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はじめに

第26回日本災害医学会総会・学術集会（2021年3月、

東京）において、本学会小児周産期領域災害対策検討

委員会の企画による「小児周産期領域の災害対策」を

テーマにしたパネルディスカッション形式の報告と総

合討論が行われた。6人の委員がそれぞれの立場から

対策の現状と課題について報告し今後の同領域の展望

を議論したので、それらをまとめて以下に報告する。

日本災害医学会小児周産期領域災害対策検
討委員会「委員会企画」の開催にあたって

日本災害医学会小児周産期領域 

災害対策検討委員会　委員長

北里大学医学部産婦人科学産科学　海野信也

小児周産期領域災害対策検討委員会は、2020年11

月に最初の委員会が開催された発足したばかりの委員

会である。委員会の発足にあたって本委員会の考え

方、方向性を学会の中で明らかにするため、2021年3

月の第26回学術集会時に委員会企画としてのパネル

ディスカッション形式の報告を行った。

小児周産期領域の災害対策は、東日本大震災後、関

係学会・団体の災害対策委員会担当者を中心に検討が

行われ、災害時小児周産期リエゾンの制度化、小児周

産期に特化した災害情報システム（PEACE）の開発、

社会実装などの一定の成果を挙げてきた。今回の企画

は、これまでの活動の総括の試みという側面もある。

これまで私ども関係者は、頻発する自然災害に対応

できる体制の整備を必死に進めてきた。しかし、各専

門領域内で検討し、有効と思われる対策の実現に注力

してきた結果、災害医療分野全体の中でのこの領域の

位置づけ、関係学会・団体の連携体制、これまでの活

動の評価などについて領域を超えて冷静に検討し、コ

ンセンサスを形成することはできていないように思わ

れる。本委員会は、その役割を果たすことができるよ

うに、幅広い専門領域、多職種の委員に参画いただ

き、活動を進めていきたいと考えている。

災害時小児周産期リエゾンからの報告

北里大学医学部産婦人科学産科学　服部響子

背 景
2011年に発生した東日本大震災では、小児周産期

医療と災害医療の乖離がみられ、小児周産期医療ニー

ズへの十分な対応ができず、様々な課題が抽出され

た。このことから行政や災害医療コーディネーター、

DMATといった災害医療と小児周産期医療機関や関

連学会を “つなぐ” 役割である「災害時小児周産期リエ

ゾン」の必要性が高まった。

2016年度より災害時小児周産期リエゾン養成研修が

開始された。内容は座学および演習からなり、災害時

の小児・周産期領域における問題点に関する事項や医
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療チームの派遣調整などの体制確保に関する事項、被

災都道府県下の災害医療活動について都道府県に対し

助言を行う体制に関する事項などを1日で習得する。

2018年度からはさらに都道府県保健医療調整本部内で

の活動シミュレーションが追加され、研修日程が1.5

日となった。研修開始から2021年6月現在までに872

名の医師（小児科、新生児科、小児外科、産婦人科）、

助産師、看護師、行政職員が研修を修了している。

研修を修了し、都道府県より委嘱を受けた災害時小

児周産期リエゾンは、平時より会議への参加や大規模

地震時医療活動訓練など訓練への参加を通し、行政や

災害医療コーディネーターと連携して災害時の小児周

産期医療体制整備に向け活動する。また2016年熊本地

震をはじめ、2018年の大阪北部地震、西日本豪雨、北

海道胆振東部地震、2019年台風15号（千葉県）など近

年発生した災害時には、当該道府県の災害時小児周産

期リエゾンが保健医療調整本部内で小児周産期の医療

情報収集や搬送調整、在宅医療ケア児への対応、特殊

ミルクの手配などの活動を行った。また2020年新型コ

ロナウィルス感染症への対応においても、厚生労働省よ

り都道府県に対し妊産婦、小児における医療提供体制

の調整について、災害時小児周産期リエゾンの参加を

検討するよう要請があり、一部の県では実際に災害時小

児周産期リエゾンが入院先の調整を行なっている。

災害時小児周産期リエゾンの医師には、産科、婦人

科、小児科、新生児科をそれぞれ専門とする医師が含

まれ、個人の担当領域以外の調整は不得手な場合が多

い。たとえば妊婦のトリアージは一般的な指標が確立

されているとは言い難く、産科専門の者以外が搬送の

優先度などを判断するのが難しい場合がある。この点

は実災害で活動する人材としてまだ不十分であると言

わざるを得ない。

災害時小児周産期リエゾンの養成研修は厚生労働省

が主体となり開催されるが、その後の任命、扱いは各

都道府県、地方公務員としての身分付与となっている

ため、他自治体のリエゾンとの連携をとるのが難し

い部分がある。また、同じ理由から局地災害の場合で

も、他自治体に所属する災害時小児周産期リエゾンが

被災地に派遣され支援にあたることは想定されておら

ず、基本的には被災した都道府県に所属するメンバー

で対応する必要がある。

提 言
災害時小児周産期リエゾンの抱える課題解決のため

に、災害時小児周産期リエゾン養成研修の中で産科、

婦人科、小児科、新生児科の参加者が他領域に関する

必要最低限の知識を学ぶ機会を作る必要がある。ま

た、自治体の枠をこえた災害時小児周産期リエゾンの

連携を進めるため、「災害時小児周産期リエゾン連絡

協議会」が設置されたが、メーリングリストや各学会

時に会合の場を設けるなど横のつながりを広げる取り

組みを強化していく必要がある。そして、DMATの

ブロック訓練や都道府県などの大規模災害訓練に災害

時小児周産期リエゾンが積極的に参加し、DMATなど

災害医療を担う人たちと顔の見える関係を構築するこ

と、訓練の場で近隣自治体の災害時小児周産期リエゾ

ンと連携をとることが重要と考える。

小児災害トリアージの検討の報告

東京大学医学部附属病院災害医療マネジメント部　 

問田千晶

背 景
大規模災害では重篤小児患者の発生が想定される

が 2）、小児は年齢ごとにバイタルサインの正常値が異な

るため小児に最適なトリアージ法は確立できていない。

筆者らは本邦における小児災害トリアージの問題

点を明らかにし、小児二次トリアージ基準（Pediatric 

Physiological and Anatomical Triage Score: PPATS式）を

新開発したため、その精度と課題を検証してきた。

検討1：小児トリアージの問題点
小児専門施設の入院患者620名に対し、一次トリ

アージ基準（Simple Triage and Rapid Treatment: START

式）を用いたトリアージ訓練を実施した 3）。緊急治療

群のトリアージ精度を診療録の経過表を用いて検証

した。オーバートリアージ率は2歳未満92%、2–4歳

56%、5–14歳0%、15歳以上0%であった。既存の基

準を小児に適用した場合、発達程度と体格ごとに正常

範囲が異なるバイタルサインが影響しオーバートリ

アージが高率に生じていた。

検討2：PPATS法の精度と課題
一次トリアージの課題を補完するため二次トリアー

ジ基準を開発した（図1）（文献4、Appendix 1）4）。日

本外傷データバンクデータを用いて、既存基準と

PPATSとで緊急治療群のトリアージ精度を比較し

た。PPATSは、緊急治療群のトリアージ精度が優位

に高く、その合計点と重症度・転帰に正の相関を認め



た 5）。また、中国の Earthquake Victim Databaseデータ

を用いた検証においても、既存基準よりも PPATSの

精度が高いことが示された 6）。

PPATS基準は高精度かつ点数化による客観的評価指

標であることが示されたため、治療・搬送の優先度の

みならず優先順位の判断の助けになる可能性も示唆さ

れた。一方で、PPATSは年齢別にトリアージ基準が異

なるためにトリアージ評価時の煩雑さが課題となった。

また、重篤小児の発生頻度は低く、PPTATS使用頻度が

低いことも課題となった。本研究は、科学技術研究助

成事業若手研究（B）、三菱財団社会福祉研究助成、日

本損害保険協会交通事故医療研究助成の支援を受けた。

提 言
災害時には多数傷病者に繰り返しトリアージを実

施することが想定されるため、PPATSの運用にむけて

は、PPATS基準のアルゴリズム組み込んだ Appを開

発し評価の煩雑さを解消するとともに、複数回分のト

リアージ結果を QRコードで情報連結させた診療シス

テムの構築を進めている。また、教育・普及にむけて

は PPATS基準の使用頻度を増やすことが重要である。

重篤小児の発生頻度の低さを考慮すると、既存システ

ムと連動させ、災害時のみならず平時から利用できる

ツールへの改良が求められる。

今後は、小児のトリアージに関して、既存の医療シ

ステムと連動させて災害時と平時ともに運用できるシ

ステムの構築を目指す。

日本産科婦人科学会からの報告　PEACEを
含めた今までの取り組みについて

久留米大学医学部産婦人科学教室婦人科

福岡県災害時小児周産期リエゾン

日本産科婦人科学会災害対策復興委員会

津田尚武

背 景
日本産科婦人科学会は、東日本大震災において被災

した東北各県（宮城県、岩手県、福島県）に対して、日

本産婦人科医会と協力して物的支援を行った。また全

国の大学病院産婦人科に「患者受け入れならびに医療

従事者派遣に関するアンケート調査」を実施しその結

果に基づいて被災地への人的支援を行なった。これら

の支援活動を通じて、下記4点の課題がみえてきた。

①災害時の迅速な指揮系統の確立、②来るべき災害

に備えて専門医委員会の設置、③災害関連情報収集・

発信のツールの開発、④周産期領域の災害医療コー

ディネーターの設置。

上記課題を踏まえ、東日本大震災以降、大規模災害

で被災した全国の産婦人科施設の支援を行うための専

門の災害対策・復興委員会を組織し、その災害関連情

報収集・発信のツールとして日本産科婦人科学会大規

模災害情報対策システム（PEACE）の開発を行った。

また、DMAT事務局、日本小児科学会と共に周産期領

域の災害医療コーディネーターである災害時小児周産

期リエゾンの養成研修を協力してきた。

熊本地震では、東日本大震災の反省を生かして、

発災後早期から支援・指揮系統の一元化を行った

（図2）。その際、初めて災害時小児周産期リエゾンが

熊本県庁で活動し学会と連携して支援活動を行った。

また初めて大規模災害対策情報システム（PEACE）に

図1　新トリアージ基準の特徴
図2　災害時の指揮系統



よる災害情報の共有を行った（図3）。PEACEに関し

て、個々の日本産科婦人科学会員への認知が不十分な

部分もあり、入力率やリアルタイムでの情報交換の改

善が必要などの課題も浮き彫りになった。

提 言
PEACEの抱える課題を解決するために、各施設か

らダイレクトに支援者側に母体搬送の支援依頼を出せ

る掲示板機能の開発や PEACE入力推進のための web

講演会を計画している。

日本小児科学会からの報告

帝京大学医学部附属溝口病院小児科　井田孔明

背 景
日本小児科学会は2013年4月に災害対策ワーキン

ググループを立ち上げ、東日本大震災時の支援活動の

問題点と課題を整理し 7, 8）、超急性期の情報収集、伝

達が困難なこと、物資供給の遅延、重症心身障碍者や

発達障碍者の支援不足、平時から医療資源が不足して

いる地域の復旧の遅れ、こどものこころに与える影響

が未知数であることなどを課題として挙げた。

2015年4月より災害対策委員会を常設し、災害へ

の備えと支援について活動を継続している。日本小

児科学会災害対策本部は、主として震度6強以上の地

震や風水害などが発生し、被災地内に災害対策本部

が立ちあがったときに設置され、小児周産期領域の災

害支援のための学会サイドの窓口として機能する。具

体的には患者搬送や避難所の人々への情報提供、必要

な医療物資の支援、および医師派遣などの活動を想定

し準備している。これらの支援活動では、災害時小

児周産期リエゾンを中心とした被災地の災害対策本

部、DMATや JMAT、被災地の大学小児科や小児科学

会地方会、JACHRI（日本小児総合医療施設）、小児科

学会分科会などと連携をはかることが重要となって

いる（図4）。熊本地震の際には、熊本県からの要請に

応じて約1カ月間、夜間救急外来を含む日常診療を支

援する目的で日本小児科学会から医師派遣を行ってき

た 9）。

提 言
日本小児科学会災害対策委員会では、会員各々の災

害医療に対する意識の向上、情報の混乱を少しでも減

らすためのネットワークの構築、そして日本小児科学

会の分科会やほかの関連学会との連携の体制作りが重

要と考えている。

既存のネットワークを災害時に有効に活用すること

が望ましいが、新しいネットワークの構築も必要であ

る。現在、日本小児神経学会と協力して、在宅人工呼

吸器を装着した児を対象とした「災害時小児呼吸器地

域ネットワーク」の構築を進めている（図5）。また、

災害時小児周産期リエゾンと日本小児科学会災害対策

本部および分科会の災害対策担当者の情報共有が円滑

図4　日本小児科学会と災害時小児周産期リエゾンの連携

図5　災害時小児呼吸器地域ネットワーク

図3　大規模災害対策情報システム（PEACE）



に行われるよう、学会 HP上に災害時に用いる小児科

関連掲示板を設置した。今後も災害への備えとしての

体制整備を進めていきたい。

日本看護協会からの報告　助産関連事業に
おける災害への取り組み

公益社団法人日本看護協会前健康政策部助産師課　 

山西雅子

背 景
1　産科の災害対策マニュアル
日本看護協会（以下、本会）では、東日本大震災を

機に2011年6月の全国助産師交流集会において災害

マニュアルについてのアンケートを実施した。その結

果、アンケートに参加した146名の内47.0%が「災害

マニュアルの中に産科に関する記載がない」と回答し

た。その結果を受け、同年9月から11月には、都道

府県看護協会に県内医療機関の周産期に関する「災害

マニュアル」の収集を依頼し、22都道府県から74医

療機関のマニュアルを収集した。その内、20施設は

「周産期に特化した災害マニュアルはない」と回答し

た。さらに、74医療機関における「災害マニュアル」

の記載項目を洗い出した結果、産科病棟（新生児を含

む）マニュアルの整備が不十分な現状や記載量が5行

程度から32ページに及ぶもの、具体的内容から曖昧

なものまで、施設による差が大きい現状が明らかに

なった。

この状況を踏まえ、本会では、分娩施設における
災害マニュアルの整備が喫緊の課題に挙げられ、2012

年に「安全で安心な出産環境整備に関する検討委員

会」の下、「分娩施設における災害発生時の対応に関
するワーキンググループ」（以下、本ワーキング）を設

置した。本ワーキングは、被災地の分娩取扱施設・総
合周産期母子医療センター・大学病院・診療所など

の看護管理者6名で構成し、収集したマニュアルを基

に “日常的な備え”、“被災直後の対応”、“中長期的な支

援（避難生活への支援等）” に分け、実践的かつ具体的

な内容を検討・整理した。また、東日本大震災の経験

を踏まえ、広域災害時の地域行政との連携などを追記

するなどして、2013年1月「分娩施設における災害発
生時の対応マニュアル作成ガイド」（以下、本ガイド）

を策定した。本ガイドは、「日ごろの備えに対するマ

ニュアルの作成」、「被災直後に必要なマニュアルの作

成」、「中・長期的な支援に必要なマニュアルの作成」

の3構成からなり、助産所を除く分娩取扱施設に配付
するとともに、シンポジウムの開催や助産関連の学術

集会などを通し、周知・普及に取り組んできた。

2　周産期医療のネットワーク
2016年4月の熊本地震では、日本で初めて総合周

産期母子医療センターが被災した。被災地域の妊産婦

とその家族への支援に関して、地域で活動する助産師

とのネットワークや周産期のネットワーク強化が課題

に挙げられた。

本会では、全国助産師交流集会や全国助産師職能委

員長会、都道府県看護協会助産師職能委員長などを通

して、行政などの好事例や関連団体の取り組み内容の

発信や災害時小児周産期リエゾンの養成研修や活動に

関する情報提供に取り組んできた。

今後の課題
大規模災害時には、総合・地域周産期母子医療セン

ターなどを中心に妊産婦の受入れや分娩が集中するこ
とにより、早期に母子が退院せざるを得ない状況が予

測される。そのため、退院後に児の発育や母体の精神

面などの問題が生じることも考えられる。退院した母

子への支援が途切れることなく提供されるよう、助産

師などの専門職による支援を受けられる体制作りが必

要である。

日本災害医学会小児周産期領域災害対策検
討委員会からの報告　災害時母子支援シス
テム開発と検証

神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科　 

吉田穂波

背 景
現在、世界一の少子高齢化が進む日本では、災害

時要配慮者のうち最も少数派である妊産婦（人口比

0.6%、2019年人口動態統計より）や乳幼児（5歳未満、

人口比4.2%、同）における災害時のニーズが見えづら

く、COVID-19感染症拡大下における急速な出産人口

減少を前に、さらなる対策が必要である。10年前の

東日本大震災から昨今頻発している水害まで、小児周

産期医療従事者や自治体担当者、消防関係者が普段の

仕組みを活用しながら妊産婦・乳幼児を守るシステム

があれば、ワークフローの負荷やマンパワー不足によ



らず母体や胎児、乳幼児のダメージを防ぐことができ

る 9）。我々は第23回学術集会、小児周産期領域にお

ける災害対策に関するワークショップを開催し、トリ

アージや広域搬送に関するプロトコル・装備・資機材

について検討と政策提言を行った。また、第26回学

術集会において東日本大震災後10年にわたり小児周

産期領域災害対策検討委員会で取り組まれてきた課題

を共有し、今般の COVID-19感染症対策も踏まえ、次

の10年間に求められる自治体や当事者を中心とした

二重三重の備えについて提言を行った（図6）。

人口動態統計データを用いて災害時と平時の周産期

死亡率、乳幼児死亡率を比較したところ、東日本大震

災における周産期死亡率の上昇は見られなかったもの

の、乳幼児死亡率における有意な上昇を認めた 10,11）。

これを受け自治体における受援体制の確立について、

2018年に妊産婦・乳幼児専門の避難環境整備の現状

について全国調査した結果では要配慮者の専用スペー

ス、福祉避難スペース（室）を想定している自治体は

37%、検討予定の自治体は55%、想定していない自治

体は8%であった 12）。避難所における母子ニーズアセ

スメントについては既にチェックリストやアセスメン

トシートが作成され、保健師長会の避難所日報にて実

装されている 9）。

提 言
COVID-19感染症拡大を受け、妊娠週数、乳児月

齢、幼児年齢別の支援内容を最適化するため、在宅避

難を見据えた地域母子保健システム、子育て支援ネッ

トワークと連携しながら平時の周産期医療ネットワー

ク内の災害対応・連携構築を進める必要がある。

既存システムと連動させた①福祉避難所（妊産婦・

乳幼児）マッピング、地域の母子の人数を推定し対応

を検討するための②母子の人数推定カルキュレーター

開発、③コロナ禍に対応したオンライン講座、④電子

媒体による所在把握・安否確認システムが必要であ

り、全国における調査検証が望まれる。

母子の背景・要因や必要とされる防災知識について

産婦人科・小児科の医療従事者だけではなく自治体の

防災担当部署や消防、地域の避難所運営組織や教育機

関が連携し、分業することで、組織横断的なつながり

が産まれる 13,14）。災害対応が災害時だけでなく平時

の母子保健指標向上と、地域のソーシャル・キャピタ

ル醸成に寄与することが期待される。

まとめ

本委員会企画座長

社会医療法人愛仁会千船病院救急診療部　山下公子

帝京大学医学部救急医学講座　森村尚登

総合討論の中で、小児周産期領域における医療マネ

ジメント（medical management）の視点では、対応計

画が成人を含めた全体のフレームワークの中で検討さ

れるべきことを大前提として共有したうえで、①学会

や医療機関組織と行政との連携方略の検討の必要性、

②コーディネーターの育成と設置に代表される人と人

とのつながりのみならず、モノの供給や情報共有の体

制強化の推進、③個々の学会員に向けた同領域におけ

る災害対策の重要性の意識づけの重要性などが取り

組むべき課題として類型化された。医療支援（medical 

support）の点では、既存のシステムと連携でき平時か

ら運用可能な小児のトリアージシステムやシェルター

マッピングなどに係る課題が明示された。今回の「委

員会企画」を通じて、本学会ならびに本委員会が取り

組むべき小児周産期領域における学術的検討課題の一

部が抽出された。今後はこれらの課題解決に向けて、

学会雑誌や学術集会の場を活用して継続的に学術的検

討を重ねる必要がある。
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