々がいらっしゃって、日頃から災害医療に関

会・学術集会において、
「日本災害医学会学生部会から派遣さ

する活動や研究を積極的に行い、同じように学生のうちから

れた学生のかながわ緊急酸素投与センターにおける活動に対

災害医療の学びを深める活動をしていると知り、多くの刺激

する後方支援の成果と課題」という演題名で発表し、優秀演

を受けました。そして、学会に参加して先生方の発表を通し

題賞を受賞しました。発表内容としては、昨年 9月に学生部会

て、先生方が行った活動や研究成果、先生方が考えているこ

から派遣された学生のかながわ緊急酸素投与センターにおけ

とを拝聴し、とても勉強になりました。学会に参加すること

る本部運営業務支援活動に対して後方支援を行いましたので、

は学生にとってはハードルが高い印象を受けるかもしれませ

その活動報告と成果と課題について発表しました。後方支援

んが、学会に参加することで得られる学びがたくさんありま

活動については活動中、そして活動を終えて様々な課題が見え

す。是非、学生の方には積極的に学会に参加し、様々なこと

てきましたが、支援参加学生からは一定の評価を得ることがで

を吸収してほしいと思っています。

きました。見えた課題を今後の活動に活かし、より良い活動が

● 学生が学会発表をする意義

できるようにこれからも精進してまいりたいと考えています。
● 優秀演題賞を受賞してみて／学会に参加してみて

8

柏木杏奈

私は学生のうちから学術的な視点で物事を考えることは大
変意義のあることだと考えています。意義深い活動や研究を

このような栄誉ある賞を頂戴し、大変嬉しく思っておりま

行ったのであれば、それをまとめ、披露することが重要であ

す。正直なところ賞を受賞するとは思っておりませんでした

り、将来私たち学生が医療従事者となった後に学会発表した

ので、初め優秀演題賞に選ばれたと聞いた時は大変驚きまし

経験が活きてくると思います。学生ということもあり多くの

た。その一方で、行った活動に対して一定の評価をしていた

苦労を伴いますが、学会発表することで災害医療を学ぶモチ
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ベーションに繋がるとともに、学術的な研究や活動を今後も

の方々には積極的に学会発表を行ってほしいと思います。私

頑張りたいというモチベーションにも繋がります。そして、

も今後も機会があれば、積極的に学会発表を行いたいと考え

何より頑張った活動や研究を発表することで、自身が大きく

ています。今年の学術集会では多くの学生の方々が発表をさ

成長することができます。私自身、大変なことも多々ありま

れたと思いますが、来年の学術集会でも多くの学生が活動の

したが、今回の経験を通して、賞をいただき大変嬉しく思っ

成果を発表し、貴重な経験を得られることを願っています。

たのと同時に、自分自身の成長にも繋がったと強く感じてい
柏木杏奈（長崎大学医学部医学科 5 年）

ます。必ず後々の人生にプラスになると思いますので、学生

災害医療認定薬剤師／災害医療ロジスティクス専門家
2022 年 4 月 1 日付けで災害医療認定薬剤師 / 災害医療ロジ
スティクス専門家として下記の会員の皆様を新たに認定いた

新規認定者一覧

■ 認定災害医療上級ロジスティクス専門家 （五十音順・敬
称略）

しました。2023 年 4 月 1 日付けの新規認定受付期間は 2022 年

天野

順子

大阪赤十字病院

6 月下旬〜 9 月末日となります。詳細は JADM ホームページ

大場

次郎

順天堂大学医学部附属練馬病院

をご覧ください。https://jadm.or.jp/contents/certiﬁcation/

益満

茜

国立病院機構京都医療センター

■ 災害医療認定薬剤師 （五十音順・敬称略）

■ 認定災害医療ロジスティクス専門家 （五十音順・敬称略）

飯沼

公英

安部

健

木山

誠

まこと薬局

池川

博之

﨑本

裕治

八雲総合病院

柏屋

総一郎 金沢市立病院

鈴木

善樹

埼玉医科大学病院

川添

大作

辻野

悦次

大阪府健康医療部保健医療室感染症対策

菊地

斉

企画課

下舘

勇樹

国立病院機構

大阪医療センター

順天堂大学医学部附属練馬病院
福井県済生会病院
東千葉メディカルセンター
相模原協同病院
市立室蘭総合病院

寺元

栄一

港町調剤薬局

髙橋

美千子 磐田市立総合病院

二瓶

大輔

平塚市民病院

瀧北

佳子

京都岡本記念病院

原

直己

横浜労災病院

田中

博之

京都医療センター

平田

尚人

東京薬科大学薬学部

仲宗根

智

社会医療法人敬愛会

中頭病院

濱田

真里

兵庫県栄養士会

藤本

万理恵 京都大学大学院医学研究科

山田

裕太朗 山梨県立中央病院
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「人道行動における子どもの保護の最低基準（第２版）」
日本語版が発行されました
す子どもの増加、都市化、感染症の拡大といった社会課題へ
の対応に加え、現地団体の役割、子どもに対する説明責任、
暴力の予防や他分野との連携といった観点をより強化するこ
とが求められるようになり、最低基準やそれに付随する基
本行動、ガイダンスノート（指針）の大幅な改訂が行われ、
2019 年に第 2 版が発行されました。日本においても国内で活
動する国際 NGO など子ども支援の関係者・専門機関及び本
学会員を含む専門家の協働により第 2 版の翻訳プロジェクト
が開始され、今回第 2 版の日本語版が発行されました。
平時はもとより、災害時には特に様々な危険に晒され
る子どもたちをリスクから守るための緊急人道支援にお
ける最低基準として、是非とも災害支援に関わる本会員
の皆様におかれましては「スフィア基準（スフィアハン
ドブック）
」 と 併 せ て、 是 非「 人 道 行 動 に お け る 子 ど も
の 保 護 の 最 低 基 準（ 第 2 版 ）
」日本語版をお役立てくだ
セーブ・ザ・チルドレン、プランインターナショナルな

さ い。 翻 訳 を 実 施 し た CPMS 推 進 ネ ッ ト ワ ー ク は、 最 低

どの国際 NGO、国連機関（UNHCR、UNICEF）
、専門家など

基準についての研修をオンライン・対面にて実施してい

で構成される「人道行動における子どもの保護アライアン

ま す。 ご 関 心 の あ る 方 は japan.cpms@savethechildren.org

ス（The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action）」

（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン内、CPMS 推進ネット

によって、緊急支援を実施する団体や関係者が順守すべき

ワーク窓口）までお問合せください。

国際基準である「人道行動における子どもの保護の最低基
準（Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian

【第 2 版日本語版 PDF

Action：CPMS）（第 1 版）
」が 2012 年に作成され、2018 年末

（10.4MB）
】

には日本語版も発行されました。

ダウンロードページ

https://www.worldvision.jp/news/pdf/cpms2.pdf

その後の国際情勢の変化に伴い、難民や避難民として暮ら

日本災害医学会雑誌
● 総論

第 27 巻 1 号

用方法を紹介する。災害対応に携わる多くの関係者の災害診

災害診療記録／ J-SPEED の紹介
1）

2）

療記録／ J-SPEED の活用によって、救急・災害医療関係者
2）

中原圭奈子 ，弓屋 結 ，田治 明宏 ，久保 達彦

2）

でシームレスな診療情報管理が実現され、医療関係者が災害

1）広島大学医学部

医療に参加しやすい環境が構築されていくこと、データ活用

2）広島大学大学院医系科学研究科公衆衛生学

により被災傷病者への診療の質が向上することが期待されて

災害診療記録／ J-SPEED は、日本の災害医療チームが使用

いる。

する診療記録および報告の標準様式である。同様式は 2011
年東日本大震災の教訓に基づき「災害時の診療録のあり方に
関する合同委員会」によって提唱され、様式の活用により被

● 原著論文

災地における継続診療とデータに基づく医療資源配分が可能

ボランティアベースの災害支援者に向けた組織に求められる

となる。同様式は熊本地震や西日本豪雨などの自然災害の医

支援者支援と女性支援者への配慮

療救護現場で広く実用され、近年は自然災害以外の平時でも

福島 奏子 ，新福 洋子 ，原田 奈穂子

活用されており、平時と有事を繋ぐ診療情報管理手法となり

1）京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻看護科学

つつある。本稿では、災害診療記録／ J-SPEED のこれまで
の展開に加え、J-SPEED 公式サイトの利用による同様式の運
10
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1）

2）

3）

コース高度実践助産学系
2）広島大学大学院医系科学研究科国際保健看護学
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3）宮崎大学医学部看護学科統合臨床看護科学講座

2）愛知医科大学病院高度救命救急センター

【目的】ボランティアベースで災害支援に従事した者のスト

3）札幌医科大学保健医療学部看護学科

レスに関連する、小規模支援組織に求められる支援内容と女

4）富山大学大学院医学薬学教育部

性支援者への配慮を明らかにする。
【方法】質的記述的研究

5）鳥取大学医学部附属病院

【対象】東日本大震災において大規模支援組織に所属せずに

6）山形県立中央病院救命救急センター

保健医療支援者 5 名（女性 3 名）と医療支援に限らず様々な

7）国際医療福祉大学大学院

領域で支援に従事した 10 名（女性 5 名）
。
【結果】
『組織的基

8）日本災害医学会災害看護委員会

盤の形成』
、
『連携と協調』
、
『支援者の保護』の必要性が見い

【背景】DMAT が 2005 年に発足したが、看護師の記録・分析

だされた。【考察】テーマには派遣前・中・後の複数の期間

する仕組みは十分に整っていない。
【目的】DMAT 看護師が

にまたがるものもあり、特に女性支援者への配慮に関しては

対応した災害急性期の看護診断から災害急性期の看護ニーズ

時期に関わらず重要であることが『支援者の保護』について

および看護師の役割・機能を明らかにする。
【方法】東日本

示された。
【結語】ボランティアベースの支援者に必要とさ

大震災および熊本地震で被災地に派遣された DMAT 看護師

れる小規模組織による支援は、大規模組織に所属する支援者

を対象にオンライン調査を実施した。
【結果】回答数 355 件

への支援と類似することが明らかになった。看護職や福祉職

のうち、看護診断まで回答した 110 件を有効回答とした。看

には女性が多いが、突発的な災害時にも支援に赴き女性の更
なる災害支援への参画を促すための、社会的なサポートが求
められる。

護診断は 218 例が報告され、
「非効果的健康維持」が 29 例、
「非効果的自己健康管理」が 23 例と、「ヘルスプロモーショ
ン」領域の診断名が上位を占めた。218 例のうち震災関連は

https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_26

155 例だった。
【考察】災害の種類や規模が異なるが、「非効
果的健康維持」が最多であり、発災前から「ヘルスプロモー

● 原著論文

ション」領域でのリスクを抱えている人が多く、被災によ

平成 28 年熊本地震における手術症例の検討
1）

1）

2）

2）

りそのリスクが明瞭化された傾向があると考える。【結語】

2）

1）

DMAT の看護師にも「ヘルスプロモーション」領域の課題対

堀 耕太 ，林田 和之 ，原口 英里奈 ，寺住 恵子 ，
桑原 謙 ，奥本 克己

応が求められていると示唆された。
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_4

1）熊本赤十字病院外傷外科
2）熊本赤十字病院救急科
【背景】平成 28 年熊本地震において、当院は震源から最も
近い救命救急センターであり、多くの手術症例を経験した。
【目的】熊本地震における手術症例を振り返り、地方都市に

● 調査報告

高齢者の熱中症による入院費用とエアコンの電気料金を用い
たエアコン使用促進方法の検討
1）

2）

おける直下型地震の手術症例の特徴を明らかにし、今後の災

紅粉 美涼 ，中井 寿雄

害対応計画構築の一助とする。【方法】前震発生から外来制

1）金沢医科大学病院

限を行っていた期間のうち、手術が必要であった 46 例を対

2）金沢医科大学看護学部

象とした。【結果／考察】3 件は転院となったが 43 件は当院

東京都をモデル地区として、2017 年 6–9 月に高齢者がエア

で手術を行った。そのうち整形外科の症例が半分以上を占

コン未使用で熱中症を発症し救急搬送され 2 日間入院した場

め、ほとんどが震災関連の外傷であった。発災初期は頭部・

合の費用と、暑さ指数 25℃以上の時間にエアコンを使用し

体幹部外傷も増えると予想していたが、四肢外傷以外の震災

た場合の電気料金の推計値との差を求めた。医療費の 1 割負

関連手術はなかった。地方都市の直下型地震では整形外科の

担額と電気料金の差は 6 月 8,067 円、7 月− 3,840 円、8 月−

負担増加は必発であるが、他の外科系の手術負担増加は限定

2,625 円、9 月 6,528 円、2 割 負 担 額 と の 差 は、6 月 16,917 円、

的であると考えられた。
【結語】地方都市の直下型地震では

7 月 5,010 円、8 月 6,225 円、9 月 15,378 円、3 割負担額との差

整形外科の負担増加は必発であり、負担を分散するような対

は 6 月 25,766 円、7 月 13,859 円、8 月 15,074 円、9 月 24,227 円

応が望まれる。

と推計された。負担額内のエアコン利用のカットオフ時間値
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_42

は 1 割が 305.2 時間、2 割が 655.5 時間、3 割負担者が 915.5 時
間だった。高齢者にエアコン使用を促す際は、入院を契機を

● 調査報告

とした基礎疾患の悪化のリスクや、入院期間の延長の可能性

看護診断を用いた災害急性期での看護ニーズ分析および看護

を合わせて情報提供する必要がある。経済的に余裕がない者

師の役割・機能の検討

は、カットオフ時間数を参考にした過度な節約に注意が必要

髙田 洋介

1）
8）

恩部 陽弥

5）
8）

，川谷 陽子

2）
8）

，峯田 雅寛

，田口 裕紀子

6）
8）

3）
8）

，石井 美恵子

，山田 英子

7）
8）

4）
8）

，

と考えられる。
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_13

1）日本赤十字広島看護大学
11

JADM NEWS LETTER 2022 No. 1

● 調査報告

被害軽減につながることが考えられた。

要支援者と担当専門職が自己情報を入力し事前検討する防災
アプリの開発
1）

2）

2）

3）

中井 寿雄 ，福島 健一郎 ，西 聡士 ，松岡 遼太郎 ，
4）

5）

能勢 佳子 ，中窪 悟 ，武部 秀人

6）

● 調査報告

原子力災害時の活動に関する DMAT 隊員への意識調査
1）

2）

3）

4）

1）金沢医科大学看護学部

越智 元郎 ，長谷川 有史 ，廣橋 伸之 ，山本 尚幸 ，

2）アイパブリッシング株式会社

森實 岳史 ，平塚 義康 ，大蔵 隆文

3）総務省大臣官房秘書課（元肝付町 ICT 推進室）

1）市立八幡浜総合病院麻酔科・救急科

4）肝付町福祉課兼包括支援係

2）福島県立医科大学医学部放射線災害医療学講座

5）肝付町デジタル推進課

3）広島大学原爆放射線医科学研究所放射線災害医療開発研

5）

6）

7）

究分野

6）金沢医科大学医学部庶務課
本研究の目的は、K-DiPS アプリを用いて、鹿児島県肝付

4）原子力安全研究協会放射線災害医療研究所

町における医療機器・処置や薬剤などを要する要支援者を

5）松山赤十字病院救急部

把握し、GIS を用いて津波と土砂災害の被災リスクを明らか

6）市立八幡浜総合病院放射線科

にすることである。58 人の年齢の中央値（範囲）は、86.5

7）市立八幡浜総合病院内科

（1–100）歳で、女性 34 人（58.6％）
、医療機器を 4 人が使用

【目的】原子力災害時の DMAT 隊員の活動意志を把握するこ

していた。内服薬は 243、内服以外は 51 種類だった。津波浸

と。【方法】中国・四国地方、福島県 DMAT 隊員 1,716 人に

水想定区域に 5 人、土砂災害警戒区域に 6 人が居住し 1 区域

質問票を送付し、原子力災害時活動の可否などを問い、結果

は特別警戒区域だった。浸水想定区域の要支援者の避難準備

を多変量解析した。
【結果】回答者 1,068 人（回答率 62.2％）

時間を 5 分、時速 1.66 km で避難した場合に、5 人全員が時間

中 532 人（回答者の 49.8％、送付者の 31.0％）が活動可能と

内に浸水想定区域外、もしくは近接の津波避難タワーに退避

回答し、男性、50 歳代、原子力災害拠点病院、統括 DMAT、

が可能と推定された。タワーへ避難した場合、津波流入方向

原子力災害派遣チーム、原子力災害活動経験、愛媛県、島根

に向かって移動する者が 2 人だった。アプリを用いることで

県、福島県、医師、放射線技師で有意に高率。「原子力災害

詳細かつ最新の状態を把握できる可能性がある。GIS による

時に活動可能」と独立して有意な正の関連を認めた項目は、

可視化は、要配慮者と具体的な避難行動を検討する際に有効

放射線技師（オッズ比 3.33, 95％信頼区間 1.31–8.43、以下同

である。

様）、原子力災害医療派遣経験（2.98, 1.30–6.84）、男性（1.46,
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_35

1.04–2.04）であり、有意な負の関連を認めた項目は事務職員
（0.50, 0.29–0.86）
、 岡 山 県（0.51, 0.32–0.81）
、 高 知 県（0.66,

● 調査報告

0.45–0.98）であった。
【結論】原子力災害時に活動できる隊

2018 年台風 24 号がもたらした大規模停電による静岡県西部

員が一定数存在することが判明し、この知見をもとに原子力

地域医療機関の被害状況と対応

災害時のより具体的な対応計画を策定することができる。

1）

2）

3）

彦坂 宗平 ，片山 はるみ ，吉野 篤人 ，田中 弘文

4）

1）浜松医科大学大学院
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2）浜松医科大学医学部看護学科基礎看護学講座

● 調査報告

3）浜松医科大学医学部救急災害医学講座

東日本大震災を体験した看護管理職の震災後の苦労と退職意

4）中部電力株式会社技術開発本部技術企画室企画グループ

向に関する探索的検討
1）

2）

【背景】2018 年に発生した台風 24 号は、静岡県内の広範囲に

山﨑 達枝 ，桑原 裕子 ，松井 豊

停電の被害を与え、病院や透析施設で機能低下や機能停止に

1）長岡崇徳大学看護学部看護学科

至ったケースが複数存在したことが問題となった。
【目的】

2）青山心理臨床教育センター

この停電による各医療機関が受けた被害と対策の全体像を明

3）筑波大学

3）

らかにすることであった。
【方法】静岡県西部地域の医療機

【目的】東日本大震災を体験した看護管理職が、災害にどの

関を対象に実態調査を行った。
【結果】台風 24 号による停電

ような点で苦労したのかを把握し、看護管理職の退職意向と

は静岡県西部地域の約 7 割の医療機関の機能に影響を与えて

の関係を探索的に検討する。【方法】同震災発生から 4 年後

いたことが明らかとなった。影響は多岐にわたり、それに伴

に、被災地域内 13 医療施設 77 名の看護管理職を対象に個別

う具体的な障害は多様であった。自家発電装置を所有してい

配布・郵送回収による質問紙調査を実施した。調査期間は

ても様々な問題から長期間停電に対応できなかった施設が多

2015 年 6–7 月であり、68 名から有効回答（88.3％）を得た。

かったこともわかった。
【結論】今回得られた結果をもとに

【結果】多くの看護管理職が業務多忙による苦労を経験して

停電被害を削減する対策を充実させることは、多くの災害の

いた。退職したいと思った人は 61.8％であり、退職意向に影
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響する要因として、震災後の職場の雰囲気の悪化や職場の人

大規模水害が想定される場合早期に避難準備行動を開始し、

間関係の板挟みになることによる苦労が影響していた。しか

籠城に備えた院内負荷軽減が必要である。また、同時多発的

し、看護管理職に行われた心理支援は 11.8％にとどまってい

な病院避難を想定した地域的な計画の策定も必要である。

た。
【考察】被災した看護管理職の苦労として「人間関係の
問題」があり、この問題が退職意向に結びついていた。
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_80

https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_18
● 事例報告

北海道札幌市における指定避難所としての備え—積雪寒冷地

● 調査報告

である本学の災害対策—
1）

1）

1）

2）

本邦における災害支援者のレジリエンスと人格特性—質問紙

石川 幸司 ，林 裕子 ，久賀 久美子 ，矢神 雅規 ，魚

調査—

住 昌広 ，細川 和彦

3）

1）

佐藤 康介 ，掛田 崇寛

2）

4）

1）北海道科学大学保健医療学部看護学科

1）国立災害医療センター看護部

2）北海道科学大学工学部電気電子工学科

2）川崎市立看護大学看護学部

3）北海道科学大学工学部建築学科

【目的】本研究目的は専門的に災害支援に携わる者を対象に、

4）北海道科学大学工学部都市環境学科

レジリエンスおよび人格特性の傾向について横断調査するこ

【背景】積雪寒冷地としての避難所を開設・運営するにあた

とである。【方法】本研究は災害支援経験を有する男女 19 名

り、事前の備えなど今後の対策を検討するために調査を行っ

（41.3 ± 10.8 歳）から協力を得て、対象の基本情報に加えて、

た。
【目的】積雪寒冷地において安心して滞在できる避難所

二次元レジリエンス要因尺度（BRS）
、Five Factor Inventory

として運営するための基礎資料を作成することを目的とす

人格検査（NEO-FFI）および状態・特性不安検査（STAI）を

る。
【方法】積雪寒冷地における指定避難所の近隣住民に対

用いて実施した。
【結果】災害支援に従事する者は一般成人

して、災害に関する認識、事前の備え、避難所への期待につ

と比して、BRS のレジリエンス得点や NEO-FFI の神経症傾

いてアンケート調査を行った。
【結果】近隣住民 132 名から

向を除く点数がいずれも高い反面、STAI 得点に関しては低

回答を得た。近隣住民の平均年齢は 74 ± 5 歳であり、本学を

かった。また、BRS と STAI の尺度間ではいずれも有意な負

避難所と認識していたのは 64.0％であった。避難所に対して

相関が観察された（P ＜ 0.05）
。さらに、BRS と NEO-FFI の

は、食料、温度環境、そしてライフラインの整備について多

尺度間では外向性、調和性、誠実性との間にそれぞれ有意な

く期待していた。
【考察】避難所を適切に開設・運営するた

正相関が確認される反面、神経症傾向に関してはいずれも有

めには、平時からマニュアルの確認や有事を想定した訓練の

意な負相関が認められた（P ＜ 0.05）
。
【結論】専門的に災害

必要性、冬季も想定した適切な備蓄や情報提供、安心して生

支援に携わる者はレジリエンスが高いために不安の影響を受

活できる環境を整備していく重要性が示唆された。

けにくく、社交的でかつ誠実に支援活動を遂行可能な特性を
有する。
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_110
● 事例報告

https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_48
● 事例報告

Undergraduate medical and dental science students interest
and support needs in medical volunteer activities during

浸水を想定した災害拠点病院の防災訓練報告

times of disasters

岩崎 恵，庄古 知久，安達 朋宏，吉川 和秀，赤星 昂己

Yoshiko Sasaki , Koichi Nakakuki , Masaomi Ikeda ,

東京女子医科大学東医療センター救命救急センター

Yuki Sumi , Hanae Miura , Yoko Imazu , Yasuhiro Otomo

1）

4）

2）

5）

3）

1）

6）

近年豪雨災害の発生リスクが高まり本邦でも水害による

1）Department of Disaster and Critical Care Nursing, Graduate

病院避難が報告されている。一方で、医療機関にとっての水

School of Health Care Sciences, Tokyo Medical and Dental

害時の避難開始基準は明確に示されていない。海抜ゼロメー

University

トル地帯かつ直近に大型河川を擁する当院にとって水害は地

2）Department of Acute Critical Care and Disaster Medicine,

震に匹敵する大きなハザードであり、2018 年に初めての水

Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo

害時対応訓練に取り組んだ。水害は地震と違い気象情報や河

Medical and Dental University

川の水位から発生が予測可能である。当院では河川事務所が

3）Department of Oral Prosthetic Engineering, Graduate School

運用する荒川下流タイムラインを活用し、水害時の垂直避難

of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental

決定基準である院内水害タイムラインを策定し訓練で検証を

University

行った。その結果、当初想定していたタイムライン上の避難

4）Department of Respiratory and Nervous System Science,

判断水位レベル 3 に到達時での病院避難決定会議および垂直

Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo

避難指示では、計算上も避難が完了しないことが判明した。

Medical and Dental University
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5）Faculty of Nursing, Japanese Red Cross College of Nursing

● 事例報告

6）Department of Acute Critical Care and Disaster Medicine,

大規模クラスター時の課題

新型コロナウイルス感染症対応

Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo

より

Medical and Dental University

熊田 恵介 ，山田 実貴人 ，水谷 喜雄 ，馬場 尚志 ，

1）

2）

4）

5）

2）

3）

6）

【Background】Undergraduate students of medical universities

村上 啓雄 ，小倉 真治 ，豊田 泉

have made various contributions in previous major disasters.

1）岐阜大学附属病院医療安全管理室

However, it is not suﬃciently clear how interested undergraduate

2）厚生会木沢記念病院救急部門

students of medical and dental universities are in medical volunteer

3）岐阜大学医学部附属病院生体支援センター

activities during times of disasters, what they are willing to be

4）岐阜大学医学部附属病院地域医療医学センター

responsible for at the disaster setting, and what their support needs

5）岐阜大学医学部附属病院高度救命救急センター

are in their activities.【Purpose】This studyʼs objective is to clarify

6）岐阜県総合医療センター救命救急センター

undergraduate medical and dental science studentsʼ interest in

【背景】医療機関内でクラスターが発生した場合、現場は混乱

medical volunteer activities in times of disasters and the support

する。感染経路の特定、診療の継続の有無の判断、外部機関と

needs in their activities.【Methods】We conducted an online survey

の調整など多岐にわたる業務を、刻々と変化する状況に対応し

of studentsʼ interest in medical volunteer activities during times of

つつ実施しなくてはならない。大規模院内クラスター時の課題

disasters and the support needs in their activities at Tokyo Medical

と対策について報告する。
【事例】地域の中核を担う急性期病

and Dental University from January to March 2015. Participants

院で複数の職員より新型コロナウイルス感染症陽性者を認めた

were recruited by an invitation e-mail for the survey from the

ことを発端に患者94名、職員97名、患者・職員の同居家族な

researchers and asked to respond to the questionnaire designed

ど40名、合計231名のクラスター事例となった。本事例はクラ

with a selection formula and free responses, including respondentsʼ

スター対策班接触者追跡チームと統括DMATが支援を行った。

attributes, previous disaster-stricken experiences, volunteer

【考察】早期に対策本部を立ち上げ対処したが予想外の感染拡

experiences, interest in disaster medical volunteer activities during

大ならびに本部内での感染者の発生により対応に難渋した。大

times of disaster, willingness to participate in activities at their own

規模クラスターとなった場合、感染制御の専門家だけでなく、

university campus if their hospital was aﬀected by a major disaster,

組織を統括する災害医療に精通した医師の協力は不可欠である。

types of volunteer activities that students wish to engage in, reasons
for not wanting to participate in medical volunteer activities during

https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_89

times of disasters, and support needs in their activities from the

● 事例報告

university.【Results】178 students responded to the survey（20.2％

2018 年大阪北部地震における重症先天性心疾患小児患者の

response rate）. Of these respondents, 89.9 ％ had an interest in

搬送調整の経験

medical volunteer activities during times of disasters. The greatest

谷口 昌志

1）
2）

，竹内 宗之

1）

1）
2）

1）

3）

，古家 信介 ，黒嵜 健一 ，

1）

motivator for this interest was disaster-related news coverage.

市場 博幸 ，和田 和子

Furthermore, 95％ of respondents wished to participate in activities

1）大阪府災害時小児周産期リエゾン

if medical activities were underway when their own hospital

2）大阪母子医療センター集中治療科

was affected. Activities in which students wished to engage

3）国立循環器病研究センター病院小児循環器内科

included mainly transporting goods, monitoring disaster victims,

2018 年の大阪北部地震において、我々は、重症先天性心疾

and assisting with consultations. Student expectations of their

患小児 14 例の搬送調整という専門性の高い事案を行った。先

university included providing relief scenario simulations, faculty

天性心疾患を専門とする災害時小児周産期リエゾンへの業務

leadership during activities, enhancing disaster-related classes, and

分担により、2 時間で搬送調整を行い、5 時間で有害事象なく

establishing an on-campus volunteer registration.【Conclusion】

全例を搬送し得た。うち1 例で再度の搬送調整を要した。情

Several students were interested in medical volunteer activities

報収集の難しさや搬送トリアージ基準がないことなど、先天

during times of disasters. This surveyʼs ﬁndings suggest needs to

性心疾患患者の搬送調整を行う上での課題が挙がった。本経

provide opportunities for students to learn about and be trained

験を経て我々は、先天性心疾患患者の災害医療体制整備の必

in disaster medicine, and to establish a support system, including

要性および専門性の高い業務を専門の地域内リエゾンに分担

safety measures.

することの有用性を見出した。先天性心疾患に限らずすべて
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_102

の高度専門領域に網羅的に対処する体制として、妊産婦・新
生児・小児の各領域を専門としたリエゾンが、保健医療調整
本部内にいるリエゾンをサポートする体制を考案した。
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_117
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● 体験レポート

【編集後記】

熊本地震における避難所での急性期静脈血栓塞栓症に対する
保健医療活動報告

日本災害医学会誌27巻第1号を出版いたしました。今年より
年間3号の通常出版を行い、これまで第3号の扱いであった学会

1）

2）
3）
4）
細川 浩 *，奥本 克己 ，岡村 直樹 ，坂本 憲治 ，
5）

橋本 洋一郎 ，掃本 誠治

4）
6）

，宮田 昭

3）

抄録号をSuppl. として論文と抄録の区分を明確にいたしました。
先日、第 27 回日本災害医学会学術集会が広島市において

1）熊本赤十字病院リハビリテーション科

中田敬司会長のもと開催され、現地およびオンラインにて

2）熊本赤十字病院救急科

2,200 名のご参加があったとお聞きしました。多くの優れた

3）熊本赤十字病院国際医療救援部

研究発表が披露されたことと思います。
しかしどれ程優れた研究であっても、学会発表にとどまり論

4）熊本大学大学院生命科学研究部循環器内科学
5）熊本市民病院神経内科

文化されなければその学術的な価値は非常に小さなものになっ

6）九州看護福祉大学看護福祉学部

てしまいます。学会抄録は論文と上述の如く明確に区別がなさ

* 現所属：藤田医科大学医学部リハビリテーション医学 I 講座

れております。その理由は「学術的に正しいプロセスを経て吟

熊本地震を契機に発足した熊本地震血栓塞栓症予防プロジェ

味査読がされているか否か」です。苦労し思い入れのある研

クト（Kumamoto Earthquakes thrombosis and Embolism Protection

究を学会で発表してその場で一定の評価が得られても、成果を

project）の傘下で、日本赤十字社は避難所において、VTE

論文にしなければその研究はそこで消えてしまいます。

（venous thromboembolism: VTE）保健医療活動を実施した。

論文にするための更なる労力や、査読を介するやり取りな

発災 16 日目までに約 800 名の被災者に同活動を実施した。主

ど大変なこともありますが、論文が掲載出版された時の喜び

たる活動内容は、VTE 予防活動で、具体的には弾性ストッ

を一度味わうと、また書こう、と言う気になるものです。

キングの配布・着脱指導、運動指導、生活指導、広報活動で

我々査読者は皆さんの論文に文句をつけているのではなく、

あった。この活動は避難所における健康維持・支援の一助と

より良い論文となるようなお手伝いをするのが仕事です。査読

なり、結果として、発災 1 ヵ月後には入院を要する VTE 患

担当委員は査読した論文が掲載された際の喜びを日々の査読

者の発生がなくなった。今後の災害時にも、今回同様の急性

の糧としております。昨年の採択率は約80％でした。ほぼ 1年

期からの VTE 保健医療活動が必要と考えられる。

かけて3度の査読を経て掲載された論文もあれば、修正再投

https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_75

稿をお願いし返送してからご連絡をいただけていないものもあ
り、後者に関しては我々も非常に残念な思いでおります。

● 研究速報

今回も丹念に査読いただいた査読委員の先生方にお礼申し

大規模災害時の周産期関連疾患患者の搬送、治療優先度決定

上げますとともに、学会員の皆様におかれましては引き続き

支援ツールの試案作成と課題

奮って本誌へ論文のご投稿をお願いいたしたく存じます。

1）

2）

3）

3）

4）

3）

山下 公子 ，夏川 知輝 ，佐藤 秀峰 ，伊藤 裕介 ，
3）

大津谷 耕一 ，林 靖之 ，甲斐 達朗
1）社会医療法人愛仁会千船病院

編集委員長
日本災害医学会誌

救急診療部

七戸

康夫

編集委員会

2）淀川キリスト教病院救急センター
3）大阪府済生会千里病院千里救命救急センター

投稿規定はこちら：https://jadm.or.jp/contents/journal/

4）白井病院

投稿システムはこちら：https://www.sasj2.net/jadm/welcome
https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_1
（学会雑誌に関するお問い合わせ先）
日本災害医学会誌 編集事務局
E-mail: jadm-edit@bunken.co.jp
〒 162–0801

東京都新宿区山吹町 332–6

パブリッシングセンター （株）国際文献社内
TEL: 03–6824–9363 ／ FAX: 03–5206–5332
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学 会 予 定

・メンバーズサイト二重登録に関するご注意
ログイン情報や会員番号が不明である、などの理由で二重

・第 28 回日本災害医学会総会・学術集会

で会員登録をされている例が増えております。二重登録をさ

会期：2023 年 3 月 9 日（木）
〜 3 月 11 日
（土）

れてしまいますとシステムのエラーが発生し、事務局の会員

会場：アイーナ（いわて県民情報交流センター）／マリオス

管理業務だけではなく、
「必要な連絡が届かない・会員情報

（盛岡地域交流センター）
／盛岡市民文化ホール

が 2 つのアカウントに分散されてしまう」など会員ご本人様

会長：眞瀬智彦（岩手医科大学医学部救急・災害・総合医学

にも不利益が発生します。ログイン情報・会員番号がご不明

講座災害医学分野）

な場合は、学会事務局までお問い合わせの上、二重登録はお
控えください。

・第 29 回日本災害医学会総会・学術集会

会員管理に関するお問い合わせ先：jadm-member@bunken.co.jp

会期：2024 年 2 月 22 日
（木）
〜 2 月 24 日
（土）
会場：みやこめっせ（京都市勧業館）
会長：高階謙一郎（京都第一赤十字病院救命救急センター・
基幹災害医療センター）

編 集 後 記
今日、こうして JADM News Letter 第 1 号を学会員の皆様に
お届けすることができました。新型コロナウイルス感染症拡

最新情報は学会 HP よりご確認ください：https://jadm.or.jp/

大による総会・学術集会や研修会などのオンライン化、そし

contents/meeting/

て準備を進めていた学会誌の J-STAGE 収載開始など、デジ
タル化、Web の活用という新しい時代がやってきました。大

事 務 局 か ら の お 知 ら せ
・2022 年度会費ご納入のお願い

変便利になった一方、学会員同士の直接交流の場や、会員の
皆様への PUSH 型の情報発信の機会が減り、学会員としての
所属意識や、仲間意識といったものにも、一定の影響がある

2022 年度会費の振込用紙を 2 月下旬にご郵送しております

ものと考えています。今後、JADM News Letter を定期的にお

（新入会除く）
。多くの会員の方にご納入いただき、ありがと

届けして参りますが、本冊子が学会員の皆様の交流の場とし

うございます。これからご納入される場合でも、お送りして

て、そして学会の情報発信の場としてその役割を果たし、学

おります振込用紙はお使いいただけますが、6 月 30 日までに

会活動の活性化に寄与する事を心から願っています。今回の

ご納入がお済みでない場合、7 月中に再度、振込用紙をご郵

発行に向けてお忙しい中、貴重な原稿をお寄せ下さいました

送させていただきます。経費節減のためにも、お早めにご納

先生方、ご尽力下さいました編集委員会、広報委員会の皆様、

入くださいますよう、何卒、よろしくお願いいたします。

そして News Letter という新しい企画を提案してここまで作
り上げてくださった事務局の伏見はるかさんに心からの敬意

・評議員の新規申請・更新申請につきまして
本年は評議員の新規選出・更新申請の受付年となります。

と感謝を申し上げます。また、今後の発行に際しましては、
本稿をお読みの学会員の皆様方からも是非ともお力添えを賜

8 月頃に学会 HP にて公示予定ですので、対象者はご確認く

りますよう、この場を借りてお願い申し上げます。最後まで

ださい。また、事務局からの連絡のため、メンバーズサイト

お読み頂き有難うございました。
（広報委員会委員長

は常に最新の情報に更新をお願いします。

2022 年 5 月 31 日発行

TEL: 03–6824–9396

発行所：一般社団法人 日本災害医学会

E-mail: jadm-post@bunken.co.jp

〒 162–0801 東京都新宿区山吹町 358–5
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