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岩手医科大学 

 理事長・学長 

小川 彰 

 

岩手医科大学 

 災害時地域医療支援教育センター長 

眞瀬 智彦 

 皆さん、おはようございます。 

 第3回日本災害医療ロジスティックス研修に、全国各地か

ら大変お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございま

す。主催者であります岩手医科大学を代表いたしまして一言

ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 災害は平時ではなく、非常時・異常時でありまして、その

中で滞りなく医療を提供するということはそう簡単なことで

はございません。特に、行政、消防、警察、自衛隊等さまざ

まな職種の分野の方々との連携が必要となりますし、そのよ

うな連携体制をいかに速やかに作るかということが極めて重

要でございます。 

 また、兵站・補給というのがロジスティックスであります

が、ただ単に被災地に、被災者のために補給をするというこ

とではありません。自らの足（移動手段）を確保し、食料や

医療品等を補給をしなければ、初期の目的である良質な医療

を被災地に届けることができないということになります。 

 更に、被災地では正確な情報の取得ということが特に必要

となります。後方から被災地の前線に至るまで、戦略的に総

合的に体制を構築しなければ初期の目的を達成することはで

きません。そしてこれらは、時間との闘いでもございます。

有事における速やかな体制構築が、最も重要なことでござい

ます。 

 皆さまには本研修を通じて、ロジスティックスの理解を深

め、様々な経験を積んでいただき、有事の際には、その力を

大いに発揮していただくことをご期待申し上げまして、開会

のご挨拶に代えさせていただきます。 

 本日はご参加いただきまして本当にありがとうございまし

た。 

おはようございます。岩手医科大学災害医学講座の眞瀬で

す。 

この研修会は今回で3回目となります。この研修を企画す

るきっかけとなった東日本大震災では災害医療を支えるロジ

スティックスの脆弱さが反省点として挙げられました。災害

医療の「医療」の部分に特化するのではなく、それを下支え

するロジスティックスに焦点を当てた研修を平成25年度に開

催し、バージョンアップをしながら3年目を迎えました。今

回も、北は北海道から南は沖縄と全国各地から受講申し込み

を頂きました。お忙しい中ご参加いただき、本当に感謝して

おります。 

 盛岡は昨日まで空梅雨でほとんど雨が降っていない状況

だったのですが、今日から少し雨になりそうです。これもロ

ジスティックスの課題ということで、研修の１つの負荷に

なっているとお考えいただければと思います。事故にだけは

充分ご注意いただきながら、この３日間の研修を進めてまい

りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ごあいさつ／実施要領 

ごあいさつ 

ごあいさつ 

Akira Ogawa 

Tomohiko Mase 
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１．目的 

大規模災害時、被災県に支援に入る医療チームとして円滑な情

報のやりとりや十分な生活環境の確保といったロジスティック

ス能力の向上を目的として本研修を行う。 

 

２．獲得目標 

 １）ロジスティックスの基礎を習得する 

  ・派遣目的地までの円滑な到達 

  ・衣食住の確保 

 ２）各拠点での本部立ち上げと、本部内におけるロジス 

   ティックスの役割を理解する 

  ・各拠点でのカウンターパートとのコミュニケーション 

  ・情報伝達手段の構築および通信訓練 

  ・情報の集約と活用 

 ３）多組織間の連携について理解する 

  ・各組織特有の手法などについて理解 

  ・多組織間の協働方法の検討 

 

３．開催日 

 平成27年7月16日（木） 9時から 

 平成27年7月17日（金） 終日（8時30分から） 

 平成27年7月18日（土） 15時30分まで 

 

４．開催場所 

 《メイン会場》 

  岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター 

 （矢巾キャンパス） 

 《その他》 

  宮古医療圏｜宮古保健所、岩手県立宮古病院 

  釜石医療圏｜釜石保健所、岩手県立釜石病院、 

        国立病院機構釜石病院、 

        岩手県立大槌高等学校 

  気仙医療圏｜大船渡保健所、岩手県立大船渡病院 

  NEXCO東日本 前沢サービスエリア 

 

５．受講対象者 

 職種は問わない 

 

６．申込方法 

 岩手医科大学ホームページ申し込みフォームから 

  http://www.iwate-med.ac.jp/saogai/training/logistics/ 

 

７．申込締切 

 平成27年6月18日（木） 

 受講決定については締め切り後1週間を目途に運営事務局より

お知らせいたします。 

 

８．受講定員 

 60名 

 

９．参加費 

 研修受講料：無料 

  （会場までの交通費、宿泊費、弁当代は自己負担） 

  ※1日目のお弁当を500円にて用意する 

10．研修日程 

 1日目｜講義、机上演習、通信実習など 

 2日目｜実践研修 

 3日目｜報告会（パネルディスカッション形式） 

 

11．宿泊 

 16日（木）の宿泊は盛岡市内での確保をお勧めします。 

（各自で確保願います） 

 17日（金）の宿泊に関しては実践研修先での宿泊を予定して

ます。（各人の実践研修先については研修日当日発表いたしま

すので、17日の宿泊については事前の確保は必要ありませ

ん。） 

 

12．運営委員 

 統括責任者 岩手医科大学       眞瀬 智彦 

   災害医療センター     近藤 久禎 

   兵庫県災害医療センター  中山 伸一 

   山形県立中央病院     森野 一真 

   武蔵野赤十字病院     勝見 敦 

   大崎市民病院       山内 聡 

   村山医療センター     楠 孝司 

   伊豆赤十字病院      高桑 大介 

   国際協力機構       大友 仁 

       災害医療センター     市原 正行 

       災害医療センター     大野 龍男 

       神戸学院大学       中田 敬司 

       神戸赤十字病院      中田 正明 

       山形県立中央病院     萬年 琢也 

   愛知医科大学       小澤 和弘 

       日本赤十字社岩手県支部  岩崎 滿 

       日本赤十字社岩手県支部  木村 匠 

       岩手医科大学       藤原 淳一 

       岩手医科大学       藤原 弘之 

       岩手医科大学       奥野 史寛       

                      （敬称略） 

 

13．主催 

 岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター 

 

14．共催 

 独立行政法人国立病院機構災害医療センター 

 

15．後援 

 厚生労働省 

 岩手県 

 日本医師会 

 日本赤十字社 

 社会福祉法人恩賜財団済生会 

 日本集団災害医学会 

 日本集団災害医学会災害医療ロジスティクス検討委員会 

 日本災害医療ロジスティック協会 

 災害医療ACT研究所 

 公益財団法人国際医療技術財団（JIMTEF) 

3 実施要領 
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研修プログラム 

8:30～8:50 （20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

本館２Ｆ 大堀記念講堂 
受付  

9:00～9:20（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

本館２Ｆ 大堀記念講堂 

開会式/写真撮影 

主催者挨拶および開会宣言 

・岩手医科大学 理事長・学長 小川 彰 

・岩手医科大学 医学部長   小林  誠一郎 

・岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター長 眞瀬 智彦  

9:20～9:40（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

本館２Ｆ 大堀記念講堂 

『ロジスティクス等に関する災害医療の施策』 

厚生労働省医政局地域医療計画課 葛西 毅彦  

9:40～10:00（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

本館２Ｆ 大堀記念講堂 

『災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス』 

山形県立中央病院 森野 一真  

10:00～10:30（30分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

本館２Ｆ 大堀記念講堂 

『災害派遣医療チームにおけるロジスティクスについて』 

国立病院機構災害医療センター 市原 正行  

10:30～10:40（10分）  移動  

10:40～12:10（90分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

机上演習『被災地内におけるロジスティクス活動』 

神戸赤十字病院 中田 正明  

12:10～12:55（45分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

昼食・ランチョンセミナー『ロジスティクスから見た災害活動』 

東京防災救急協会 野口 英一  

12:55～13:40（45分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

『トランシーバーの運用について』 

伊豆赤十字病院 高桑 大介 

『通信確保と衛星電話実習』 

国立病院機構災害医療センター 大野 龍男 

『情報処理』 

山形県立中央病院 萬年 琢也  

13:40～13:45（5分）  移動  

13:45～15:35（110分）  
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター  

通信・情報処理実習 

30分×3 

途中移動・休憩10分 

『トランシーバー実習』 

伊豆赤十字病院 高桑 大介 

『衛星電話実習』 

国立病院機構災害医療センター 大野 龍男 

『情報処理実習』 

山形県立中央病院 萬年 琢也 

15:35～15:40（5分） 移動  

15:40～16:00（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

『東日本大震災への医療対応』 

国立病院機構災害医療センター 近藤 久禎 

16:00～18:00（120分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

『活動戦略』 

岩手医科大学 藤原 弘之 

1日目 7月16日（木） 

2日目 7月17日（金） 

8:00～8:20（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 
受付 

8:30～終日  実践研修 

3日目 7月18日（土） 

12:00～12:20（20分） 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 
車両・資器材返却 

12:30～15:30 
岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 
報告会・ディスカッション 

研修プログラム／研修拠点マップ 

4 研修プログラム 
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洋野町 

研修拠点マップ 

二戸医療圏 

久慈市 

野田村 

普代村 

八幡平市 

岩手町 

西和賀町 

北上市 

遠野市 
大槌町 

釜石市 

大船渡市 

住田町 

金ヶ崎町 

奥州市 

平泉町 

一関市 

秋田県 

青森県 

宮城県 

二戸市 

一戸町 
九戸町 

軽米町 

久慈医療圏 

葛巻町 

滝沢市 

盛岡市 

雫石町 

矢巾町 

紫波町 

盛岡医療圏 

岩泉町 
田野畑村 

宮古市 

山田町 

宮古医療圏 

花巻市 
岩手中部医療圏 

釜石医療圏 

陸前高田市 

気仙医療圏 

胆江医療圏 

両磐医療圏 

岩手医科大学 矢巾キャンパス 

災害時地域医療支援教育センター 

NEXCO東日本 前沢SA 

大船渡保健所 

岩手県立大船渡病院 

釜石保健所 

岩手県立釜石病院 

国立病院機構釜石病院 

岩手県立大槌高等学校 

宮古保健所 

岩手県立宮古病院 

研修拠点マップのURLです 

5 研修拠点マップ 
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Lecture 
 Participants need to learn medical logistics for 

disaster in affected areas throughout this training. 

In particular, they have to realize about 3 items 

listed below. 

1) Foundation of medical logistics for disaster. 

2) Method of  headquarters start-up in each site 

and role of logistics. 
3) Cooperation between several organization. 
 In this training, several instructors taught them 

about medical logistics, include experience  of 

Great East Japan Earthquake. 
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 本研修を通して受講者に学んでいただきたいのは、被災地内における災害医療ロジスティックス活動であり、その中でも、下記の

3項目を柱として研修を実施しました。 

 ①ロジスティクスの基礎 

 ②各拠点での本部立ち上げと本部内におけるロジスティックスの役割 

 ③多組織間の連携 

 まず、本研修を行うきっかけの一つとなった2011年3月11日の東日本大震災以降、厚生労働省は災害時のロジスティックの重要

性を再認識し、日本DMAT隊員に向けたロジスティックスの強化事業の実施など、葛西毅彦先生より厚生労働省における最新の動向

や今後の展開等についてご講義いただきました。 

 続いて、東日本大震災発災直後の急性期から長期的な支援に至るまでの公衆衛生という視点からのロジスティックス活動につい

て、山形県立中央病院の森野一真先生よりご講義いただきました。森野先生は平時から東北の災害医療分野の統括的役割を担ってお

られ、東日本大震災時も、被災地において最前線で活躍するなどご尽力されました。森野先生のご講義では、医療チームであれ災害

時は直接的な医療行為だけでなく被災者のニーズに幅広く対応できるようなロジスティックス活動が必要であるということについ

て、東日本大震災での具体的活動を通してご教授いただきました。 

 ロジスティックスの基礎について、国立病院機構災害医療センターの市原正行先生にご講義いただきました。市原先生はJICAバン

グラディシュ事務所、国際緊急援助隊事務所を経て、国立病院機構災害医療センター内の厚生労働省DMAT事務局災害医療技術員に

着任され、日本国内のみならず海外でのロジスティックス活動経験も豊富で、その知識に基づくロジスティックスのノウハウをご講

義いただきました。ロジスティックス活動を行う上でのポイントや心構えといったところを、これまでの経験を踏まえながらご講義

いただきました。 

 ランチョンセミナーでは、災害時の物資運搬等のロジスティックスに重要となる項目について、東京防災救急協会副理事長の野口

英一先生にご講義いただきました。東日本大震災で実際に支援活動された一般企業の紹介や、今後災害時に活用する上で重要視され

るであろう項目についてご教示いただきました。 

 最後に、東日本大震災時にどのような医療活動が実施されたかについて、厚生労働省DMAT事務局次長の近藤久禎先生よりご講義

いただきました。近藤先生は日本医科大学大学院卒業後、厚生労働省技官を経てDMAT事務局次長として、日本の災害医療分野にお

ける様々な制度整備やシステム開発に卓越した手腕を発揮され、現在も日本DMATの中心的役割を担っていらっしゃいます。東日本

大震災時の活動の状況や、今後の課題についてご教示いただきました。 

 これらの講義により災害医療の基礎からロジスティックス活動の大筋を理解することで、その後の実習及び実践研修へとつなげる

ことができました。 

講義 

8 講義の目的・講師選定・テーマ選定の理由 

眞瀬 智彦 日本災害医療ロジスティックス研修 運営委員長 



Logistics 

葛西 毅彦 

厚生労働省 医政局 地域医療計画課 

救急・周産期医療等対策室 

ロジスティクス等に関する災害医療の施策 
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9 ロジスティクス等に関する災害医療の施策 
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10 ロジスティクス等に関する災害医療の施策 

講義 
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11 ロジスティクス等に関する災害医療の施策 
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森野 一真 

山形県立救命救急センター 副所長 

山形県立中央病院 副院長（兼任） 
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災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス 

12 災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス 

講義 
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13 災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス 
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14 災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス 
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講義 
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15 災害時の医療と保健医療を支援するロジスティクス 

27 28 

29 

31 

30 

 受講者の皆さんが講演を聴講しているのと並行して、コントローラーの方々は、本研修の最終打ち合わせを別室にて行っておりま

した。研修開催の数か月前より、コントローラーに選抜された方々とは事前打ち合わせを実施しましたが、ここでは、この後開催さ

れる机上シミュレーション、情報通信実習、そして実践研修等について、運営委員より最終の説明と質疑が交わされました。 
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市原 正行 

国立病院機構災害医療センター 

厚生労働省DMAT事務局 災害医療技術員 
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災害派遣医療チームにおけるロジスティクスについて 

16 災害派遣医療チームにおけるロジスティクスについて 

講義 
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17 災害派遣医療チームにおけるロジスティクスについて 
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18 災害派遣チームにおけるロジスティクスについて 
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講義 
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19 災害派遣チームにおけるロジスティクスについて 

27 28 

29 30 
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野口 英一 

公益財団法人東京防災救急協会 

 副理事長 兼 防災事業本部本部長 
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ランチョンセミナー｜ロジスティクスから見た災害活動 

20 ロジスティクスから見た災害活動 

講義 
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21 ロジスティクスから見た災害活動 
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22 ロジスティクスから見た災害活動 
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23 東日本大震災への医療対応 

近藤 久禎 

国立病院機構災害医療センター 

臨床研究部政策医療企画研究室 室長 

厚生労働省 DMAT事務局 次長 
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東日本大震災への医療対応 
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24 東日本大震災への医療対応 

講義 
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25 東日本大震災への医療対応 
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26 東日本大震災への医療対応 
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27 東日本大震災への医療対応 
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講義 

28 東日本大震災への医療対応 
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29 東日本大震災への医療対応 
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30 開会式の様子 



Desktop    
Simulation 

 Before the hand-on training of the next day, participants 

simulated it about the action at the affected area. 

 They were divided into 9 groups, discussed 4 themes 

that happen to the disaster medical assistance team at 

the affected area.  4 themes were “how to prepare”, 

“how to go”, “how to stay”, “how to return”. 

 This group work was effective to foster teamwork for 

them who meet first. 
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中田 正明 

神戸赤十字病院 

放射線科部 診療放射線技師 
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被災地内におけるロジスティクス活動 

32 被災地内におけるロジスティクス活動 

机上シミュレーション 
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33 被災地内におけるロジスティクス活動 
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机上シミュレーション 

34 被災地内におけるロジスティクス活動 
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35 被災地内におけるロジスティクス活動 
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机上シミュレーション 

36 被災地内におけるロジスティクス活動 
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37 被災地内におけるロジスティクス活動 
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机上シミュレーション 

38 被災地内におけるロジスティクス活動 
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39 被災地内におけるロジスティクス活動 
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40 被災地内におけるロジスティクス活動 



Information 

Communication 

Exercise 
 In the affected area, information infrastructure may be 

destroyed, and then we cannot communicate easily. 

 It is said, “the person controlling information can win a 

disaster”.  At the confused situation, it is very important 

factor that you can collect many information and analyze 

them and share them between several organizations 

quickly.  

 In this section, participants learned about how to use 

transceiver and satellite phone and the method of the 

record of the information. 
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高桑 大介 

伊豆赤十字病院 

事務部長 
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トランシーバーの運用について 

情報通信実習 

42 トランシーバーの運用について 
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43 トランシーバーの運用について 
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44 トランシーバーの運用について 
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大野 龍男 

国立病院機構災害医療センター 

厚生労働省DMAT事務局 災害医療技術員 
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通信確保と衛星電話実習 

45 通信確保と衛星電話実習 
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情報通信実習 

46 通信の確保と衛星電話実習 
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47 通信確保と衛星電話実習 
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情報通信実習 

48 通信の確保と衛星電話実習 
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49 通信確保と衛星電話実習 
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萬年 琢也 

山形県立中央病院 

薬剤部 薬剤専門員 
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情報処理 

情報通信実習 

50 情報処理 
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52 情報処理 



Hands on Training 
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本研修の目玉とも言える実践研修。研修の趣旨を説明する。 

 ◆ ロジスティックスの基本 

 ◆ 各拠点での本部立ち上げと、本部内におけるロジスティックスの役割 

 ◆ 多組織間の連携 

これらを実際の活動でもって習得してもらうべく、受講者を岩手県内各地に派遣した。 

◆ 発災7月15日 14:46 宮城県沖M9.0の地震が発生 

◆ 岩手県内各地で震度6以上を観測 

◆ 巨大津波により、東北地方沿岸部は壊滅的な被害 

◆ 岩手県内全域でライフラインが寸断 

◆ 死者、行方不明者が大多数発生 

◆ 行政・医療機関も甚大な被害 

● 発災2日目に皆さんは救護班として被災県岩手に派遣されました。 

● 航空機で岩手県に入りました。 

● 岩手県に到着した皆さんは、救護班の拠点である“岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター” 

  に到着しました。 

● そして明日の朝、岩手県内の各地に派遣されることが決まりました。 

■現時点で我々が得ている情報 

➢ 道路情報 

 ・ 高速道路 

 

 

 

 ・ 一般道 

 

 

 

 

 

 

➢ 医療機関の情報 

 ・ 各保健所が中心になり、医療情報をまとめている旨の情報は こちらに入ってきている 

 ・ EMIS参照のこと  （※この時間は各自のWi-Fiルーターを使用してよい） 

➢ 他機関の情報 

 ・ 消防、自衛隊も活動を開始している模様だが、詳細情報なし 

区 間 状 態 原 因 備 考 

岩手県内全区間 通行止め 亀裂・陥没のため 現在補修作業中 

状 態 原 因 備 考 区 間 

国道106号線 ホーマック宮古店~宮古駅 通行止め 津波 見通し立たず 

国道283号線 釜石街道 通行止め 土砂崩れ 見通し立たず 

浜磯海道 権現堂交差点～リアスホール口 通行止め 液状化 見通し立たず 

 各拠点に派遣された受講者は、それぞれの拠点で活動する業務調整員として、次々に勃発するミッションに対して、いかに的確に対応できるか、またこの実践研修を通し

て、業務調整員として必要なスキルとは何かを学ぶことを目的とした。各拠点での本部立ち上げや情報のやりとりもさることながら、他の災害医療研修では類を見ない、目的

地までの移動やテントを使用しての宿泊、制限が設けられた食事など、リアルな災害想定を体験することで、より実戦に沿った経験を積むことができると考える。 

派遣拠点 役 割 派遣グループ 

宮古保健所 宮古医療圏全体のコントロール Ａグループ 

Ｂグループ 
宮古医療圏  

岩手県立宮古病院 宮古市で唯一の災害拠点病院（建物自体は津波被害なし） 

釜石医療圏 

釜石保健所 釜石医療圏全体のコントロール 
Ｃグループ 

Ｄグループ 

Ｅグループ 

Ｆグループ 

岩手県立釜石病院 釜石市で唯一の災害拠点病院（建物自体は津波被害なし） 

国立病院機構釜石病院 沿岸地域の中核病院（災害拠点病院ではない） 

岩手県立大槌高等学校 被害が甚大な地域にある大規模な避難所 

気仙医療圏 
大船渡保健所 気仙医療圏全体のコントロール Ｇグループ 

Ｈグループ 岩手県立大船渡病院 大船渡市で唯一の災害拠点病院（建物自体は津波被害なし） 

NEXCO東日本 前沢サービスエリア（下り） 人・物の物流拠点 Ｉグループ 

研修の趣旨／研修の狙い／研修の被害想定／派遣地域 54 
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大船渡 

保健所 

岩手医科大学 

災害時地域医療支援教育センター 

岩手県立 

大船渡病院 

（災害拠点） 

釜石 

保健所 

宮古 

保健所 
前沢SA 

岩手県立 

釜石病院 

（災害拠点） 

岩手県立 

宮古病院 

（災害拠点） 

岩手県立 

大槌高等学校 

（避難所） 

国立病院機構 

釜石病院 

 実践研修では、派遣拠点先に持ち込む資機材・食料についてもグループディスカッションし、どの

ようなものがどの程度の量必要なのか、それらをどのような手段で運搬するかなどについても検討頂

いた。 

 個人装備や生活用品、個人で持ち込んだ通信記録機器（衛星電話やパソコン等）に加え、研修運営

事務局側で準備した資機材を、９拠点に派遣されるグループで分け合う。今回は、あらかじめ貸出可

能な数量を各グループごとに提示し、その数量内から持ち出しを行うことにした。 

 なお、移動手段として、レンタカーやタクシー等が考えられるが、今回の研修では、事務局側でレ

ンタカー（ハイエースワゴン）を選定し、各グループに配車している。 

 また、今回の研修では、各グループへの連絡及び現在位置確認のための情報端末として、Android

端末（NTTドコモより貸与）を配布し、現在位置情報取得サービス『docoですcar』を試験的に活用

させていただいた。 

Ａグループ 

Ｂグループ 

Ｃグループ 

Ｄグループ 

Ｅグループ 

Ｆグループ 

Ｇグループ 

Ｈグループ 

Ｉグループ 

資機材 移動手段 

個人装備 

生活品 

通信記録機器 

食料・水 

レンタカー 

タクシー 

バス 

トラック 

※本研修における実践研修拠点の指揮系統図 

（実災害時の指揮系統図と異なる場合があります） 

資機材名 数量 

衛星電話 

ワイドスターⅡ 5 

イリジウム Extreme 2 

BGAN エクスプローラー500 2 

Docomo Wi-Fiルーター WH-02G 9 

プリンター 
Canon ip100 7 

EPSON EP-806AB 2 

テント 18 

シェルター 9 

100 マット 

寝袋 90 

毛布 90 

アウトドア用テーブル（ランタンポール付） 18 

アウトドア用イス 100 

ランタン（電池式） 18 

水タンク 180 

ブルーシート 30 

ラップポン（トイレ） 7 

コードリール 9 

◆支給資機材リスト 

資機材・食糧について 55 
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◆配布食料リスト 

食料名 形態 数量 

主食 

非常用保存食アルファ米 炊き出しセット 五目御飯 ダンボール 50食分 9箱 

非常用保存食アルファ米 炊き出しセット わかめごはん ダンボール 50食分 9箱 

災害備蓄用フリーズドライ御飯 レトルトパウチ 1食分 60個 

レスキューフーズ おかゆ 缶詰 1食分 200g 72個/3箱 

レスキューフーズ 牛肉大和煮 缶詰 1食分 70g 288個/12箱 

惣菜 

レスキューフーズ 牛肉すきやき 缶詰 1食分 70g 288個/12箱 

レスキューフーズ とりそぼろ ごま風味 缶詰 1食分 70g 288個/12箱 

レスキューフーズ ウインナーと野菜のスープ煮 缶詰 1食分 160g 288個/12箱 

レスキューフーズ ポテトツナサラダ 缶詰 1食分 105g 288個/12箱 

飲料水 立山の天然水 ペットボトル 500ml×24本 480本/20箱 

電話について どこに電話しているか明確にしてから会話を始めること 

（受ける担当が一人で何役もこなすため、誰宛なのか明示すること） 

インターネット接続 衛星電話でのネット環境構築後約1時間は衛星電話のみで接続すること。衛星電話でのネット接続は通話料金が高額になるため、1時間

後からは各自所有もしくは支給されたWi-Fiルーターを使用してもよい。ただし、衛星電話の台数より多く使用してはならない。切り替

えに際してはコントローラの指示に従うこと。 

EMIS 本番機を使用すること。岩手県は、研修当日訓練モードに切り替えているため、DMAT管理 災害種別「訓練5」を使用すること。 

買い出し 矢巾町内であれば、必要最低限の物品の購入は可とする。 

食品の購入は原則禁止。矢巾町以外での買い出しも禁止とする。 

宿泊 活動場所に到着後、チーム内で相談して決定すること。既に発災している想定だが、宿泊については現地に到着してから施設担当者と

のやりとりも踏まえて検討すること。 

テントの固定 ペグが打てない場合は、支給された水タンクなどを利用し風対策を行うこと。 

火気厳禁 火気厳禁のこと。食品加熱袋（ホットイート）を配給するので、食品の加熱はそちらを使用すること。なお、食品加熱袋は再利用をす

るため、使用回数を袋に記載し研修終了後返却すること。 

アルコール禁止 研修中は酒類等のアルコールは禁止とする。 

汚物の処理 配布した黒いゴミ袋に入れ、研修終了後すべて持ち帰り、災害時地域医療支援教育センターに帰着後、指定の容器に廃棄すること。 

マスコミ・見学者 研修中にマスコミの取材や、見学者が訪れることが予想されるが、適時対応すること。 

ゴミの分別について 研修中のゴミはすべて持ち帰ること。 

①燃えるゴミ  ：支給された透明のゴミ袋に入れて持ち帰ること。 

②缶      ：支給された透明のゴミ袋に入れて持ち帰ること。 

③ペットボトル ：ボトルのみに分けて支給された透明のゴミ袋に入れて持ち帰ること。キャップとラベルは燃えるゴミとして分別 

         廃棄すること。 

④ダンボール  ：たたんで持ち帰ること。 

⑤汚物     ：ラップポンの汚物等は支給された黒いゴミ袋に入れて持ち帰り、帰着後に指定の容器に廃棄すること。 

⑥残飯     ：缶の中身を紙で拭き取り、汚物として廃棄すること。 

レンタカーについて ・全車両禁煙 

・駐車違反、スピード超過違反等の交通法規違反はしないこと。 

・事故を起こした場合は、人命救助を最優先し、警察とダッシュボード内の保険会社に連絡後、事務局に報告すること。示談は絶対に 

 禁止とする。 

・慣れない土地のため、細心の注意を払いながら運転すること。 
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■共有想定付与内容 その1 

付与者 県庁 付与先 受講者全員 

付与日時 7月17日（金）8:50 付与方法 口頭にて（マイク使用） 

内容 
東北自動車道盛岡⇔仙台間、釜石自動車道花巻JCT⇔東和は、道路の亀裂陥没で通行止め。その他の区間に関しては、緊急車両のみ通行

可能。緊急通行許可証が必要な場合は、岩手医大矢巾キャンパス警察署が研修室外に開設されるので、手続きを行い取得すること。 

■共有想定付与内容 その2 

付与者 県庁 付与先 受講者全員 

付与日時 7月17日（金）9:15 付与方法 メール 

内容 

道路状況【通行止め情報】 

宮古医療圏：ホーマック宮古店～宮古駅まで津波の影響で通行止め 

釜石医療圏：国道283号釜石街道土砂崩れのため通行止め 

気仙医療圏：権現堂交差点～リアスホール口まで液状化のため通行止め 

前沢ＳＡ ：東北自動車道上下線盛岡⇔仙台間は亀裂等多数あるため通行止め 

■共有想定付与内容 その3 

付与者 県庁 付与先 受講者全員 

付与日時 7月17日（金）10:00 付与方法 メール 

内容 

道路状況【通行可能情報】 

宮古医療圏：県道40号通行可能 

釜石医療圏：仙人峠道路通行可能 

気仙医療圏：県道230号通行可能 

前沢ＳＡ ：東北自動車道前沢ＩＣから下り方面侵入可能（但し、緊急通行許可証必須） 

■共有想定付与内容 その4 

付与者 各拠点 付与先 受講者全員 

付与日時 7月17日（金）22:00 付与方法 メール 

内容 余震発生（岩手県沖でM6の地震が発生） 

■共有想定付与内容 その5 

付与者 各拠点 付与先 受講者全員 

付与日時 7月18日（土）07:00 付与方法 メール 

内容 後発救護班が到着したため撤収準備開始 

研修会場 傷病者 
建物倒壊 

の恐れ 
電気 水道 医療ガス 

固定 

電話 

携帯 

電話 

衛星 

電話 

防災 

無線 

宮古保健所 無 キャパオーバー 自家発電残2日 貯水槽残2日 ― × × 無 不調 

無 キャパオーバー 岩手県立宮古病院 自家発電残2日 貯水槽残2日 配管安全確認中 × × 繋がらない 不調 

無 ― 釜石保健所 自家発電残2日 貯水槽残2日 ― × × 無 不調 

岩手県立釜石病院 キャパオーバー 自家発電残2日 貯水槽残2日 配管安全確認中 × × 繋がらない 不調 無 

国立病院機構釜石病院 無 キャパオーバー 自家発電残2日 貯水槽残2日 配管安全確認中 × × 無 ― 

無 キャパオーバー 岩手県立大槌高等学校 自家発電残2日 貯水槽残2日 ― × × 無 不調 

大船渡保健所 ― 自家発電残2日 貯水槽残2日 ― × × 無 不調 無 

岩手県立大船渡病院 キャパオーバー 自家発電残2日 貯水槽残2日 配管安全確認中 × × 繋がらない 不調 無 

― 前沢サービスエリア 自家発電残2日 貯水槽残2日 配管安全確認中 × × 無 ― 無 
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施設名   

入院病棟

倒壊・倒

壊の恐れ  

ライフライン・サプライ状況 
多数

患者

受診 

職員

不足 
その他 電気使用 

不可 

水使用 

不可 

医療ガス

使用不可 

医薬品 

衛生資機材 

使用不可 

【盛岡医療圏】 

一般財団法人岩手済生医会 三田記念病院          

一般財団法人岩手済生医会 中津川病院          

医療法人共生会 松園第一病院          

医療法人共生会 松園第二病院          

医療法人社団愛和会 盛岡南病院          

医療法人社団帰厚堂 南昌病院          

医療法人社団恵仁会 三愛病院          

医療法人社団松誠会 滝沢中央病院          

医療法人社団 高松病院          

医療法人真彰会 玉山岡本病院          

医療法人仁医会（財団） 都南病院          

医療法人みやま会 盛岡観山荘病院          

医療法人友愛会 盛岡友愛病院          

岩手医科大学附属病院 災害・救命         

岩手県立中央病院 災害         

岩手県立療育センター          

いわてリハビリテーションセンター          

荻野病院          

川久保病院          

葛巻病院          

国保西根病院          

社会福祉法人岩手愛児会 もりおかこども病院          

社団医療法人 赤坂病院          

社団医療法人久仁会 内丸病院          

社団医療法人啓愛会 孝仁病院          

社団医療法人康生会 鶯宿温泉病院          

社団医療法人智徳会 未来の風せいわ病院          

社団医療法人法成会 平和台病院          

渋民中央病院          

足澤整形形成外科          

遠山病院          

徳永整形外科          

栃内第二病院          

栃内病院          

独立行政法人国立病院機構 盛岡病院          

東八幡平病院          

みちのく療養園          

盛岡市立病院          

盛岡赤十字病院          

盛岡繋温泉病院          

八角病院          

【岩手中部医療圏】   

医療法人杏林会 イーハトーブ病院          

医療法人財団正聖会 六角牛病院          

医療法人社団 花北病院          

北上済生会病院          

県立中部病院 災害         

県立東和病院          

県立遠野病院          

沢内病院          

社団医療法人報昌会 本舘病院          

総合花巻病院          
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施設名   

入院病棟

倒壊・倒

壊の恐れ  

ライフライン・サプライ状況 
多数

患者

受診 

職員

不足 
その他 電気使用 

不可 

水使用 

不可 

医療ガス

使用不可 

医薬品 

衛生資機材 

使用不可 

岩手医大花巻温泉病院          

宝陽病院          

【胆沢医療圏】    

石川病院          

医療法人社団創生会 胆江病院          

医療法人社団 ヨシザワ病院          

奥州病院          

県立胆沢病院 災害         

県立江刺病院          

国保まごころ病院          

社団医療法人啓愛会 美希病院          

社団医療法人啓愛会 美山病院          

総合水沢病院          

【両磐医療圏】  

一関病院          

医療法人 西城病院          

岩手県立南光病院          

県立磐井病院 災害         

県立千厩病院          

県立大東病院          

国民健康保険 藤沢病院          

独立行政法人国立病院機構 岩手病院          

昭和病院          

ひがしやま病院          

【気仙医療圏】   

医療法人希望会 希望ヶ丘病院   ◆ ◆ ◆   ◆  

岩手県立 大船渡病院 災害。救命    ◆  ◆ ◆  

県立高田病院          

【釜石医療圏】  

医療法人仁医会（財団） 釜石厚生病院   ◆ ◆ ◆   ◆  

医療法人仁医会（財団） 釜石のぞみ病院          

県立大槌病院        ◆  

県立釜石病院 災害 ◆   ◆  ◆ ◆  

せいてつ記念病院   ◆  ◆   ◆  

独立行政法人国立病院機構 釜石病院          

【宮古医療圏】   

医療法人財団正清会 三陸病院   ◆ ◆ ◆   ◆  

県立宮古病院 災害    ◆  ◆ ◆  

県立山田病院          

済生会岩泉病院        ◆  

社団医療法人新和会 宮古山口病院   ◆ ◆ ◆   ◆  

特定医療法人弘慈会 宮古第一病院   ◆ ◆ ◆   ◆  

【久慈医療圏】   

久慈恵愛病院          

県立久慈病院 災害・救命         

社団医療法人祐和会 北リアス病院          

洋野町国民健康保険 種市病院          

【二戸医療圏】   

県立一戸病院          

県立軽米病院          

県立二戸病院 災害         
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Group A 宮古医療圏｜宮古保健所 

メンバー氏名 所 属 

朱田 博聖 東京都立小児総合医療センター 

山野内 博見 八戸赤十字病院 

尾形 知美 大崎市民病院 

三木 隆弘 日本大学病院 

細川 徹 国立病院機構大阪医療センター 

石峯 康浩 国立保健医療科学院 

関 実希子 国立病院機構信州上田医療センター 

コントローラー 所 属 

奥村 晃由 館林厚生病院 医療技術部中央放射線室 主任 

高桑 大介 伊豆赤十字病院 事務部 事務部長 

泉山 道吾 岩手県立久慈病院 事務局総務課 主任 

野口 英一 公益社団法人東京防災救急協会 副理事  宮古市周辺市町村の被災状況や、避難所情報および関連機関（自衛隊・消防・警察・

海保など）の活動状況の把握に努めるとともに、医療機関の被災状況・傷病者の発生状

況・ライフライン・医薬品の情報を収集し宮古医療圏全体のコントロールを行う。 

■想定付与１ 

付与者 宮古保健所担当者 付与先 Ａグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）保健所到着時 付与方法 口頭 

内容 

宮古保健所の担当の鈴木です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・宮古市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは、宮古市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話・携帯電話）×。 

・この建物は、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残り2日が限界 

 です。行政防災無線は不調であまりつながりません。外部との通信手段がほぼ無い状況です。 

・市内の病院の状況は把握できていません。 

・この保健所に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・消防は救助活動、自衛隊はがれきの撤去に追われているとの情報です。 

・火災や土砂崩れの二次災害の発生は今のところ報告はありません。 

・道路情報は、国道340号線落合～茂市間が土砂崩れのため通行止め、国道106号線宮町交差点～愛宕交差点間が津波被害のため通行止 

 め、鍬ヶ崎、蛸の浜は津波のため立ち入れません。 

・宮古市の災害医療コーディネーターは4名います。岩手県立宮古病院災害医療科長と、済生会岩泉病院の院長と、田野畑村診療所の所長 

 と、岩手県立山田病院の院長です。皆さんそれぞれの施設で対応に追われています。 

 

●医療チームに求めること 

・災害拠点病院の岩手県立宮古病院と連携したいが、情報が取れないため行ってほしい。 

・その他、開業医や避難所の状況の把握ができていないのでどうすればよいか… 

■想定付与2 

付与者 県庁 付与先 宮古保健所 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 電話 

内容 花巻SCUにDMAT約50チームが参集している。沿岸に派遣したいが移動手段の確保に時間がかかるため、明日以降の投入となる。 

■想定付与3 

付与者 宮古保健所職員（鈴木） 付与先 Ａグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 口頭・用紙 

内容 
「保健所の近藤です。現在当保健所が把握している宮古市の避難所情報です。」 

と言って、宮古市避難所一覧表を手渡す。 

■想定付与4 

付与者 宮古保健所保健師 付与先 Ａグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

「宮古保健所の保健師です。避難所が多数解説されてきているので、私たちが巡回診療を実施しています。しかし、現在車両が無いので

徒歩で行っています。徒歩では巡回できる範囲も限られるので、車両と燃料の手配は可能でしょうか？普通車5台程度あれば助かりま

す。」 
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■想定付与5 

付与者 宮古保健所保健師 付与先 Ａグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
「巡回診療を行っていると、体調の悪い方が何名かいたのですが、近隣の病院は診療できる状況ではないみたいなので、ここで診療でき

るようになりませんか？」⇒本部へ救護所用のテント依頼⇒レイアウト作成 

■想定付与6 

付与者 宮古保健所職員 付与先 Ａグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
「非常に多くの避難所ができていて、情報も非常に莫大になっています。この暑さで感染症も心配ですし、正確に情報をまとめる良いア

イディアはありませんか？」 

3 

5 

4 

6 

1 2 
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Logistics 

時間 発 受 内容 

8:30 A  A班7名全員集合 みな体調OK 

役割付与 

1号車： 

 リーダー：ミキ 

 クロノロ：オガタ 

 運転  ：ホソカワ 

 通信  ：ヤマノウチ 

 ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ(090-****-****) 

2号車 

 サブリーダー・運転：アカダ 

 クロロノ：イシミネ 

 通信  ：セキ 

 ﾜｲﾄﾞｽﾀｰ(090-****-****) 

8:30 A  ミーティング開始 

1号車、2号車の連絡は無線で 

8:40 本部 A 体調不良者発生時はコントローラーに連絡 

8:41 石井 全班 地球局 Wi-Fi ID【*******】 

8:47 A  宮古保健所への派遣決定 

ルート：千徳駅まで向かい、その先は側道で保健所へ 

宮古地区合同庁舎宮古保健所：宮古市五月町1-20 

090-****-**** 

途中 道の駅やまびこ館にて給水予定 

8:52 本部 全班 本部への定時連絡不要、ただし到着連絡は必要（宮古

保健所まで100km：2時間30分、2回程度の休憩の予

定） 

8:51 本部 全班 医大前に矢巾警察主張所出所 緊急車両証明書2枚取

得手続き開始 

9:05 ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 

オクムラ 

A 1号車コントローラー同乗：オクムラ 

2号車：ノグチ 

9:07 セキ 

(A) 

Ａ 緊急車両照明取得OK 

9:12 1号車  1号車荷物積み込み完了 

ガソリン満タン確認OK 

9:15 A  医大にて出発前に水追加 10L×5 

合計 10L×15個=150Lを持参とする 

9:22 A  写真撮影 

9:24 A 本部 A班出発報告 

9:25 1号車 2号車 無線感度OK【ch2】 

9:28 A  本部出発 天気小雨 

9:31 1号車  お昼ご飯の検討：ご飯50食を分けて食べるか？一度

に作って保管するか？★後で検討 

9:41 1号車  396号線順調に走行中 道路状況は安全 

9:45 2号車 1号車 B班への出発報告が必要なのではないか？ 

→ミキ不要と判断 

9:46 1号車  国道106線走行開始 

9:47 1号車  道の駅やまびこ館にて衛星感度チェック 

9:50 1号車 2号車 9:45のBチームへの連絡はしない 

やまびこ館での衛星電話確認の旨伝える 

9:58 本部 一斉 【通行止め情報】宮古圏内：ホーマック宮古店～宮古

駅間通行止め（津波） 

10:05 1号車  宮古市突入 

10:25 1号車  やまびこ館まであと7km 体調OK 道路順調 

10:26 1号車  再び小雨 

10:30 本部 1号車 【通行止め情報】ホーマック宮古店の先106号：県道

40号線が迂回路 

10:32 A  1号車、2号車 やまびこ館到着：くもり 明るいけ

ど小雨 みな体調OK 

時間 発 受 内容 

   【ミーティング】この先県道40号線でアタック 

10:40 A 本部 2号車ワイドスター→本部ワイドスター：やまびこ館

にて休憩中を報告。感度1～2だが通信可能  

保健所立ち上げ到着後は本部立ち上げ手順とトイレ確

認  

お昼は本部立ち上げの間にすませる【次は千徳駅で休

憩】 

10:52 A  やまびこ館出発 

11:10 1号車  茂市通過 

11:36 2号車 1号車 休憩提案あり→休憩せず保健所に向かうことに決定 

11:37 1号車  県道40号に突入 

11:50 A班  【宮古保健所到着】天気くもり B班到着済 

11:55 A スズキ 

男性中年 

保健所訓練担当 管理課スズキさんへ挨拶（ミキ、オ

ガタ、イシミネ、コントローラーオクムラ）1階会議

室を本部として使用、B班リーダー ムラタに挨拶 

12:02 ミキ 

(A) 

セキ 

(A) 

本部への到着連絡依頼 

12:05 ミキ 

(A) 

ﾔﾏﾉｳﾁ 

（A) 

昼食のアルファ米の仕込み依頼（60分かかる） 

12:05 宮古保健所 

ｺﾞﾝﾄﾞｳ 
A 資機材名簿の提出を依頼 

12:06 スズキ A,B 【宮古市状況】 

死者・行方不明者多数、ライフライン全域不明、電

気、ガス、水。医療チームは我々が初めて 

市内病院の状況：災害拠点病院との連絡つかず 

 →こちらは直接情報収集してほしい 

開業医・避難所の状況不明→情報収集してほしい 

国道340号線：落合～茂市通行不可（土砂崩れ） 

国道106号線：宮町～あたご通行止め（津波） 

鍬ヶ崎、蛸の浜津波で立ち入り禁止 

【保健所】 

自家発電、あと残り2日分の燃料（順次補給はしてい

る）外部との通信不可 

消防、自衛隊は救助活動で手いっぱい 

12:15 スズキ A,B 宮古災害医療コーディネーターは4人 

宮古病院災害医療科長、済生会岩泉病院院長、田野畑

村診療所所長、県立山田病院院長（みな 

各施設対応中により多忙） 

宮古病院に職員向かったが情報入らず（保健所から車

で15分 3km） 

★してほしいころ 

 宮古病院の情報収集 

 避難所・開業医の状況収集 

 13:00頃避難所一覧がもらえる予定 

 道路は港ぐちゃぐちゃ、宮古の詳細地図は借りられ 

 ず 

 防災無線はなかなかつながらない 

★1階会議室は北向きなので衛星電話通話どうする？ 

 後続医療班の情報はまだ不明。→本部から保健所に 

 フィードバックされる予定。 

 保健所設定では24時間出入り可能（実際は18:00 

 施錠）  

12:25 A  水道、トイレ使用可能 保健所内の災害対応者5人 

B班宮古病院へ視察決定 

12:45 A  宮古保健所本部 立ち上げ準備開始 

リーダー：三木 

サブ  ：朱田 

クロノロ：尾形 

通信  ：細川・関 

資機材 ：イシミネ、やまのうち 

※クロノロジーは発・受の表現や伏字等の編集を加えていますが、内容については頂いたデータをそのまま使用しています。誤字・脱字はあえて残しています。 
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時間 発 受 内容 

13:00 A B B班県立宮古病院へ出発 

リーダー：村田 

12:55 A  本部運営ミーティングと物品搬入開始 

13:00 A 岩手本部 宮古保健所本部 A班 

県立宮古病院  B班 

の報告 

A班の通信が整い次第医大本部へ現交北を約束（被災

状況）衛星電話とメールにて 

 医大本部への報告 13:57 OK 

13:09 保健所 

近藤 

A 宮古避難所一覧受け取る（この保健所の管轄） 

前25か所 

13:19 三木  避難所アセスメント情報は担当者からあがる 

→避難所アセスメントシート（別シート）参照 

 →担当：イシミネ 

13:30 細川 尾形 衛星3台の音声通話確立OK 

ワイドスター①090-****-**** 

ワイドスター②090-****-**** 

インマルサット7***-***** 

 番号の誤りあり 13:58 B班への通達OK 

13:40 A  ミーティングにて上記状況を共有 

ネットつながり次第宮古地図GET 

13:43 県災害 A 花巻空港にDMAT５０チーム（空路） 

陸路からDMAT20チーム（参照拠点は不明） 

 受け入れの考慮と対応 

13:57 A 岩手本部 衛星電話3台確立 

1台番号訂正 本部機能立ち上げ完了 

13:43の県災害からの情報をフィードバック 

13:58 A B A班ワイドスター番号訂正済み 

B班県立宮古病院到着済み 

14:06 B A 県立宮古の状況 

 建物：ひび程度、倒壊なし 

 連絡：固定電話は× 

 電気：自家発電で2日分 

 Pt ：院内は不明 

 水 ：280トン（二日分相当） 

 酸素：1日分 

 受け入れ状況：赤8、黄27、DMAT要請 

医大本部へ宮古病院へのDMAT手配依頼 

14:07 あかだ  おひるごはん 

どんぶりとコップ、スプーンは記名のこと 

14:16 県災害 A 県立宮古の現状把握OK 

前沢SAに陸路でDMAT20チーム到着 

振り分けはこれから 

 この20チームは13:43の陸路？ 

 やまのうちさんに医大メールで確認 

14:30 当保健所 A ①保健師一人徒歩で避難所巡回中→手伝い要請 

②県立山田病院へ一人派遣要請（情報収集） 

 回答 

 ①→Aから一人派遣 

 ②→県本部へ連絡DMATや他部隊でまかなう 

14:30 B A 宮古病院の医療ニーズ 

 院内スタッフ充足しているか？ 

  DMAT2チームほしい 

 透析14名 

  宮古では対応負荷のためどこかにピストン 

  必要 

県対策に報告済み 

14:36 A  14:30当保健所要請への回答決定 

 ①保健師との巡回：いしみね担当 

 ②県立山田病院への派遣：赤田担当 

時間 発 受 内容 

14:36 A  14:30当保健所要請への回答決定 

 ①保健師との巡回：いしみね担当 

 ②県立山田病院への派遣：赤田担当 

14:39 B A 奥脳神経外科 

 ←傷病者多数！医療チーム要請多数 

  ←B班より2名派遣予定OK 

訪問介護ステーション「かがやき」 

14:45 A 県対策 14:39のBからの依頼を報告 

14:46 県災害 A 当保健所「仮」DMAT活動拠点本部の役割をしてほし

い 

 チームの役割再確認しない？細川さんが大変 

14:46 いしい A 地球局到着ネット使いホーダイ 

14:55 A  ＜ミーティング＞ 

*現状、ここがDMATの活動拠点本部の役割 

*いしみねさん、→保健師と巡回 

*赤田さん→県立山田病院へ巡回 

*レイアウト変更・同線整備 

15:00 B A 県立宮古病院長あてに県本部から連絡あったと、半日

でDMAT5隊予定 

EMIS県立宮古病院の代行入力要請あり 

 →セキが行う（+A救護所登録も） 

15:00 県災害 A 前沢SAのワイドスター   080-****-**** 

    インマルサット 7***-***** 

前沢SAにDMAT20チームが参集予定 

15:05   B A 奥脳神経外科への派遣をB班が前向きに検討中 

 →2名派遣決定 

15:08 B A 上記Bより2名派遣 

15:15 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 地球局移動 → 通信Wifiに切り替え 

15:20   あかだ→県立山田病院へ出発 

15:25 B A 15:05の件、B班から2名派遣出発（15:12） 

15:25 A 前沢 前沢SAにDMAT20チーム到着済み 

うち4チームはすぐに派遣可能 

5チーム当保健所に要請依頼した。 

15:35  A 久慈病院統括病院：皆川さん 

医師：1、看護師、ロジ2 

15:35 前沢 

平野 

A DMAT4チームこちらに向かっている。 

東京1 

神奈川1 

千葉1 

静岡1 

3～4時間 

15:43 B A 県立宮古病院透析患者1名増→15名に 

透析不可のため至急対応を！ 

 14:30には14名だった  

15:45 A 県対策 上記宮古病院の透析患者搬送先の検討を依頼 

 バスとかでピストンできないかな？ 

15:50 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 日没前に交代で周辺状況を見てくること提案あり 

15:52 A 岩手本部 宮古病院上記の依頼の件、県でも調整するが当保健所

でも搬送手配をしてほしい 

現在のDMAT調整本部は県庁 

当保健所にDMAT活動拠点本部が立っている 

15:55から、宮古保健所DMAT活動拠点本部となる 

15:56 A 久慈ロジ 

泉山 

当本部の組織図作成を依頼 

近隣病院の状況を教えてもらいたい 

16:00 A  EMISより域内透析可能病院をピックアップ開始 

16:10 B A 定時連絡 

応援チーム状況確認 

前沢SAよりDMAT4チーム振り分けまち 

透析15名 

必要度の確認（急ぎの人いるか？） 
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時間 発 受 内容 

16:10 A 近藤 宮古透析患者バス手配検討する 

16:18 B A 宮古病院重油あと36時間 →追加手配を 

透析至急→1名 

今後14名必要と思われる 

16:20 A  雨により衛星不可 

16:30 B A 宮古病院も雨で衛星不可→以後携帯電話で 

16:36 A 赤田 留守電（衛星不可を伝えたい） 

16:39 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 山田コントローラー／野口さんより 

携帯不可のためこれから保健所に直接もどる 

16:39 A ｺﾝﾄﾛー ﾗー  衛星携帯不可のため携帯に切り替え報告 

コントローラー側で本部携帯番号を検討 

16:43 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 県本部への連絡はGmailで 

本部がこちらに電話で定時確認するでも 

16:50 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 17:00 B班 衛星立ち上げ再トライ 

A班も受け準備 

 A 県対策 宮古のニーズをメール 

17:00 近藤 A 16:15バス手配の件 

今日は不可能 

明日朝9:00には1台手配可 

それまでに転送先を検討願う 

→県対策にもメール済み 

17:08 近藤 A 車いすしようのキャラバン手配（ファミリーケアサー

ビス・宮古市内） 

近藤に時間の指定を 

17:10 A  お椀をゆすぎに。 

避難所の情報収集を！ 

17:11 B A 17:00に報告あり 

奥脳外 

 医師：奥たつや 1名対応中 

 患者：10名程度（慢性疾患あり：薬不足） 

 30cm床上浸水 

 ライフライン：すべて不可：トイレ不可 

 食事まる1日なし 

 電気不可のため暑さによる感染症の恐れ 

訪問ステーションかがやき 

 看護師：コン ナツエ 

 ライフライン：すべて不可：通信も不可 

 自家発電は吸引器のみ対応 

 水・食料 今夜まで 

 高齢者多く、高血圧、糖尿病、向精神薬不足 

  18:00に人数確認 

県立宮古 

 酸素不足：明日昼まで量は定かではないが超 

      大量 酸素大量に 

 軽症患者待機テントがほしい テント 

 定時連絡：18:00にある 

17:21 県対策 A 重油手配の件：タンクローリー釜石経由で手配済み→

明日14:00着予定。 

透析1名（至急）岩手医大で受入れ可 

 元気交通・福祉タクシー本日18:00着予定 

 キャラバンお断り 

透析14名 バスの手配確認？明日午前9:00 

 岩手県立中央病院（盛岡市）9名 

 考仁病院（盛岡市）5名 

17:26 A B 上記手配のこと電話試みるもつながらず 

 A 県対策 酸素、テント、宮古へ手配 

奥脳外科 食料最優先手配 

かがやき 水・食料最優先手配 

所割館内避難所把握70% 

17:38 EMIS A 前沢SA内 エネオス緊急車両給油可 

時間 発 受 内容 

17:40 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A Bチームへの連絡もメールで 

 本部も、Bも！！ 

17:45 いしみね  山口小学校に保健師と巡回 

（トランシーバー携行） 

17:48 あかだ A 山田病院の現状 

1階被災により診療不可 

近隣公民館（名称不明）に全員移動済み 

→仮説診療所として機能 

 入院患者20名（全介助、高齢者ほとんど） 

 →酸素、透析はいない 

被災者診療15名（全員黄色） 

DMAT要請あり（少なくとも２チーム） 

 →EMIS代行入力済み 

17:54 EMIS A 三陸病院 ライフラン不可 詳細なし ←DMAT1隊 

県立宮古 キャパオーバー      ←DMAT1隊 

済生会岩泉 対応可能 

宮古山口 ライフライン不可 自施設で対応可能？ 

     詳細なし         ←DMAT1隊 

山田病院 病院避難→済 入院20名   ←DMAT1隊 

後続DMATを上記のように振り分け 

18:06 おがた あかだ クロノロ交代 

18:10 B A 宮古病院 

明日転院予定：透析予定14名 

 →院内にいない →誤情報 転院キャンセル 

県立山田お願いします→Aから派遣 

           バスは転用？ 

 A B クリニックで必要な薬剤 詳細請求 返信予定 

定時連絡中止→連絡はメールで 

18:12   避難所回りからイシミネさん帰る 

（山口小学校） 

18:25 A B 県立山田病院の件、誤報と報告 

保健所にB班1名来るように伝える 

 →緊急ミーティング 

18:26 A 本部 透析患者受け入れキャンセル 

県立山田病院の件、誤報と報告搬送先依頼 

18:27 保健所 A 奥脳神経外科 

 →自衛隊の炊き出し実施→人数把握 

かがやき 

 →自衛隊の炊き出し実施→人数把握 

18:32 A 保健所 避難所、県立山田病院へ食料・水を至急依頼 

18:35 B A 奥脳神経外科 

 慢性期薬品（名称不明）プッシュ型でほしい 

 →具体的な薬事名を！ 

かがやき 

 高血圧、抗精神病薬、インスリンほしい 

 →具体的な薬事名を！ 

18:50 A B かがやき 

 炊き出しの人数把握依頼 

18:51   DMAT4チーム到着 

（東京1、千葉1、神奈川1、静岡1） 

県立宮古→静岡 

三陸病院→神奈川 →情報収集を！ 

宮古山口→東京  →情報収集を！ 

宮古第一→千葉  →情報収集を！ 

18:58 A 保健所 かがやき 

 人数不明のままだが50人分食事依頼 

19:06 A  野営（3）、中（4）、トランシーバで連絡 

天気 今夜くもり→明日朝 雨  

 テント設営場所は玄関でたみぎ 

19:09 B A メアド2つあり：すまほアドレス不可 

→使用アドレス n-yamauchi@***.**.** 

今までのすまほめーる→本アドに送りなおして！！ 
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時間 発 受 内容 

19:14 A  ほそかわ、あかだ、テント設営へ 

 これからの天気→リーダーが目を輝かせて！！ 

19:23 県対策 A メールあり 

宮古病院透析の誤情報 

山田病院20名受入先→盛岡市内で調整 

19:26 みき  今後の打ち合わせ資料開始 

19:26 B A B班村田・さかい19:36出発予定 

 →到着後ブリーフィング 

かがやきの詳細は先方も把握できていない 

19:30 ほそかわ いしみね テント設営風景を撮ってください！！ 

19:31 近藤 A 避難所「旧白川分校」の心のケア依頼あり 

A班いしみね（DPAT）に明日、アセスメントをして

ほしい →回答待ち 

19:35 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 雨が結構降っているがテント設営中 

19:55 B A B班村田・さかい到着 20:00ブリーフィング 

18日朝 近藤→鈴木 

20:00 近藤 A B ブリーフィング開始 

避難所のニーズ・心のケア→管内で手配中 

バス手配→山田病院患者搬送 

         →盛岡市内へ（病院未決） 

医師会・医師→18日に到着予定 

保健師巡回中→お手すきなら手伝ってほしい 

DMAT4チーム→4病院に分配（過去のクロノロ参照）

→EMISに反映していない 

管内重傷者は内陸に搬送済み 

宮古避難所：全41か所 臨時1か所 

うち13か所アセスメント済み 

水、食料等手配、保健所依頼中 

A班 iPadを回収された？ない？ 

 →コントローラーに確認してもらう 

 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 朝撤収後に周囲の偵察 

 B A B班の報告 

通信の脆弱性 

→無線のつながるか？てすと 

→不通の場合メールで返信 

→夜間連絡は23時音声最終→以降メールで 

 →緊急時は直接伝令 

チャンネルは2ch 

県立宮古へ 

 酸素500Lかける40本 

 テント2張り →18日10:00着 

 透析搬送は透析学会で検討しているので任せ 

 る 

 リーダーは県立宮古の医師 

 Aは避難所の透析患者ピックアップを 

 山口小学校の要救助患者を当保健所で救護し 

 てほしい 

18日以降の医療チームの需要も随時本部にあげる 

緑の患者多数→テントの使用？ 

宮古病院追加DMATが来れば診療はまかなえそう 

奥脳外科 

 電気ほしい 設備用ならランタンなどで対応 

かがやき 

 電気ほしい 自家発電はあるの？ないの？ 

       燃料がないの？ 

奥とかがやきの正確なアセスメントを！！ 

田野畑診療所と岩泉病院のアセスメントも必要 

21:00   ブリーフィング終了 

21:58 DMAT A 宮古山口病院 

 赤1、黄2、緑4、黒0 

 45名 要転送1 医師3、看護師6、ろじ7 

 ライフライン：電気自家発電、ガス水道×、衛星〇 

時間 発 受 内容 

   宮古第一 

 赤0、黄1、緑8、黒0 

 72名 要転送2 医師4、看護師8、ろじ10 

 ライフライン：電気自家発電、ガス水度×、衛星〇 

三陸病院 

 赤0、黄1、緑8、黒0 黄1、緑10、黒1 

 65名 要転送 医師5、看護師10、ろじ12 

 ライフライン：電気、水道、ガス× 衛星電話〇 

22:05   余震6 

22:08   前沢SA 

22:08   大津波警報発令 宮古22:35に7mの予測 

22:10   大津波警報誤報 

22:13   B班 DAMTチームへの安否確認 

22:10 B A 宮古病院被害なし 

奥脳神経外科、かがやきいまだ詳細不明 

余震後状況確認 

22:20 本部 A 山田病院20人受入れ先盛岡赤十字（9:00） 

追加 医療班6 DMAT1 AMAT3 

前沢SAから派遣予定 →3~4時間後 

22:26   EMIS掲示板チェック 

22:31   本部へ余震後状況報告 

22:35 ｺﾝﾄﾛー ﾗー  A 訓練終了 

22:36 A B 23:00定時連絡はなし 

明朝6:30の連絡はする 

22:35 A 本部 訓練終了報告 

    

6:00   起床 

6:30   B班とメール 

テントの撤収 
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■避難所アセスメント結果 

No 避難所名称 担当者 連絡先 避難者数 解決すべきプロブレム 備考 

1 宮古小学校 市役所  70 栄養状態の悪化が不安。トイレ照明なし、電池なし

夜間サポート必要 

 

2 山口小学校 奥村  85 要介護者5名高齢者多し  

3 山口公民館 ナカヤマ **** 300   

４ 金浜老人福祉センター 大沢 53-**** 66 食料支援継続  

５ 藤原小学校 菅原 090-****-**** 28 電気水食料なしトイレ環境悪化 保健所依頼 

６ 第一中学校 佐藤 090-****-**** 250/49 発熱12名（小児多い）咳15人で増加傾向HOT3名 保健所依頼 

７ 津軽石中学校 スエナガ 090-****-**** 50 2 歯科医来所（近医？）食料が高齢者が取りにこれな

い 

 

８ 津軽石小学校 カワシマ 090-****-**** 238 83 有症者が多い。小児（1歳未満3名）で小児医の巡

回希望 

保健所依頼 

９ 千鶏仮設住宅集会所 千葉 080-****-**** 50 10 15人が不安感、余震で動悸を訴える A班イシミネ氏に 

アセスメント依頼 

10 笹目内地区会館 宇都宮 22-**** 345 12 多数避難者 巡回依頼 保健所依頼 

11 小山田地区センター 石田たかし  197   

12 千徳小学校 アオキケイコ  330 人数が多いので医療班要請 保健所依頼 

13 花輪小学校 苅部 090-****-**** 50 16 トイレ・食料・水不足 保健所依頼 

14 花輪中学校 石川ひろし   閉鎖（倒壊の恐れあり）  

15 赤前小学校 バンダイシンジ  150 9 食料・水不足。トイレ悪化 保健所依頼 

16 旧白浜分校 ヤマダ  50 12 不安感を持つ人多く「こころのケア」要請 A班イシミネ氏に 

アセスメント依頼 

17 重茂総合交流センター コンノケンジ  23 水・食料要補給。釣り針刺し破傷風の可能性あり。  

18 重茂小学校   346 人数が多く水、食料不足 保健所依頼 

19 重茂中学校   178 12 全ての物資不足（水・食料・電気・トイレ） 保健所依頼 

20 小堀内地区集会施設 田中  216 電気なし毛布足りていない 保健所依頼 

21 県立山田病院-公民館 野口  20 もともと入院患者全介助20人 水食料なし 保健所依頼 

 宮古地域の参集拠点は宮古保健所であり、ここに２チームが参集しＡチームは宮古保健所の支援を行った。保健所が担う業務は、周辺

病院の被災状況の把握と保健所の現状調査である。保健所到着後は速やかに情報の聞き取り調査を行えたと考える。しかし、衛星電話の

設置完了まで到着後約2時間を要してしまった。通信の確保は重要であり、役割分担後速やかな設置が求められる。保健所から与えられ

た活動場所は北側に位置し、衛星電話の設置には適していない。Ａグループは通信を屋外で行うことで対処したが、荒天時の対応や夜間

の自チームや担当医療圏に展開している他チームとの連携を考えると、設置場所の再検討や、場合によっては本部の設置場所を保健所側

と交渉し変更することも検討すべきだったと考える。各拠点と通信不通の回数が多くみられることからも、宮古医療圏のCommand & 

Controlを行う拠点本部としては、通信環境の構築が充分に行えていなかったと言えるだろう。実践研修報告会の中でも、Ａチームから

は通信・情報伝達に関する質問・意見が多数あったことからも、チームのメンバーが苦心していたことを窺い知ることができる。 

 災害時にはこのような通信不通の状況に陥ったり、誤った情報が多く出回ったりすることが往々にして発生する。複数の通信手段を使

用し正確に情報を収集・伝達した上で、速やかに対応することの重要性を、実践を通し学べたのではないだろうか。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 

67 Group A 宮古医療圏｜宮古保健所 



第3回 日本災害医療ロジスティックス研修  実践研修 

Group B 宮古医療圏｜岩手県立宮古病院 

 岩手県立宮古病院の想定は、建物自体津波の被害は受けておらず、患者の受け入れも可

能であるが、少なからず自施設も被災しているという設定。また、津波被害を受けた宮古

市において、唯一の災害拠点病院である。このような災害拠点病院に病院支援に入った場

合、下記の項目が主な情報収集内容となる。 

 ●岩手県立宮古病院自体の状況 

  ・被害状況（倒壊の危険、ライフラインなど） 

  ・医療チームの受け入れ状況 

  ・患者の受け入れ状況 

  ・ベッドの空き数、マンパワーのバランスに起因するキャパシティー 

 ●2次医療圏内の医療機関状況 

 ●搬送手段の情報 

 ●EMISの入力状況（自施設および近隣の病院） 

 ●近隣の災害拠点病院の状況 

 これらを把握した上で、保健所と連携し医療圏全域のコントロールを行う。可能であれ

ば傷病者の受け入れを行い、もし自施設で転院搬送が必要な患者がいれば、円滑に搬送を

行えるように調整することが望まれる。 

メンバー氏名 所属 

山上 佳世子 ＪＡ秋田厚生連かづの厚生病院 

阪井 祐介 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 

下浦 佳之 公益社団法人日本栄養士会（兵庫県立がんセンター） 

村田 沢人 神奈川県警友会けいゆう病院 

吉野 未希子 島田病院 

山内 延貴 日本医科大学千葉北総病院 

コントローラー 所属 

高橋 邦治 石巻赤十字病院災害医療研修センター 災害救護係長 

寺澤 ゆかり 
大阪府済生会千里病院千里救命救急センター総務課 

兼 治験・臨床試験管理室 事務員 

豊國 義樹 国立病院機構災害医療センター災害医療部事務助手 

丹内 一成 千葉県救急医療センター事務局医事経理課事務員 

■想定付与１ 

付与者 岩手県立宮古病院担当者 付与先 Ｂグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）病院到着時 付与方法 口頭 

内容 

県立宮古病院の冨手です。どちら様ですか？ 

医療チームですか？非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・宮古市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは宮古市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話、携帯電話）○ 

・この建物は大丈夫ですが、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっていますが、残り1日分程度で 

 す。行政無線防災無線は不調であまりつながりません。衛星電話が1台ありますが、うまく外部と通信できていないのが現状です。 

・空調がうまく作動しないため、手術は不可。 

・水の残量が少ないため、透析不可。 

・市内の病院の状況はほとんど把握できていません。 

・宮古病院に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・病院の二次被害の可能性は今のところありません。 

・傷病者が多数来ていてトリアージを実施しています。重症度や人数は後で報告します。入院患者も状態が悪化した方が多数いて、病院 

 内はいまだにパニック状態です。 

・当院にはDMAT隊員が＊名います。詳細は、医師＊名、看護師＊名、調整員＊名です。隊員には本部で活動してもらっています。皆さ 

 んとの窓口は外科部長の＊です。⇒紹介。 

■想定付与2 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）本部設置30分後 付与方法 口頭 

内容 
外科部長の島村です。現在受け入れている傷病者について報告します。赤8名、黄27名です。今後も増えることが見込まれますので、応

援の医療チームをお願いします。 
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■想定付与3 

付与者 保健所からメール 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 用紙 

内容 保健所から宮古医療圏の一覧が届き、「県立宮古病院の医療班でこの避難所（指定有）をアセスメントしてほしい」とのこと。 

■想定付与４ 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:30 付与方法 口頭 

内容 

先ほど来院された患者に対して、透析が必要なのですが、水道の供給がとまっているので当院では対応できません。どこか透析できる病

院と搬送手段の確保をお願いできますか。あと、市内に透析ができない方がたくさんいる可能性があります。どこかに集約して一気に搬

送できる手段を確保してもらえますか。 

■想定付与5 

付与者 外科医師 宮古病院看護師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

（外科部長）少しうちの看護師の話を聞いてもらっていいですか。 

（看護師）先程、自宅に一時帰らせてもらったのですが、家の近くにある「奥脳神経外科クリニック」が津波の被害にあっているにもか

かわらず、多数の患者さんであふれていました。奥先生一人では大変だと思い、何とかしてもらえないか相談しにきました。支援はでき

ますでしょうか？ 

■想定付与6 

付与者 奥脳神経外科クリニック院長 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講者到着後 付与方法 口頭 

内容 

奥脳神経外科クリニックの院長です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・宮古はこのとおり壊滅的な被害、傷病者は多数出ていて、詳細はわかりません。 

・この建物は床上30cm程度浸水し、ライフラインは全て止まっています。外部とは連絡ができないのが現状です。 

・食事は昨日の夜から食べていません。 

・トイレつまっていて使用できません。 

・震災当日は全員避難しましたが、けがしている人が心配になりここで診療を何とか続けています。専門外の患者さんもきているので、 

 医薬品や材料が足りません。 

・先が見えない中で、スタッフも疲れ切っています。 

・この暑さで感染症も今後増えそうですので、医療支援していただけるとありがたいです。 

■想定付与7 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

訪問介護ステーションかがやきナースケアから患者を搬送してきた救急隊からの話では、そこは避難されてきた人で溢れていて、すごく

混乱しているようです。衛生面も非常に悪く、このままでは感染症等傷病者が多数発生するかもしれません。見に行ってもらう事はでき

ますか。 

■想定付与8 

付与者 施設担当者 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講者到着時 付与方法 口頭 

内容 

かがやきナースケアの昆です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・宮古市は津波により甚大ない被害で、死者行方不明者多数、詳細は不明です。 

・この周辺はライフラインが全て止まっています。外部とも通信できていないのが現状です。 

・当施設は自家発電を使用していますが、吸引器等の医療機器のみ対応可能です。 

・食事は備蓄で何とかしていますが、今夜で足りなくなります。 

・トイレは川の水を汲みに行き流しています。 

・避難されている方は約100名程度いらっしゃいます。 

・自分の家族の安否もわからないのに、24時間体制で職員が協力的に対応しているのですが、体力的に限界です。 

・これだけ被害を受けていますが、皆さんパニックにはなっていません。現実を受け入れられていないのでしょう。 

・この避難所ではいろいろなルールができているのですが、不満なく生活されています。 

・現在体調を崩されてすぐに受診しなければならない方はいませんが、このまま長期化すると診療が必要になる方が出てくると思いま 

 す。医療チームの定期的な巡回があればありがたいです。 

・薬が不足しています（降圧剤、副腎皮質ホルモン剤、向精神薬、血糖測定器） 

 

現状は以上です。 
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■想定付与9 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
施設課からの報告で、重油ですが残り約36時間程度です。重油の供給を依頼しているのですが、給油の目途が立ちません。確保しておこ

うと思うのですが、良い方法はありますか。 

■想定付与10 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
津波の被害を受けた傷病者の呼吸状態が悪く、酸素ボンベの消費が多く、このままでは明日のお昼くらいまでしか持ちません。酸素ボン

ベの供給をお願いします。 

■想定付与11 

付与者 外科医師 付与先 Bグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:30 付与方法 口頭 

内容 
混乱を防ぐために軽傷者は病院内入れたくない。何か良い方法はないか。 

⇒日赤エアテント要望⇒エアテント2張り輸送⇒レイアウト作成 

3 

5 

4 

6 

1 2 
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7 8 

9 10 

時間 発 受 内容 

9:36   岩手医科大学出発 

9:47   国道4号線を北上。 

10:30 本部 B ホーマック宮古店~宮古駅まで津波のため通行止め。

→40号から迂回可能と連絡。迂回決定 

11:29   宮古保健所到着。 

11:40   衛星電話設定完了。 

11:50   保健所 担当者とファーストコンタクト。 

11:50   救護班A合流 

12:07 担当者

鈴木氏 

A/B 情報提供 

・死者行方不明者多数。 

・ライフライン不明 

・自家発電2日分 

・水：タンク2日分 

・無線連絡不可 

・消防、自衛隊は瓦礫撤去で医療への介入未 

・二次災害は今のところなし 

・道路情報 

 340号線落合~茂一土砂崩れ 通行止め。 

 106号線宮町~愛宕津波の為 通行止。 

 鍬が崎～蛸の浜 立ち入り不可。 

・宮古市災害コーディネーター 

 宮古病院 災害医療科長 

 済生会岩泉病院 院長 

 田野畑村 診療所長 

 県立山田病院 院長 

※ミッション 

・宮古病院と連絡が取れない→確認を 

・開業医、避難所の状況確認 

    

13:14 宮古HP

担当富田

氏 

B 電気 

・宮古HP 津波にて不通→自家発電 

・燃料残2日分 

時間 発 受 内容 

   通信：・携帯、固定電話不可。無線、衛星不可。→市

内状況不明 

水：タンク2日分（280トン） 

酸素：残り1日分 

院内連絡：二階総務課、総合受付。 

13:45 島村Dr B 赤8人、黄色27人受入れ中。→支援必要。 

13:59 B 本部 到着報告実施 

14:00 Ns B 奥脳神経外科診察中、患者多数→支援必要 

14:02 島村Dr B 訪問介護ステーションかがやきナースケア：避難患者

多数。 

環境不潔で感染リスク有。→支援必要。早急。 

14:05   宮古病院 救護本部設置 

14:11 本部 B 避難所情報連絡あり。 

14:18 島村Dr B 人工呼吸患者2名は対応中。 

かがやきより再度援助以来あり。 

14:18 B 本部 応援求め連絡。 

状況報告実施。 

14:23 B 本部 支援状況報告実施。 

14:26 本部 B 花巻空港（50隊）、前沢SA（20隊）DAMT参集中。 

14:33 本部 B 2つの要支援施設の環境委確認。 

14:34 本部 B FAXあり：奥CL、かがやきの情報。 

14:41 医院長 B DMAT5隊、宮古HPで支援。 

14:41 島村Dr B 奥CL,かがやきから、再度支援連絡あり。 

14:44 B 本部 要支援2施設への支援相談。 

14:54 B 本部 EMIS代行人依頼。 

 本部 B 要支援2施設の対応依頼すると返答。 

14:59 本部 B 応援チーム、到着時間未定。 

15:00 B 本部 2施設 調査チーム派遣の件 報告。 

15:12   山内、阪井 病院職員と共に調査。 
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時間 発 受 内容 

15:33 島村Dr B 透析患者1人来院。 

15:34 B 本部 透析患者どうすればいいか対応を聞く。 

15:35   NICTオオクダ氏、来るとの連絡 

15:38   NICTオオクダ氏着た為、Ipadの送信へ吉野行く。 

16:04 B 本部 透析患者対応と応援チーム状況を聞く。 

16:04 島村Dr B 重油残り36時間（自家発電用）→院長が県災害対策

に連絡しているが、再確認あり。 

16:10   山内、阪井 2施設調査済し戻る。 

16:13 B 本部 透析患者1人は移動手段を検討。今後の透析患者につ

いては検討中。 

重油残36時間分の旨報告。 

16:18 本部 B 重油、透析患者の件、本部で対応。 

透析患者1人を迎えに来ると連絡あり。 

16:25 B 本部 雨強くなっており、衛星電話移動 

16:35 宮古保健所 

本部 
B 前沢SA（20チーム）3ヵ所の保健所に同等に振り分

けるとのこと 

16:35   山内、阪井、戻る 

16:35   調査結果》 

奥脳神経外科CL：リーダー奥達也 Tel不明 

・ライフライン不可 

・通信不可 

・飲料水なし、昨日から食事は食べていない。 

・トイレなし。 

・今後はさらに患者が増える可能性あり。 

・スタッフは置くDrのみ。 

・薬不足。 

・慢性疾患患者多い。 

・一番電気がほしい。 

かがやきナースケア： 

・ライフライン不可 

・通信不可 

・飲料水、食事＝今晩のみ。 

・トイレ＝水がないため川へ汲みに行く。 

・電気＝自家発電。医療機器のみ使用。 

・今後患者が増える可能性あり。 

・スタッフ疲弊。 

・現状では医療Needsなし。ただし巡回診療希望。 

・薬不足。 

16:42 島村 

外科部長 

B 呼吸器疾患多く酸素が明日までしか持たない 

17:05 島村 

外科部長 

B 軽症用テントの依頼 

17:10 B 本部 軽症用テントの件、連絡 

17:13 本部 B HD患者移送の件： 

・緊急性によって時間は検討する。 

・今後透析患者についてはNeedsが出れば随時 

 対応。 

重油の件： 

・災害対策本部より件に連絡（36時間以内） 

・宮古病院で取引先リストあればそこへ依頼。 

酸素の件： 

・手配予定。時間未定。 

軽症用テント： 

・手配予定。時間未定。 

17:25 村田 島村 

外科部長 

軽症用テントの件報告 

17:25 島村 

外科部長 

村田 重油の件：提携先は石油共同組合 

酸素の件：契約先は日本メガケア 

透析患者の件：歩行可能だが、3日間透析していない

→今日中に移送してほしい。 

時間 発 受 内容 

17:44 本部

(メール) 

B 重油：タンクローリーを釜石経由で手配。   

   14:00当院着予定。 

透析患者： 

・元気交通の福祉タクシーにて。受入は岩手医 

 科大学18:00着予定。 

・14名の透析患者の受入先（岩手県立中央病 

 院9人、孝仁病院5人） 

県立山田病院の件：よろしくとの連絡あり。 

 ？？←他施設と間違い？ 

18:16 本部 B 透析患者：受入キャンセル 

酸素：手配中。メールで詳細連絡予定。 

医療チーム：宮古保健所へDMATが向かってい 

      るが、何隊か、時間未定。 

県立山田病院の件：確認後メールで連絡予定。 

奥CL、かがやきの件：食事・水手配済み 

          （配達時間未定） 

不足薬の詳細をこちらから連絡予定。 

18:45   ディナー 

19:40 本部

(メール) 

B 宮古保健所医療チーム4隊派遣（東京、千葉、神奈

川、静岡） 

21:45   村田、阪井戻る。 

定時連絡は 

 22:00メール 

 23:00電話 

 6:30メール 

   軽症用テント 2張（4×6） 

酸素500L 40本 

追加医療チームなし 

透析患者は受け入れない→かかりつけ医で見てもらう

ことに。 

22:00   余震発生（震度6） 

22:03 島村Dr 村田 余震による宮古病院に異常なし、ライフライン 

異常なし。 

22:03 村田 島村外

科部長 

本部からの情報を報告 

・軽症者用テント、酸素の件＝明日10:00到着 

 伝える。 

・透析患者＝透析医会で対応。 

・追加医療チームはなし。 

22:33 本部 B 宮古病院状況報告 

→これを持って余震対応を終了すると。 

 岩手医大にも報告。 

 

これ以降、定時連絡はなし。 

次はAm:6:30メールにて 

 

    

6:25 B 本部 定時連絡（異常なし） 

6:35 本部 B 当院へのDMAT派遣予定なし。 

7:23 本部 B 撤収指示 

11:47   岩手医科大学、到着。 
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 Ｂチームは宮古医療圏の災害拠点病院である岩手県立宮古病院の病院支援を行った。病院の被災状況の収集や、周辺施設への対応等は

スムーズに行えていたと考える。しかし要支援施設へのアセスメントが不足し、情報収集だけに留まっていたように思える。情報収集は

非常に重要な活動のひとつではあるが、その後『どのように支援に結び付けていくか？』までを考えて行動しないと情報収集の意味がな

くなってしまう。 

 また、クロノロジーにおいても情報の漏れが目立っている。本部へ入った情報は全て記入することを忘れないでいただきたい。 

 このチームの他のチームに無い特徴は、メンバーの中に管理栄養士がいたことである。被災地という過酷な条件下では、食事は後回し

にされがちであるが、活動を継続的に行っていく上で非常に重要になってくる。研修で提供した備蓄食をアレンジし、メンバーへ提供す

るなどの配慮は、疲労を吹き飛ばし、モチベーションを維持してくれたのではないだろうか。 
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Group C 釜石医療圏｜釜石保健所 

メンバー氏名 所属 

菅野 雅之 国立病院機構高崎総合医療センター 

北田 成沙 盛岡友愛病院 

福永 暁 聖マリア病院 

原田 浩美 国際医療福祉大学 

道祖尾 憲二郎 鳥取県立厚生病院 

若松 大輔 日本赤十字社東京都支部 

コントローラー 所属 

南島 友和 聖マリア病院中央臨床検査センター 臨床検査技師 

千葉 政昭 岩手県立久慈病院放射線科 診療放射線技師 

青木 正志 茨城県立中央病院看護教育支援室 看護師長 

 釜石市周辺市町村の被災状況や、避難所情報および関連機関（自衛隊・消防・警察・海保など）の活動状況の把握に努めるとともに、医療機関の被災状況・傷病者の発生状

況・ライフライン・医薬品の情報を収集し、釜石医療圏全体のコントロールを行う。 

■想定付与１ 

付与者 釜石保健所担当者 付与先 Ｃグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）保健所到着時 付与方法 口頭 

内容 

釜石保健所の担当の尾形です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・釜石市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは、釜石市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話・携帯電話）×。 

・この建物は、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残り2日が限界 

 です。行政防災無線は不調であまりつながりません。外部との通信手段がほぼ無い状況です。 

・市内の病院の状況は把握できていません。 

・この保健所に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・消防は救助活動、自衛隊はがれきの撤去に追われているとの情報です。 

・火災や土砂崩れの二次災害の発生は今のところ報告はありません。 

・道路情報は、国道45号線両石駅付近及び松原町交差点付近は津波の影響で通行止め。三陸道は通行可能。 

・釜石市の災害医療コーディネーターは3名います。小泉医院院長と県立釜石病院院長、釜石ファミリークリニックの院長です。 

 皆さんそれぞれの施設で対応に追われています。 

※釜石市の災害医療コーディネーターの今津先生（県立釜石病院：14時ころ来られます。）寺田先生（釜石ファミリークリニック：16時 

 ころ来られます）です。⇒紹介。 

 

●医療チームに求めること 

・災害拠点病院の岩手県立釜石病院は傷病者が多数来院して大変みたいなので行ってほしい。 

・国立病院機構釜石病院は連絡が取れない状況なので行ってほしい。 

・大槌高校は、大規模な避難所となっていて、医療支援が必要らしいので行ってほしい。 

・その他、開業医や避難所の状況が把握できていないのでどうすればよいか… 

■想定付与2 

付与者 県庁 付与先 釜石保健所 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 電話 

内容 花巻SCUにDMAT約50チームが参集している。沿岸に派遣したいが移動手段の確保に時間がかかるため、明日以降の投入となる。 

■想定付与3 

付与者 釜石保健所職員 付与先 Cグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 口頭・用紙 

内容 
「保健所の青木です。現在当保健所が把握している釜石市の避難所情報です。」 

と言って、釜石市避難所一覧表を手渡す。 

■想定付与4 

付与者 釜石保健所保健師 付与先 Cグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

「保健所の保健師です。避難所が多数開設されてきているので、私たちが巡回診療を実施しています。しかし現在車両がないので徒歩で

行っています。徒歩では巡回できる範囲も限られるので、車両と燃料の確保の手配は可能でしょうか。普通車5台程度あれば助かりま

す。」 
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■想定付与5 

付与者 釜石保健所保健師 付与先 Cグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
「巡回診療を行っていると、体調の悪い方が何名かいたのですが、近隣の病院は診療できる状況ではないみたいなので、ここで診療でき

るようになりませんか？」⇒本部へ救護用のテント依頼⇒レイアウト作成 

■想定付与6 

付与者 釜石保健所職員 付与先 Cグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
「非常に多くの避難所ができていて、情報も非常に莫大になっています。この暑さで感染症も心配ですし、正確に情報をまとめる良いア

イディアはありませんか？」 

5 6 

1 2 

3 4 
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7 8 

9 

11 

10 

12 

Group C 釜石医療圏｜釜石保健所 76 



Logistics 

時間 発 受 内容 

11:42   Cチーム釜石保健所到着 

11:43 釜石 

保健所 

C 保健所オガタ氏より情報提供 

市内全域壊滅的との情報あり 

ライフライン：電気、ガス、水道、通信全て× 

 →外部との通信が困難 

保健所では 

 電気→自家発電、2日目安 

 水 →貯水タンク2日目安 

交通 

 45号線リョウマツ、マツバラ交差点付近通 

 行止め→サンリクドウから迂回可能 

医療施設に関して 

 県立釜石病院（災害拠点病院）傷病者多数 

 国立釜石病院 状況不明 

 大槌高校 避難所となっている 

  →詳細不明、医療ニーズが高い可能性あり 

  →大槌高校のニーズ調査依頼 

医療コーディネーター3名 

 県立釜石病院 イマツ医師 

 コイズミ医院 院長 

 釜石ファミリークリニック テラダ医師 

12:12 C 岩手医大

本部 

到着報告 

状況報告 

12:20 岩手医大

本部 

C 状況をメールで報告するよう指示 

今後の活動を保健所と相談して決めるよう指示 

→釜石保健所の支援or派遣先へ 

12:30 C 釜石 

保健所 

保健所支援を打診 

12:31 釜石 

保健所 

C 保健所支援の依頼 

12:35   Dチーム到着 

12:40 C D 保健所からの現状情報伝達 

派遣指示：大槌高校 

12:48   Fチーム到着 

12:50 C F 保健所からの現状情報伝達 

派遣指示：国立釜石病院 

12:55   Eチーム到着 

13:00 C E 保健所からの現状情報伝達 

派遣指示：県立釜石病院 

13:10 釜石 

保健所 

C 保健所青木氏より 

避難所一覧作成中 

→作成出来次第提供 

13:14   Eチーム出発準備開始 

13:19 釜石 

保健所 

C 保健所一覧提供 

→内、4か所の状況アセスメント依頼 

13:20 C 岩手医大

本部 

D,E,Fの釜石保健所到着、 

 および派遣指示を報告 

13:30   Fチーム出発 

13:34   Cチーム2名（若松、北田）避難所アセスメント出発 

13:50 県庁 釜石 

保健所 

 

 釜石 

保健所 

C 花巻SCU DMAT 50チーム 

→明日以降現地入り予定 

前沢SA医療チーム20チーム 

→今日or明日に現地入り予定 

14:00   コーディネーターイマヅ氏到着 

14:10 E C 病院到着 災害対策本部立ち上げ報告 

時間 発 受 内容 

14:14 釜石 

保健所 

C 避難所が多く巡回のために車両が必要 

→車両5台の手配依頼 

14:15 D C 現地到着報告（14:10到着、大槌高校） 

状況報告 

 大槌町 壊滅的打撃、死者・行方不明者多数 

 大槌高校避難所 

  900名避難、体育館2か所 

  →体調不良者、高齢者多数 

  ライフライン全て× 

  建物の二次被害なし 

  電気→自家発電  2日目安 

  水 →貯水タンク 2日目安 

  通信→防災無線×、通信手段なし 

薬剤（抗血小板薬、降圧剤）の調達依頼 

水、重油の調達依頼 

医療班の派遣依頼 

14:31 F C 現地到着報告（13:49、国立釜石病院） 

災害対策本部立ち上げ 

状況報告 

 建物の被害は限定的→診療に支障なし 

 医薬品2日分調達依頼 

 傷病者：赤2名、黄10名、その他不明 

 搬送のため医療チーム2隊要請 

 搬送先の選定を保健所/Cに依頼 

 ライフライン 

  水 →予備タンク、2日分 

  電気→自家発電、 2日分 

  ガス→確認取れず 

  通信→全て× 

14:45 C 岩手医大

本部 

D,E,Fチームの現地到着を報告 

資機材要請 

 岩手医大

本部 

C 車両の調達は盛岡からは不可 

 →現地調達の指示 

大槌高校避難所分（D)ガソリン 

 →GSと県警と打合せ後に再度連絡する 

国立釜石病院（F)への医療チーム2隊 

 →消防・救急車での搬送を指示 

搬送先の選定 

 →釜石保健所での選定を指示 

15:02 C D 水・重油の残量確認依頼 

15:05 釜石 

保健所 

C 巡回結果体調不良者Drに診療依頼 

診療場所の確保依頼 

15:06 C E 現状報告依頼 

↓ 

ライフライン etc のちに連絡あり 

救急隊からの要望 

釜石福祉センターへ調査派遣依頼あり 

 →15:10 2名を派遣 

15:20 釜石 

保健所 

C 国立釜石病院（F)の搬送先について 

→遠野付近の病院で検討してもらいたい 

15:22 F C ひまわり集会所（Ns1名） 

 17家族39名脳梗塞疑い1名、痙攣発作医1名 

 感染性胃腸炎7名 

 →ひまわり集会所医療チーム要請？ 

15:25 C F 脳梗塞疑い1名救急車で？ 

痙攣発作 国立釜石病院受け入れ 

15:25 C F 脳梗塞疑い1名救急車で？ 

痙攣発作 国立釜石病院受け入れ 
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時間 発 受 内容 

 F C 国立釜石 もともとガスを使っていない 

 赤3名 大腿骨骨折 

 黄10名 国釜で受けいれた 

EMIS 詳細入力されている 

15:26 E C 190名 転院先選定 搬送手段 

10名 透析が必要→医療チーム2隊要請 

 →ボンベ早急に！調達依頼 

医薬品（必要物品） 

 ボンベ（レギュレータ形状） 

 →明日の朝までしかない 

 点滴乳リングル×300本 

 抗生剤 100バイアル 

 速攻性インスリン200本 

◎保健所での調査のやり方を教えてほしい 

 （救急隊から） 

◎ふれあい大槌訪問看護ステーションの状況アセスメ 

 ント依頼 →大槌チームに依頼できないか？ 

15:40 岩手医大

本部 

C ガソリンは釜石西SS（カメイ）で給油可能 

釜石市野田町2丁目**-** 

水・重油、車、赤患者について、どうなったか教えて

ほしい 

 C D ふれあい大槌訪問介護ステーション国釜から直接依頼

あり、既に調査へ出発した 

 D C 水、重油 10トン/日（現在2日分あり） 

重油 50L/日（現在2日分あり） 

水、重油依頼 薬がどうなったか知りたい 

15:55 F C 赤3名 院内ICU（発電残り36時間しかない） 

黄10名 

重油1トン又は赤搬送の依頼 

Cチームアセスメント班帰る 

16:00 C 岩手医大

本部 

水・重油・必要量 2日以内に届けること 

 岩手医大

本部 

C 190名転院→数の根拠は？施設のインフラは？緊急度

の高い患者は何人か？ 

 C 岩手医大

本部 

医療チーム2隊居る事→了解 

Cチームアセスメント班帰る。本日の宿泊場所。釜石

保健所敷地内 

16:05 釜石 

保健所 

C 避難所の情報まとめる方法 

→SCAT（不調） 

19時から 保健所にてミーティング 

→全チームのリーダー ＋ 1名 

16:25 D C 酸素ボンベレビュー普通のもの 

 C F ミーティング連絡すみ 

16:30 C 岩手医大

本部 

県釜の状況 

190名転送の根拠・建物の倒壊の恐れ 

 岩手医大

本部 

C 重傷者：23名 要透析10名→医薬品リストメールで

おくれ 

16:35 C 岩手医大

本部 

国釜の状況 

重油一トン、明日中に届くよう調整中 

16:40 C D 医薬品の要請を直接本部に依頼するよう伝達 

ミーティング連絡すみ 

16:45 C E 医薬品の要請を直接本部に依頼するよう伝達 

ミーティング連絡すみ 

16:50 岩手医大

本部 

C 17:30 自衛隊1機が花巻SCUへ入る予定 

→DMAT東條 

県立釜石病院患者搬送需要190名の内、 

25名については自衛隊機でピストン 

県立釜石病院へDMAT5チーム入る予定 

透析患者は地域で対応するよう指示 

無理な場合は赤タグ搬送後空路にて 

 →この場合は直接花巻SCUへ連絡 

他の患者も基本的に地域の中で完結できるよう 

時間 発 受 内容 

16:50 D C 1名急変（けいれん発作、47歳、男） 

→至急搬送依頼 

仮説トイレ20基必要 

大槌訪問介護ステーション 

 避難者700名、内69名が施設利用者 

 →職員が24h体制で対応 

 →家族へも助けを依頼している 

Drいるが医療資源不足 

 →他施設へ搬送中 

要請：巡回診療 

 医薬品（降圧剤、ステロイド、向精神薬） 

 ガソリンor代替搬送手段 

現在のところ、衛生状態に問題なし 

17:00  F C 要請：O2ボンベ200L×5本 

   （明日の午前中まで！） 

避難所のアセスメント終了、scat入力未 

17:15 F C 患者殺到のため 

要請：屋外診療用テント（8m×6m、2張り） 

   医療チーム1隊 

17:20 E C 300-500名の緑タグ患者への対応依頼 

190名は間違いなく190名、全員の搬送が必要 

本部から連絡を伝達 

大槌高校の痙攣発作患者を県立釜石病院へ入る予定の

DMATに対応してもらえるよう依頼 

 

17:25 岩手医大

本部 

C scat地球局、現在釜石保健所前に1機 

その後もう1機釜石保健所前にくる予定 

→一機を近隣病院施設へ巡回させるよう指示 

17:35 C E 緑タグ患者は歩行帰宅してもらえるよう指示 

17:36 F C 避難所アセスメント報告 

→ハクサン小学校、在宅酸素使用患者が電源使 

 用できず使用不可 

 リーダー：タカハシ氏 080-****-**** 

他の避難所情報についてはscatにアップを指示 

17:50 F C 医大本部より伝達： 

医薬品要請は医大本部に直接ではなく釜石保健所を通

すように 

→国立釜石病院より釜石保健所へメール依頼 

17:50 E C ノゾミ病院で患者100名（詳細不明）の搬送依頼 

赤タグ25名は35名のつもりだった 

ピストン輸送のキャパを確認して欲しい 

緑タグの搬送に大型バス2台確保依頼 

医薬品要請は医大本部に直接ではなく釜石保健所を通

すようにして気を受けた 

17:55 F I 医療チームの参集状況確認→要請したい 

18:00 岩手医大

本部 

C （メール）県立釜石病院分、重油1t明日12:00着 

18:00 F C (メール)生食500ml×150、ソルラクト500ml×150 

     →明日夜までに 

18:00 C 地球局 大槌高校へ向かうよう指示 

18:00 I C 要請のあった5チーム派遣は可能 

→東京④、千葉③、神奈川③、静岡③ 

18:05 E C 大槌高校の痙攣患者は受け入れ困難 

建物倒壊の恐れあり 

18:05 C E 痙攣患者については再度連絡指示する 

18:25 E C DMAT5隊到着 

18:25 C E 大槌の痙攣患者のピックアップを再度確認指示 
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時間 発 受 内容 

18:25 
岩手医大

本部 
C 

国立釜石病院の要請について確認指示 

1.輸液は釜石保健所で医療圏内で調達（卸業 

 者等） 

2.ボンベ200L×5の用途の詳細確認 

 →入院用？搬送用？ 

3.テント2張りの緊急度は？ 

県立釜石病院の要請について確認指示 

1.大型バス2台の緊急度 

 →300-500名全てを運ぶべきか 

 →その場合バス会社への依頼は困難な可能  性 

自衛隊のピストン輸送については保健所のDMAT拠点

本部に確認を 

18:30   Eチーム 釜石保健所到着 

18:40 E C 

痙攣発作患者の搬送の件について 

1.DMAT5隊は保健所付となる 

 →指示は釜石保健所より行うよう 

2.ヘリの調整 

 →保健所から直接県庁へ依頼を 

18:50   Fチーム釜石保健所到着 

19:00   Dチーム釜石保健所到着 

時間 発 受 内容 

20:10 
DMAT

拠点本部 
C 

花巻SCUへの輸送キャパ 

→CH47（4名収容可） 

 県立釜石病院⇔花巻SCU 1往復約30分 

 C D,E,F 
自衛隊機の輸送キャパ共有 

Scat data共有（HPアドレス/ID） 

20:15   ミーティング終了 

21:00 C D,E,F 連絡先リスト送信 

21:04 D C Dチーム現地安着 

22:00 
岩手医大

本部 
C 

岩手県最大深度6弱 

津波に警戒を 

22:05 
釜石 

保健所 
C 

保健所の建物、機材損壊なし 

22:06 本部 C テレビによる津波被害なし 

22:08 D C 建物、人的被害なし 

22:13 E C 余震による被害なし 

22:15 F C 
余震により1名過呼吸 

他、人的物的被害なし 
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 釜石地域の参集場所として、釜石保健所へは４チームが参集した。Ｃチームは釜石保健所で活動し、釜石医療圏のCommand & Con-

trolを行う役割であった。釜石医療圏は甚大な被害で、広範囲にわたり支援を行わなければならない医療圏である。下部組織であるＥ、

Ｆ、Ｇチームとの連携は密に取れていたが、そこから上がってくる数々の問題点に関してもっと積極的に取り組むべきである。チーム内

で定期的にデブリーフィングを実施する必要があったと考える。 

 また、今回初の試みで釜石医療圏地域災害医療コーディネーターの寺田先生と今津先生にご参加していただいたが、コーディネーター

のお二人との連携が取れていなかった。災害時の医療体制を構築するためには密な連携が必要と考える。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 
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Group D 釜石医療圏｜岩手県立大槌高等学校 

 岩手県立大槌高等学校の想定は、建物自体津波の被害は受けていないが、少なからず自施

設も被災しているという設定。今回の研修において、唯一の避難所の研修である。 

 避難所事態の状況（避難者の数、建物の状況など）を踏まえ、救護所設置に向けたアセス

メントを実施すること。加えて、衛生状況、衛生資材の不足確認を定期的に行い、感染症の

予防に努めるとともに、薬品の不足状況や流通状況を情報提供・発信することが求められ

る。また、直接的な医療行為以外でも、避難者のニーズに可能な限り答えるのも支援に入っ

た医療チームの重要な役割である。 

メンバー氏名 所属 

大沢 聖 岩手県立久慈病院 

桑江 航 茅ヶ崎市立病院 

伊崎田 和歌 千葉県救急医療センター 

平岩 竜之介 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 

藤井 貴文 北見赤十字病院 

浦野 克司 国立病院機構九州医療センター 

長谷 秀彦 香川県庁 

コントローラー 所属 

千島 佳也子 
国立病院機構災害医療センター 

厚生労働省DMAT事務局災害医療管理係 

菅原 亮 山形県立新庄病院薬剤部 薬剤専門員 

中込 悠 新潟大学医学部災害医療教育センター 特任助教 

山下 和範 長崎大学病院救命救急センター 医師 

岩崎 滿 日本赤十字社岩手県支部事業推進課 課長 

熊谷 文明 日本赤十字社岩手県支部防災ボランティア 

■想定付与１ 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）高校到着時 付与方法 口頭 

内容 

大槌高校の鈴木です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・大槌町全域は津波により甚大な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは、大槌町全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話・携帯電話）○ 

・この建物は大丈夫です。自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残り 

 2日が限界です。行政防災無線等もないため、外部と連絡できていないのが現状です。 

・町内の状況はほとんど把握できていません。 

・大槌高校に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・建物の二次被害の可能性は今のところありません。 

・避難者が多数押し寄せています。今朝の時点で約900名で2つの体育館に分けて収容しています。本校の教師のみで対応しているので、 

 非常に疲れています。 

・支援物資は少しづつ届いてはいるものの不足しています。 

・体調不良の方々がいると思いますが、そこまで把握できていません。 

現状は以上です。 

■想定付与2 

付与者 釜石保健所 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 保健所からメール（用紙） 

内容 保健所から釜石医療圏の避難所一覧が届き「大槌高校の医療班で、この避難所（指定あり）をアセスメントしてほしい」とのこと。 

■想定付与3 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

近くに県立大槌病院があるのですが、病院が機能していないらしくこちらの避難所へ避難してくるみたいです。人数は約50名で、車両が

ないため車いすなどで職員が人力で連れてくると言っています。搬送手段の準備はできますか。また患者さんの状態もわからず、どのよ

うな所を準備したらいいかわかりません。皆さんに対応をお願いしていいですか。 

■想定付与4 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 体調を崩されている方が出てきています。診療をしていただきたいのですが…そのような場所もなくて… 
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■想定付与5 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:30 付与方法 口頭 

内容 すみません！けいれんされている方がいます。 

■想定付与6 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 下水が流れないためトイレがつまっています。仮設トイレも全然足りずに衛生的にも問題が出てきそうです。どうしたらいいですか。 

■想定付与7 

付与者 学校担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:30 付与方法 口頭 

内容 
支援物資は少しずつ届いているのですが、薬はほぼありません。避難されている方が薬がなくなったのでどうしたらいいか相談されてい

るのですが、対応してもらっていいですか。あと食料と水が全然足りません。なんとかなるでしょうか。 

■想定付与8 

付与者 ケアプラザ大槌施設担当者 付与先 Dグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講生到着時 付与方法 口頭 

内容 

ケアプラザおおつちの小笠原です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・大槌町は津波と火災により甚大な被害で、死者行方不明者多数、詳細は不明です。 

・この周辺はライフラインが全て止まってます。外部とも通信できていないのが現状です。 

・当施設は自家発電を使用していますが、吸引等の医療機器のみ対応可能です。 

・食事は備蓄で何とかしていますが今夜で足りなくなります。 

・トイレは川の水を汲みに行き流しています。 

・避難されている方は約700名程度いらっしゃいます。 

・自分の家族の安否もわからないのに24時間体制で職員が協力的に対応しているのですが、体力的に限界です。 

・これだけ被害を受けていますが、皆さんパニックにはなっていません。現実を受け入れられていないのでしょう。 

・この避難所でいろいろなルールができているのですが、不満なく生活されています。 

・現在体調を崩されてすぐに受診しなければならない方はいませんが、このまま長期化すると診療が必要になる方が出てくると思いま 

 す。医療チームの定期的な巡回があればありがたいです。 

・薬が不足しています（降圧剤、副腎皮質ホルモン剤、向精神薬、血糖測定器） 

現状は以上です。 

3 4 

1 2 
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5 6 

7 8 

時間 発 受 内容 

9:25   岩手医科大学（本部）出発 

9:56 本部 D 道路情報のお知らせ（メールにて） 

12:30   釜石保健所着 本部Cチーム 

12:32 本部 D 大槌高校の医療ニーズの確認のため派遣要請 

13:10   釜石保健所発 大槌高校へ三陸自動車道経由 

14:20   大槌高校着 

14:30 D 本部 到着報告 現状での必要分の報告 

14:40   避難所アセスメントへ出発（イサメダ・ヒライワ） 

15:05 保健所

本部 

D 水・重油の量確認→医療資材は報告済み、水・重油は

まだ不明 

15:10 県立 

釜石Ho 

D ふれあい大槌訪問介護ステーションの衛生環境が不

良。患者増の可能性あり。現状の確認依頼。 

15:12 D 学校 水・重油の確認依頼 

15:15 学校 D 重油100L、水は確認中 

15:25 学校 D 水はタンク容量分のみ（120m2） 

15:30   花巻SCL開設 

 イサキダ D 提示報告、避難所残り一カ所行き戻る予定 

15:45 保健所

本部 

D 水:10t、重油50tの要求 薬については確認中 

16:40   アセスメントチーム帰還 

16:45   ふれあいナースステーションより帰還 

 保健所

本部 

D 19時よりミーティングがあるのでリーダーと1人の参

加を 

   医薬品の必要性・数を岩手医大へ要求 

16:50 D 保健所

本部 

ふれあいナースステーションの現状報告 

   ガソリンまたは車、薬の要求 

   スガワラマコト：搬送依頼 

時間 発 受 内容 

18:00 保健所

本部 

D 地球号が向かう 

18:15   ミーティングに向かう 

二名：長谷、桑谷 

18:38   きずな2号到着 

18:45   きずな2号出発 

18:50   夕食 

19:20   テント設営 

20:55   保健所MTGより帰還 

21:31   チームMTG開始 

22:00 保健所

本部 

 余震（震度6弱） 

22:03 保健所 

本部 

 津波のおそれなし 

22:03  保健所

本部 

現状報告 

負傷者、倒壊なし 

22:30   MTG終了 就寝 

6:00   起床 

6:15  保健所

本部 

本部連絡 

大槌町役場の連絡先、DMATの到着事項、請求した薬

剤 

6:20   朝食 

6:45   町役場調査出発2名（大沢、浦野） 

7:00 医大本部  岩手県内にDMAT到着し、各所に移動 

   帰還命令が出たため、撤収作業開始 

8:27   撤収作業終了 

   長崎DMATが到着したため、引継ぎを行う 

8:33   引継ぎ終了後、岩手医大にむけ帰還 

10:24   遠野の道の駅にて休憩 

※クロノロジーは発・受の表現や伏字等の編集を加えていますが、内容については頂いたデータをそのまま使用しています。誤字・脱字はあえて残しています。 
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時間 発 受 内容 

10:35   遠野の道の駅出発 

11:40   岩手医大到着 

   本部に到着報告 

 大槌高校は東日本大震災時にも避難所として多数の避難者を受け入れた場所である。大規模な避難所での活動となったＤチームである

が、大槌地域にある避難所のアセスメントだけ行い、避難所である大槌高校自体の対応ができていなかった。この地域は行政や病院が機

能不全となっており、避難所でありながら活動拠点でもあった大槌高校のアセスメントを確実に実施し、早期に拠点化を図ることが重要

であったと考える。 

 また、このチームはクロノロの脆弱さが浮き彫りになった。入ってくる情報や出ていく情報は膨大であったはずであるが、記録に残さ

れていないように感じる。記録に残さない限りアセスメントを行う事さえできないため、記録の重要性を再認識していただきたい。 

 活動場所としては、日本赤十字社盛岡支部様からエアテントを借用し拠点化を行った。十分な活動空間を効率よく使用できていたと考

える。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 
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Group E 釜石医療圏｜岩手県立釜石病院 

 岩手県立釜石病院の想定は、建物自体津波の被害は受けておらず、患者の受け入れも可能

であるが、少なからず自施設も被災しているという設定。また、津波被害を受けた釜石市に

おいて、唯一の災害拠点病院である。このような災害拠点病院に病院支援に入った場合、下

記の項目が主な情報収集内容となる。 

 ●岩手県立釜石病院自体の状況 

  ・被害状況（倒壊の危険、ライフラインなど） 

  ・医療チームの受け入れ状況 

  ・患者の受け入れ状況 

  ・ベッドの空き数、マンパワーのバランスに起因するキャパシティー 

 ●2次医療圏内の医療機関状況 

 ●搬送手段の情報 

 ●EMISの入力状況（自施設および近隣の病院） 

 ●近隣の災害拠点病院の状況 

 これらを把握した上で保健所と連携し、医療圏全域のコントロールを行う。可能であれば傷病者の受け入れを行い、もし自施設で転院搬送が必要な患者がいれば円  

 滑に搬送を行えるように調整することが望まれる。 

メンバー氏名 所属 

阿部 喜子 東北大学病院 

中村 祐樹 大津赤十字病院 

深谷 貴広 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 

小倉 康弘 興生総合病院 

赤坂 知衡 市立角館総合病院 

松本 倫子 藤田保健衛生大学医学部 

コントローラー 所属 

田治 明宏 社会医療法人里仁会興生総合病院総務部管理課 事務員 

今井 浩之 
東北大学大学院医学系研究科 

総合地域医療研修センター インストラクター 

高橋 武史 
高知大学医学部附属病院医学部・病院事務部医事課 

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士） 

小澤 和弘 愛知医科大学災害医療研究センター 助教 

■想定付与１ 

付与者 岩手県立釜石病院担当者 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）病院到着時 付与方法 口頭 

内容 

県立釜石病院坪井です。どちら様ですか？ 

医療チームですか？非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・釜石市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは釜石市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話、携帯電話）○ 

・この建物は大丈夫ですが、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残 

 りが2日が限界です。医療ガスは、配管の安全確認が取れていないため使用不可です。ボンベで対応中ですが残り1日分程度です。行政 

 無線防災無線は不調であまりつながりません。衛星電話が1台ありますが、うまく外部と通信できていないのが現状です。 

・空調がうまく作動しないため、手術は不可。 

・水の残量が少ないため、透析不可。 

・市内の病院の状況はほとんど把握できていません。 

・釜石病院に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・病院の二次被害の可能性は今のところありません。 

・傷病者が多数来ていてトリアージを実施しています。重症度や人数は後で報告します。入院患者も状態が悪化した方が多数いて、病院 

 内はいまだにパニック状態です。 

・当院にはDMAT隊員が＊名います。詳細は、医師＊名、看護師＊名、調整員＊名です。隊員には本部で活動してもらっています。皆さ 

 んとの窓口は外科部長の＊です。⇒紹介。 

■想定付与2 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 本部設置30分後 付与方法 口頭 

内容 
外科部長の（    ）です。現在の受け入れている傷病者の状況について報告します。赤8名、黄27名です。今後も増えることが見込

まれますので応援の医療チームをお願いします。 
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■想定付与3 

付与者 釜石保健所 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 メール 

内容 保健所から釜石医療圏の避難所一覧が届き「県立釜石病院の医療班でこの避難所（指定有）をアセスメントしてほしい」とのこと。 

■想定付与4 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:30 付与方法 口頭 

内容 

先程来院された患者に対して、透析が必要なのですが、水道の供給がとまっているので当院では対応できません。どこか透析ができる病

院と搬送手段の確保をお願いできますか。あと、市内に透析ができない方がたくさんいる可能性があります。どこかに集約して一気に搬

送できる手段を確保してもらえますか。 

■想定付与5 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

のぞみ病院から患者を搬送してきた救急隊からの話では、その病院は釜石市保健福祉センターを併設していて、避難所ともなっていま

す。避難されてきた人で溢れていて、すごく混乱しているようです。衛生面も非常に悪く、このままでは感染症等傷病者が多数発生する

かもしれません。見に行ってもらうことはできますか。 

■想定付与6 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

ふれあいおおつち訪問看護ステーションから患者を搬送してきた救急隊からの話では、そこは避難されてきた人で溢れていて、すごく混

乱しているようです。衛生面も非常に悪く、このままでは感染症等傷病者が多数発生するかもしれません。見に行ってもらう事はできま

すか。⇒大槌高校の近くなので大槌高校へ依頼 

■想定付与7 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
重油ですが残り約36時間程度です。重油の供給を依頼しているのですが、給油の目途が立ちません。確保しておこうと思うのですが、良

い方法はありますか。 

■想定付与8 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
津波の被害を受けた傷病者の呼吸状態が悪く、酸素ボンベの消費が多く、このままでは明日のお昼くらいまでしか持ちません。酸素ボン

ベの供給をお願いします。 

■想定付与9 

付与者 岩手県立釜石病院外科医師 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:30 付与方法 口頭 

内容 
混乱を防ぐために軽症者は病院に入れたくない。何か良い方法はないか。⇒日赤エアテント要望 

⇒エアテント2張り輸送⇒レイアウト作成 

■想定付与10 

付与者 釜石市保健福祉センター施設担当者 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講生到着時 付与方法 口頭 

内容 

釜石保健福祉部の鈴木です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・釜石全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・この建物は1階が浸水し、ライフラインも全て止まっています。外部とも通信できていないのが現状です。電気は自家発電であと24時 

 間、水は貯水槽がありますが、節約してもあと1日くらいです。 

・この建物には病院が併設されていまして、入院患者が約100名、避難されてきている方が約350名いらっしゃいます。 

・職員は緊急事態でパニック状態がまだ続いています。 

・食事・水は備蓄で賄っていますが、この人数ですので不足し脱水の患者さんも出てきています。 

・点滴と抗生剤が不足しています。 

・自分の家族の安否もわからないのに24時間体制で職員が協力的に対応しているのですが、体力的に限界です。 

現状は以上です。 
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時間 発 受 内容 

8:40   チーム打合せ 

 釜石天気 くもり 最高気温28℃ 

 リーダー 松本、サブリーダー 阿部 

 1号車 松本、深谷、中村 2号車 阿部、小倉、赤坂 

 食糧・資機材は車輌被災を想定し、各車両へ半分ず 

 つ積載。 

 自チーム①インマルサット 870-7722-**** 

 自チーム②ワイドスターⅡ 080-1661-**** 

 自チーム③インマルサット 870-    - 

 自チーム④ワイドスターⅡ 

 災害ｾﾝﾀｰ本部①ワイドスターⅡ 080-9258-**** 

 災害ｾﾝﾀｰ本部②ワイドスターⅡ 080-9258-**** 

8:56 矢巾 

警察署 

本部 矢巾警察署にて緊急通行許可証発行の連絡あり 

8:59   緊急通行許可証発行 2台分 有効期限7月18日 

9:20   荷物積載完了し、チーム打合せ 

9:30   記念撮影し、本部出発 

9:56 本部 Ｅ 県道283号線釜石街道、土砂崩れのため通行不可との

情報 

10:30 本部 E 283号線迂回路として、仙人峠道路通行可との情報 

本部からの情報により、安全を考慮し、目的地への

ルート変更 

10:59   江刺田瀬I.C.付近の一般道路通過（自動車専用道路利

用しない） 

11:09   トイレ休憩（遠野麦酒苑、学習館施設） 

11:24   出発 

11:29   県道283号線より県道107号線を利用・経由 

11:36   県道107号線より県道340号線を利用・経由 

12:01   県道340号線より県道283号線（仙人峠道路）を利

用・経由 

12:19   県立釜石病院前通過 

12:55   釜石保健所到着。松本、阿部、小倉本部へ向かう。 

ワイドスターⅡ、無線機持参。 

13:15   本部より帰還。チーム打合せ。 

 11:50現在、市内は壊滅状態、負傷者死者多数。 

 ライフライン ほぼ全滅。外部連絡不通。 

 道路状況 国道45号線釜石市内～松原町交差点ま 

      で通行止めの模様。 

      大槌町の両石交差点は寸断。 

 国立病院機構釜石病院は他チーム 

 大槌高校は他チーム 

 県立釜石病院へ当チームが向かうことに決定 

  釜石病院は傷病者多数、医療支援の必要あり 

13:20   釜石保健所出発 

13:30   県立釜石病院到着。EMISも未入力の状態。 

病院長へ挨拶。院長不在。 

13:55   本部立上準備。 

14:00   県立釜石病院支援指揮所立ち上げ 

14:00   本部長：小澤、リーダー松本、サブリーダー阿部、ク

ロノロ深谷、小倉、中村 

14:10 指揮所 釜石 

保健所 

指揮所立ち上げ報告 

14:12 釜石 

保健所 

指揮所 花巻SUCにDMAT50チーム、18日以降 

14:14 病院 

スタッフ

坪井 

指揮所 病院スタッフより状況説明受ける 

時間 発 受 内容 

14:41 釜石 

保健所 

指揮所 避難所の調査依頼 

14:43 救急隊 指揮所 釜石福祉センター調査依頼 

14:43 救急隊 指揮所 ふれあい大槌保健センター訪問介護ステーション調査

依頼 

14:57   EMIS通信確立 

15:00   EMIS緊急時入力、詳細入力 

15:10   中村、赤坂を釜石保健福祉センターへ派遣 

15:31 指揮所 釜石 

保健所 

近隣避難所の調査をどうすればよいか相談 

15:31 指揮所 釜石 

保健所 

ふれあい大槌保健センター訪問介護ステーションを調

査してほしいと頼まれた件→大槌高校の隊へお願いで

きないか相談 

15:31 指揮所 釜石 

保健所 

病院避難、入院透析10人の受け入れ先依頼 

15:31 指揮所 釜石 

保健所 

酸素、乳酸リンゲル、抗生剤（肺炎用のもの）、イン

シュリン（即効性）、回答は折り返し 

15:32 釜石 

保健所 

指揮所 避難所調査を指示される 

15:37 指揮所 避難所班 現在地を教えてほしい→TELつながらず 

15:38 EMIS  前沢SAにDMAT20隊、今後本部を通じて各保健所に

再分配する方針 

15:50 指揮所 EMIS 掲示板にクロノロ1アップ 

15:50 釜石 

保健所 

指揮所 ふれあい大槌訪問看護ステーションは他のDMATが対

応、近隣避難所はSCATチームにて対応せよ 

16:00   SCATチームに避難所に派遣 

16:05   甲子小避難所アセスメント実施 

16:08 避難所班 指揮所 15:40避難所着、調査して帰投 

16:09   甲子中避難所アセスメント実施 

16:10   双葉小アセスメント実施 

16:20   釜石中体育館アセスメント実施 

16:25 釜石 

保健所 

指揮所 酸素一本当たりの容量は→10リットルと回答、50本

要求 

16:25 釜石 

保健所 

指揮所 DMAT2隊は県本部へ報告済み、転院190名は現在検

討中 

16:35 避難所班  道路状況：283号（のぞみ病院への経路）、片側のみ

だか通行可能、のぞみ病院前道路は津波浸水、のぞみ

病院は無事 

16:35 避難所班  スズコ地区プラザへのぞみ病院スタッフが訪問してい

る→衛星携帯で県へ報告している 

16:35   市立長妻体育館アセスメント実施 

16:40 国立釜石

病院 

指揮所 大腿骨骨折の患者3名受け入れ要請 

16:40 避難所班 指揮所 のぞみ病院の患者100人の転送、避難所300人の転院

必要、患者内訳は調査中、ライフライン水：1日分

（断水中）、電気自家発電1～2日（重油）、冷房不

可、中央ガス使用、食2～3日分、医療チーム養成あ

り 

16:43 指揮所 国立釜石

病院 

医薬品は岩手医大本部へメールにて連絡、Cチームの

メールアドレスもCCで入れてほしい 

16:45   釜石小アセスメント実施 

16:50 釜石 

保健所 

指揮所 19時より釜石保健所でリーダー会議、大腿骨骨折3名

の受け入れ要請、救急隊1隊でピストン 

17:20 病院長 指揮所 軽症者が救外でごったがえしている（300～500人程

度） 

※クロノロジーは発・受の表現や伏字等の編集を加えていますが、内容については頂いたデータをそのまま使用しています。誤字・脱字はあえて残しています。 
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時間 発 受 内容 

17:21 指揮所 釜石 

保健所 

軽症者の他院への移動を要請 

17:35 SCAT

チーム 

指揮所 はたらく婦人の家アセスメント実施 

17:36 釜石 

保健所 

指揮所 赤患者25名を花巻SCUへピストン、迎えの自衛隊ヘ

リでDMAT5隊投入 

17:36 釜石 

保健所 

指揮所 大槌高校にケイレン発作の患者→断りきれなかった 

17:36   17:50に大腿骨折の患者到着予定 

17:40 釜石 

保健所 

指揮所 緑の患者は帰宅させてください 

17:55   大腿骨骨折の患者到着 

17:58   赤の患者は25人でなく35人と訂正 

   SCUへの搬送ヘリは一度に何人？1日何往復できる

の？ 

   緑の患者の搬送手段を用意してほしい 

   酸素の要請は上位本部で要請するように 

   大槌高校のケイレン発作患者、再度受け入れ要請 

18:00 指揮所 EMIS EMISにクロノロにをアップした 

18:10 指揮所 釜石 

保健所 

ケイレン患者の搬入を断った 

時間 発 受 内容 

18:11 国立釜石

病院 

指揮所 大腿骨骨折3人中2人目、オオトモサトシ52M、

18:10出発18:30到着予定 

18:11   松本リーダー、赤坂、保健所ミーティングへ出発 

18:16  小澤さん 地球局到着、送信良好 

18:23   DMAT5隊到着 

18:30 今井さん  スズコ地区プラザの災対本部の人と、のぞみ病院ス

タッフが定期的に会っている→災対本部と連絡しての

ぞみ病院との連絡手段を確立してはどうか？ 

18:40 指揮所 釜石 

保健所 

DMAT5隊のうち1隊を大槌高校へ派遣した、指示は保

健所にしてもらうようにした 

20:40   松本リーダー、赤坂、保健所ミーティングより帰着 

22:01   余震発生、震度6弱 

22:03   院内安全確認、患者職員は全員無事 

22:05 指揮所 釜石 

保健所 

上記を報告 

22:05   余震による津波の恐れなし 

6:45 指揮所 釜石 

保健所 

活動開始を報告 

8:15   指揮所撤収 

8:40   釜石病院出発 

10:55   岩手医大本部到着報告 

 参集場所である釜石保健所で情報収集を行い、派遣場所である県立釜石病院到着後の病院の情報収集・EMIS代行入力および本部立ち上

げはスムーズに行えていた。この病院は釜石医療圏の災害拠点病院であり、病院維持機能の確立および近隣の病院や避難所の医療支援の

実施が主な業務となる。 

 病院機能を維持するためには、不足した薬剤、資機材、燃料等は問題リスト等で管理し解決していく必要があり、クロノロにも反映さ

せなければならない。また、傷病者の受け入れに関しては、災害拠点病院が最後の受け皿となるよう、拠点化も行わなければならない。

災害拠点病院の役割等再確認する必要がある。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 
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Logistics 
Group F 釜石医療圏｜国立病院機構釜石病院 

 国立病院機構釜石病院の想定は、沿岸部に比べ被害は少なく、患者の受け入れも可能であ

るが、少なからず自施設も被災しているという設定。このような地域中核病院に病院支援に

入った場合、下記の項目が主な情報収集内容となる。 

◆国立病院機構釜石病院自体の状況 

 ・被害状況（倒壊の危険、ライフラインなど） 

 ・医療チームの受け入れ状況 

 ・患者の受け入れ状況 

 ・ベットの空き数、マンパワーのバランスに起因するキャパシティー 

◆2次医療圏内の医療機関状況 

◆搬送手段の情報 

◆EMISの入力状況（自施設及び近隣の病院） 

 これらを把握したう上で保健所や災害拠点病院と連携する。可能であれば傷病者の受け入れを行い、もし自施設で転院搬送が必要な患者がいれば円滑に搬送を行えるように調整

することが望まれる。 

メンバー氏名 所属 

佐野 真由美 自治医科大学附属病院 

和氣 幸佑 医療法人川崎病院 

齋藤 明子 名古屋記念病院 

小田 敏徳 済生会和歌山病院 

福田 雅治 医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院 

見浦 継一 社会福祉法人恩賜財団済生会 

中川 俊彬 日本赤十字社大阪府支部 

コントローラー 所属 

上門 充 日本赤十字社本社医療事業部 参事 

谷田 健吾 日本赤十字社本社事務局救護・福祉部救護課 救護課長 

大野 龍男 
国立病院機構災害医療センター 

厚生労働省DMAT事務局 災害医療技術員 

大友 仁 
独立行政法人国際協力機構（JICA) 

国際緊急援助隊事務局 

■想定付与１ 

付与者 国立病院機構釜石病院担当者 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）病院到着時 付与方法 口頭 

内容 

国立病院機構釜石病院の（    ）です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・釜石市の詳細は全くわかりません。 

・ライフラインは、おそらく釜石市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話・携帯電話）×ではないでしょうか。 

・この建物は旧棟が倒壊の恐れがあるため入院患者は避難済みです。自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでま

かなっています。しかし、節約しても残り2日が限界です。医療ガスは、配管の安全確認がとれていないため使用不可です。ボンベで対応

中ですが残り1日程度です。外部との連絡手段がない現状です。 

・手術、透析は行っておりません。 

・市内の病院の状況はほとんど把握できていません。 

・釜石病院に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・病院の二次被害の可能性は今のところありません。 

・傷病者が多数来ていてトリアージを実施しています。重症度や人数は後で報告します。入院患者も状態が悪化した方が多数いて院内は

いまだにパニック状態です。 

現状は以上です。 

■想定付与2 

付与者 国立病院機構釜石病院院長 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 本部設置30分後 付与方法 口頭 

内容 
現在の受け入れている傷病者の状況について報告します。赤3名、黄10名です。今後も増えることが見込まれますので応援の医療チーム

をお願いします。 

■想定付与3 

付与者 釜石保健所 付与先 Eグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 メール 

内容 保健所から釜石医療圏の避難所一覧が届き「県立釜石病院の医療班でこの避難所（指定有）をアセスメントしてほしい」とのこと。 
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■想定付与4 

付与者 近隣住民 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

すぐそこの避難所からきました。体調不良の方が何名かいるのですが診察はできますか。避難所にいる看護師さんからこのメモを渡すよ

うに言われたのですが・・・救急車を呼びたいのですが電話が通じなくて・・・ 

・脳梗塞疑い 1名 

・けいれん発作 1名 

・感染性胃腸炎 7名 

■想定付与5 

付与者 国立病院機構釜石病院 院長 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 肺炎で入院している患者2名のバイタルが崩れてきている。県立釜石病院に搬送した方がいいと思うのだがお願いできますか。 

■想定付与6 

付与者 国立病院機構釜石病院 事務長 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:30 付与方法 口頭 

内容 重油ですが残り約36時間程度です。重油の供給を依頼したいのですが、連絡手段がありません。何か良い方法はありますか。 

■想定付与7 

付与者 国立病院機構釜石病院 院長 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:30 付与方法 口頭 

内容 点滴の消費が非常に多く、残量がありません。点滴の補充をお願いします。 

■想定付与8 

付与者 国立病院機構釜石病院 院長 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 酸素の必要な方が思った以上に多く、明日の午前中にはなくなりそう。それまでに何とか補充できないか。 

■想定付与9 

付与者 国立病院機構釜石病院 外科医師 付与先 Fグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:30 付与方法 口頭 

内容 混乱を防ぐために軽症者は病院に入れたくない。何か良い方法はないか。 

3 4 

1 2 
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時間 発 受 内容 

8:45   ミーティング後、荷物を車内へ搬入 

8:58   矢巾警察署にて緊急車両許可取得アナウンスあり 

9:00   矢巾警察署にて緊急車両の届け出完了 

9:23   釜石保健所に向けて岩手医大出発 

   イリジウム設置、無線7ch 

   県道208号線道路状況OK 

   県道396号線道路状況OK 

9:39   道の駅「紫波」にてルートの確認 

9:45   道の駅「紫波」出発 

9:50   車両点検実施 

9:52   出発 

9:57 本部 F 国道283号線 釜石街道土砂崩れのため通行止めとの

情報あり →予定経路の変更なし 

10:10   遠野市に入る 

10:14   わさびの里にて再度ルート確認 

→釜石街道が全線通行止めの可能性もあるため、160 

 号～35号経由で釜石へ向かう方針とした。 

10:26   出発 

10:30 本部(岩手) F 国道283号線通行止めであるが、仙人峠道路から抜け

られる。 

→予定経路の変更なし 

   県道160号線の道路状況OK 

10:55   EMIS入力（救護班登録） 

   遠野運動公園、遠野市総合防災センターにてルート確

認 

→国道283号線～仙人峠道路を抜ける経路へ変更した 

11:15   出発 

11:28   仙人峠道路走行 

11:40   霧の発生あるが走行に問題なし 

11:45   道の駅「釜石仙人峠」にて軽食・休憩 

12:08 本部 F 保健所より医療チームの派遣を急いでほしいとの連絡

あり 

12:19   出発 

12:27   県立釜石病院通過 

12:32   釜石保健所到着 

12:50 F 釜石 

保健所 

到着報告 

 被害は壊滅的。死者・不明者多数。ライフライン  

 stop 

 通話不可。防災無線不可。 

 二次災害は現在のところなし。 

 電気：自家発電（残2日）、水（残2日） 

 県立釜石病院：傷病者多数いるが、医療は動いてい 

        る状況 

 国立釜石病院：不明 

 大槌高校  ：避難所設置されており、多数の避難 

        者あり 

 道路状況  ：国道45号線は通行止め（鵜住居～ 

        両石間） 

 三陸自動車道は無料で通行可能 

 路面が荒れているので注意すること。 

13:05 F 本部(岩手) 本部へ到着報告 

13:30 F 本部(保) 出発報告 

13:32   釜石保健所出発 

13:45   国立釜石病院到着 

時間 発 受 内容 

13:49   カウンターパート：病院長 土肥医師にあいさつ、情

報収集 

 建物被害は限定的であり、院内の医療は可能 

 電気：自家発電（残2日）、水・食事（残2日）、 

 医薬品（残2日） 

 通勤困難者いるため、長期の病院機能維持は困難。 

 釜石中心部の状況は確認困難。 

 中心部までに橋が多くあるが、通行できるかは不明 

 →警察・消防に確認が必要。 

 避難所の位置、数等の情報不明、保険医療班と調整 

 する。 

 会議室・応接室・医局低お経可能 

 空きベット、食堂に10床ほど追加可能 

 新規のPtは急性期病院が良い 

14:30   赤：3名、黄：10名の傷病者あり。 

 F 本部 応援と搬送のため、医療チーム2隊の派遣要請。 

14:44 本部(保) F 避難所5か所設置されている。避難所アセスメント実

施の指示。 

→チーム2隊に分け、1隊が避難所アセスメントへ出 

 発。 

病院待機：福田、小田、中川、佐野 

     080-2480-****（ワイドスター） 

避難所巡回：和氣、斉藤、見浦 

     8816********（イリジウム） 

 情報確認依頼：病院全体の傷病者、ガス配管設備 

14:48   ワイドスターを建物南側に設置 

14:53   院内のベット180床満床 

   ワイドスターにてインターネット通信環境整備 

15:30 避難所 F A集会所に避難所あり Ns1名（150mの距離） 

 脳梗塞疑い1名→搬送依頼 

 けいれん発作1名→国立釜石病院で対応 

 感染症胃腸炎7名→医療チーム1隊派遣 

15:12   けいれん発作患者受け入れ決定 

A集会所→ひまわり集会所 

 17家族39名（男：19名、女：20名） 

15:17 F 本部(岩手) メールで現状報告 

15:23 F 本部(保) メールで現状報告 

15:34 本部(保) F 赤3名の搬送はこちらから消防へ依頼するよう指示 

15:35 F 消防 消防連絡先：090-9303-**** 

15:36 F 消防 ひまわり集会所へ救急車1名依頼（脳梗塞S/O Pt) 

 →30分後に到着予定 

赤3名は搬送先が決まらないと搬送不可 

15:44   赤3名 ECGモニタリング中、呼吸器なし、酸素ボン

ベ使用 

 →ICU管理 

自家発電残36hrのため今後の管理困難 

重油の手配が必要 

15:49 F 本部(保) 赤3名の搬送先選定、重油の手配 

15:58   点滴の消費多い 残500本 

 国立釜石

病院 

F 生食、ソルラクト500ml 各150本を明日夜までに手

配 

 F 本部(保) 重油の確保を依頼（1t） 

 本部(保) F 赤3名の搬送先は消防に決めてほしい 

16:02 避難所

チーム 

F 状況調査完了し、これから帰院する 

16:05   雨天のため、職員宿舎を借りる。3部屋使用可能 

電気（自家発）使用可能、水道不可、トイレ不可 

※クロノロジーは発・受の表現や伏字等の編集を加えていますが、内容については頂いたデータをそのまま使用しています。誤字・脱字はあえて残しています。 
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時間 発 受 内容 

16:29 F 本部(保) 19時から釜石保健所でミーティング 

 本部(保) F 重油1tのキャパシティあるか確認を→あり 

16:33   避難所巡回チーム帰院 

 →5ヶ所の避難所アセスメント終了 

 →地球局待ちのため出力できず 

16:35   ラップポン設置 

   炊き出し開始 

16:40 F 県立 

釜石病院 

県立釜石病院に赤3名の収容依頼→連絡待ち 

16:43 県立 

釜石病院 

F 赤3名の受け入れ可能 

16:46 F 消防 赤3名の県立釜石病院への搬送依頼 

→30分後に救急車1台到着予定 ピストン運送で3名 

 搬送 

16:53 F 県立 

釜石病院 

赤3名の搬送の件を連絡 

   前沢SAに20チーム到着予定 

→3つの保健所に同等に割り振る予定 

16:55   酸素残量、明日分まで 200lを5本必要 

17:03 F 本部(保) 酸素200L5本を依頼 

   避難所アセスメント終了しているが、iPadから出力で

きず、地球局待ちであることを報告 

17:08  F 傷病者多数来院しているため、院外駐車場で外来診療

したい →８×６mのテント1~２張依頼 

17:13 F 本部(岩手) 輸液（生食、ソルラクト）の依頼をメール 

17:17 F 消防 赤3名の搬送について確認 

17:21   赤①オオノタツミ（56女）搬出（釜石西消防） 

17:23 F 県立 

釜石病院 

傷病者搬送報告（17:50到着予定） 

 F 本部(保) 避難所アセスメント結果報告 

17:42 本部(岩手) F 輸液の件は、保健所に確認するようにとのこと 

   間もなく地球局が到着予定、避難所アセスメント結果

はその際に送信 

   白山小学校に在宅酸素使用Ptがいることのみ支給で報告 

17:44 F 本部(岩手) 輸液の件を再度確認 

17:46 本部(岩手) F 輸液の件はやはり保健所に確認するようにとのこと 

17:54   地球局到着→避難所アセスメントデータ送信 

18:05   釜石西消防到着 

赤②オオトモフトシ（52男）搬送（18:10発18:30

着） 

18:09 F 県立 

釜石病院 

赤②搬送時刻を連絡 

時間 発 受 内容 

18:10   病床190床満床 食堂を開放し2床稼働中 残8床 

   肺炎2名（酸素使用中）→可能であれば転院を 

18:15 F 本部(保) 輸液、酸素ボンベ、テント、重油の件を再度確認 

18:24   赤③スズキキョウコ搬出（18:30着予定） 

 F 県立 

釜石病院 

赤③搬送を連絡 

18:40   福田リーダー、佐野さん 釜石保健所ミーティングへ

出発 19:00開始予定 

19:00   釜石保健所でミーティング 

20:16   ミーティング終了し、帰院 

20:30   夕食 

21:30   活動の振り返り、保健所でのミーティングの内容の伝

達 

22:00   余震あり。震度6弱、沿岸部は震度5～6弱 

院内の安全確認 

 建物被害なし。患者：過換気呼吸1名。スタッフの 

 負傷者なし。 

 津波の危険なし 

22:10   釜石保健所へ連絡するが不通 

22:15 F 本部(保) 保健所人員被害なし 

22:16   余震による追加の要望なし 

22:45   振り返り、ミーティング終了 

23:06 F 本部(保) 本部ミーティングでの確認事項についてメール送信

し、活動終了。 

6:40   ミーティング 

7:16 本部(保) F 撤収の指示あり 

7:18   撤収準備、荷物搬入 

8:00   病院長にあいさつ 

8:05   国立釜石病院出発 

12:02   岩手医大到着、資機材返却 

12:04 F 本部(岩手) 到着報告 

 この拠点は沿岸部から離れた山間部に位置する病院で、病院自体に大きな被害はないがスタッフが不足しているという状況であった。

病院の被災状況の確認、周辺避難所のアセスメントおよび対応はスムーズに行えていたと考える。 

 各ミッションへの対応に関しては、上位本部との間での調整に手間取っていたように感じる。上位本部で処理をしなければいけないの

か、当該施設で処理をしなければいけないかをよく考えて調整しなければ、対応の遅れに繋がってしまうことを実感できたのではないだ

ろうか。 

 宿泊に関しては、あいにくの天候でテント設営には至らなかったが、病院担当者との交渉の結果、職員宿舎を借用することができたと

いう点は大いに評価できる。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 
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Group G 気仙医療圏｜大船渡保健所 

 大船渡市周辺市町村の被災状況や、避難所情報および関連機関（自衛隊・消防・警察・海

保など）の活動状況の把握に努めるとともに、医療機関の被災状況・傷病者の発生状況・ラ

イフライン・医薬品の情報を収集し釜石医療圏全体のコントロールを行う。 

メンバー氏名 所属 

寶住 肇 獨協医科大学病院 

生内 秋子 盛岡赤十字病院 

江川 孝 就実大学 

深尾 佳世 神戸大学医学部附属病院 

知花 浩也 国立病院機構琉球病院 

金井 正裕 深谷赤十字病院 

小原 裕樹 東京慈恵会医科大学附属柏病院 

コントローラー 所属 

田代 雅実 福島県立医科大学附属病院放射線部 診療放射線技師 

枚田 敏幸 済生会滋賀県病院救命救急センター 主幹 

鈴木 教久  
国立病院機構大阪医療センター 

ＤＭＡＴ事務局 災害医療技術員 

山内 聡 大崎市民病院救命救急センター センター長 

■想定付与１ 

付与者 大船渡保健所担当者 付与先 Gグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）保健所到着時 付与方法 口頭 

内容 

大船渡保健所の担当の前田です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・大船渡市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは、大船渡市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話・携帯電話）×。 

・この建物は、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残り2日が限界 

 です。行政防災無線は不調であまりつながりません。外部との通信手段がほぼ無い状況です。 

・市内の病院の状況は把握できていません。 

・この保健所に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・消防は救助活動、自衛隊はがれきの撤去に追われているとの情報です。 

・火災や土砂崩れの二次災害の発生は今のところ報告はありません。 

・道路情報は、国道45号線大船渡駅付近～碁石海岸IC付近まで津波の影響で通行止め。陸前高田市内の国道45号線津波のため通行止め。 

 三陸道は通行可能。 

・大船渡市の災害医療コーディネーターは2名います。県立大船渡病院副院長と松原クリニックの院長です。皆さんそれぞれの施設で対応 

 に追われています。 

※大船渡市の災害医療コーディネーターの渕向先生（大船渡病院）です。→紹介（15時ころ訪問されます） 

 

●医療チームに求めること 

・災害拠点病院の岩手県立大船渡病院と連携したいが情報が取れていないため行ってほしい。 

・その他、開業医や避難所の状況が把握できていないのでどうすればよいか… 

■想定付与2 

付与者 県庁 付与先 大船渡保健所 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 電話 

内容 花巻SCUにDMAT約50チームが参集している。沿岸に派遣したいが移動手段の確保に時間がかかるため、明日以降の投入となる。 

■想定付与3 

付与者 大船渡保健所職員 付与先 Gグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 口頭・用紙 

内容 
「保健所の**です。現在当保健所が把握している大船渡市の避難所情報です。」 

と言って、大船渡市避難所一覧表を手渡す。 

■想定付与4 

付与者 大船渡保健所保健師 付与先 Gグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 

「保健所の保健師です。避難所が多数開設されてきているので、私たちが巡回診療を実施しています。しかし現在車両がないので徒歩で

行っています。徒歩では巡回できる範囲も限られるので、車両と燃料の確保の手配は可能でしょうか。普通車5台程度あれば助かりま

す。」 
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■想定付与5 

付与者 大船渡保健所保健師 付与先 Gグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
「巡回診療を行っていると、体調の悪い方が何名かいたのですが、近隣の病院は診療できる状況ではないみたいので、ここで診療できる

ようになりませんか？」⇒本部へ救護用のテント依頼⇒レイアウト作成 

■想定付与6 

付与者 大船渡保健所職員 付与先 Gグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
「非常に多くの避難所ができていて、情報も非常に莫大になっています。この暑さで感染症も心配ですし、正確に情報をまとめる良いア

イディアはありませんか？」 

5 6 

1 2 

3 4 
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時間 発 受 内容 

8:50   H班とG班でルート確認・決定（10時30分に定時連絡

を行うことを決定） 

8:50   コンタクトリストに関する説明（本部→江川副リー

ダー→チームメンバー） 

9:10   H班とG班で連絡用衛星電話番号を交換 

9:20 G 対策本部 派遣先へ出発を報告 

9:25   車両前にて記念撮影 

9:27   1号車と2号車でルート検索および確認、トランシー

バーCh及び感度確認 出発 

9:40   国道396号線に入る 

9:43   紫波道の駅 着 トイレ休憩＆生活用品の購入 

9:49   紫波道の駅 出発 

9:59 対策本部 G Gmailにて、権現堂交差点～リアスホール間が液状化

で通行止めとの連絡 

10:00   岩の目ローソン 着 ルート確認のため 

10:05    衛生電話(BGAN)立ち上げてNetに接続し通行止め 

 区間を確認 迂回路（県道230）を確認する。 

 G班の目的地までのルートで上記通行止めは影響し 

 ないことも確認。 

10:23 G 対策本部 衛星電話(ワイドスター)を立上げ交通情報を確認 

10:25 G H 衛星電話(ワイドスター)で定時連絡を試みるが繋がら

ず 待機となる 

10:30 対策本部 G Gmailにより、液状化による通行止め迂回ルートとし

て、県道320号線が使用可能との連絡あり 

10:35 G H 再度、衛生電話により連絡を試みるが繋がらず 

10:36   岩の目ローソン 出発 

11:18 対策本部 G Gmailにて、テストメールが配信され、受信確認メー

ルを返信した 

12:00   大船渡保健所 到着 

12:05 G 対策本部 大船渡保健所 到着を報告(ワイドスター) 

12:10 G 保健所 到着報告と挨拶 

12:15 保健所 Ｇ 被害状況の説明と活動依頼を受ける 

12:46   大船渡保健所 本部立上げ（リーダー 寳住医師）  

12:54   組織図作成（組織確認） 

12:55 保健所 本部 トイレの使用はエレベーター横に限る 

12:56 本部 保健所 衛星電話設置について確認 

 外部への放置は不可、本部を南側に移動することは 

 確認する。 

12:59 H 本部 本部到着（リーダー 松山医師） 

13:04 H 本部 国道45号線 権現堂交差点からリアスホール間が通

行止との情報提供 

13:05 本部 対策本部 保健所内に本部立上げを報告 

13:06 保健所 本部 非常階段に衛星電話設置可能 

13:08 本部 H 衛星電話用延長コードの有無について確認→なし 

13:11 本部 H 県立大船渡病院へ派遣指示 

 本部 対策本部 衛星電話の設置を確認中であり、出発時に伝えた番号

（ワイドスター）が普通と連絡 

13:13   昼食準備 

13:20   本部窓際にてイリジウムの電波を確保 

時間 発 受 内容 

13:24   庁舎前にてBGANによりネット環境確率 

13:25 本部 対策本部 イリジウムでの通話が可能となった旨報告 

13:30 消防 本部 避難所情報として、大船渡高校（50名）、安善寺

（50名） 

13:40 本部 対策本部 大船渡管内の状況についてメールにて報告 

13:49 本部 対策本部 大船渡市へ地球局（衛星）の派遣を要請 

13:51 本部 対策本部 前沢SAに医療チーム20隊、花巻空港にDMAT50隊が

参集済 

13:54   地球局（衛星）到着 

13:56   地球局（衛星）使用可能 

14:00 消防 本部 避難所情報として、日頃市保育園（56名）、日頃市

公民館（56名） 

14:05 保健師 本部 避難所巡回用に車両5台と燃料確保の依頼があり 

14:06 本部 消防 車両5台、燃料確保について相談 

14:09   H班のメールアドレス間違いが発覚 

14:10 本部 対策本部 H班のメールアドレスを本部にて再確認してほしい

旨、メールで依頼 

14:14 消防 本部 車両5台、燃料確保が困難との回答あり 

14:15 本部 対策本部 車両5台、燃料確保について依頼 

14:22 対策本部 本部 燃料を県庁に相談 

車両難しい地域のレンタカーで依頼してほしい 

14:22 本部 保健所 レンタカー電話番号を確認依頼 

14:24 日本 

ﾚﾝﾀｶｰ 

本部 乗用車5台確保可能 入っているガソリンのみ使用可

能 

14:26 本部 対策本部 乗用車5台確保可能 ガソリン確保不可の件を報告 

14:27 本部 保健師 乗用車5台確保の件報告。ガソリンについては後ほど

報告。 

車両は保健師預かり。 

14:32 EMIS 本部 大船渡病院応援要請あり確認 

希望ヶ丘病院応援要請有り確認 

県立高田病院入力なし 

14:34 対策本部 本部 どこかのGSで給油できるように相談中 

14:45   衛星電話連絡係配置、30分交代とする 

14:46   衛星携帯 イリジウム→ワイドスターへ変更 

14:47   保健師、消防と避難所の位置確認開始 

14:49 保健師 本部 ５か所の情報受領 

14:57 H 本部 13:35大船渡病院に到着 

死者、行方不明者多数、衛星携帯不良 

水道×、電気×、ガス×、固定電話×、携帯電話× 

防災無線× 

電気は自家発電2日分 水2日分 酸素ボンベ1日分 

冷暖房× Op室× 透析× 

医療チーム H班のみ 

現在H班に連絡中 

15:05 対策本部 本部 メール確認済、と連絡有 

 本部 対策本部 各避難所 産科・小児科・外傷者のニーズがあり報告 

医療班３チーム派遣依頼 

15:17 対策本部 本部 三陸道大船渡IC45号「セルフ大船渡SS」給油可 

15:19   災害医療コーディネーター到着 
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時間 発 受 内容 

 本部 H ③確認事項 気仙沼訪問介護ステーションの場所を確 

 認してほしい 

④大船渡病院の状況確認してほしい 

17:30 保健所 本部 県立高田病院の重症患者の人数確認あり 

17:38   雨天により衛星電話(ワイドスター)の使用不可となる 

17:39 本部 H 雨天により衛星電話(ワイドスター)使用不可となり、

代替えとしてイリジウムとなる旨連絡 

17:40 本部 対策本部 〃 

17:45 保健所 本部 大船渡病院でDMAT活動本部立上げ 

17:46 保健所 本部 県立高田病院の重症患者数14名との報告あり 

 本部 H 指定の電話番号でつながらない 

17:50 本部 大船渡

DMAT

活動本部 

DMAT4隊が大船渡病院で活動開始 

 県立高田病院14名の確認と搬送を依頼 

 搬送にヘリが必要なら直接要請してもらう 

 気仙訪問看護ステーションの確認を依頼 

 大船渡病院の詳細の確認を依頼 

 大船渡

DMAT

活動本部 

本部 県立高田病院に取り残されている患者、スタッフ等へ

の食糧・毛布を本部で調整してほしいとの依頼 

17:55 消防 本部 県立高田病院へ陸路で入ることは不可能 

18:00 本部 保健所 大船渡市災害対策本部へ、県立高田病院用の食糧・毛

布の手配と、ヘリによる救助の調整を依頼 

18:01 市 

対策本部 

本部 テント（6×9ｍ）×2張、簡易ベッド10台を確保した

ので明朝に本部へ届けるとの連絡あり 

18:04   本部ミーティング 

18:05 対策本部 本部 酸素については専門業者の手配が完了した。大船渡病

院での必要数（患者数）は確認してもらいたい 

18:09 保健所 本部 県立高田病院用の食糧・毛布・ラジオを確保した 

   市対策本部より自衛隊に要請し、ヘリにて搬入すると

の連絡あり 

18:23   H班(松原、島袋)ミーティングのため一時本部へ参集 

18:24   本部でのミーティング開始 

 H 本部 大船渡病院でのDMATとの接触はないが、DMAT活動

本部立上げの情報はあり 

 本部 H DMAT情報として、前沢PAに確認中であるが、既に4

隊派遣している 

 H 本部 大船渡病院情報として、酸素(医ガス)が不足している 

津波により避難所多数の予測、緑患者を病院外で対応

するためテントが欲しい 

病院周辺に避難所の設置はない 

気仙訪問看護ステーションが交代要員を求めている。

同施設にHD患者70～80名、ガーゼ、オムツ、食糧、

吸引機が不足 

18:45   ミーディング終了 決定事項は下記の通り 

 訪問看護ステーションの疲弊問題 

  →県の看護協会へ協力を要請 

 食糧・飲料水、吸引機等→市(市の災対本部)へ依頼 

 HD患者→ 

 衛生材料→ 市(市の災対本部) 

18:49 本部 市(担当) 避難所アセスメントシート(入力済)を引き渡す 

18:53 本部 H HD患者の対応は本部で調整することとする 

18:54   通信手段の確認(本部⇔H班) 

 1時間毎の定時連絡(①イリジウム、②ワイドス 

 ター)とする 

18:55 H 本部 H班は大船渡病院に宿泊することを決定 

18:58 本部 H 定時連絡は21時～21時15分に行うが、通信できな

かった場合は再度22時に行うことにする 

19:17   H班(松原、島袋)が大船渡病院に戻るために退所 

時間 発 受 内容 

15:21 対策本部 本部 大船渡病院の現状報告有り 

15:30   地球局釜石へ 

15:32 対策本部 本部 前沢SA 20チーム3つの保健所に同等に振り分ける

とのこと 

15:35 本部 H 酸素ボンベの必要本数の確認 

15:35 本部 対策本部 酸素投与患者、産科の受け入れ可能病院の確認 

15:44 本部 対策本部 医療チーム計11（救護班6班 DMAT5班）要請依頼 

15:53 対策本部 本部 前沢SA7隊を大船渡保健所へ送る。詳細は前沢SAに

聞いてほしい、残り4隊は明日送る予定 

15:58 本部 保健所 保健師にガソリン情報伝える 

15:58 対策本部 本部 盛岡市内で酸素投与患者、産科患者受け入れ患者可

能物量の把握ををするように 

16:00 本部 H 転院搬送可能な患者、酸素必要な患者の人数を把握

するように 

   追加依頼4隊は明日到着 

16:06 保健師 本部 避難所に体調不良の者が数名いる 

明日保健所に救護所か解説できないか確認あり 

16:18   H班とのTelは不通 

16:10 本部 保健師 救護所開設の許可を得る 

16:15 本部 対策本部 簡易ベッド4つ、テント2つ搬入依頼 

16:17 G2 本部 救護所資機材の件は本部からのTEL待ち 

16:23 対策本部 本部 本部からイリジウム入電するが途切れる 

16:24 本部 対策本部 イリジウム入電の件内容確認 

16:25 本部 保健師 宿泊場所確認、17時以降に回答 

16:20 H 本部 雨天のため衛星電話を設置できず→16:30に再度連

絡予定  

その際に酸素必要患者数、救急搬送必要患者数を確

認する 

16:27 対策本部 本部 簡易ベッド、テントは本部からでは時間がかかる 

市の対策本部に確認するように 

 ｺー ﾃ゙ ｨﾈー ﾀー  本部 大船渡病院にベッド、テントがあるらしい 

16:30 本部 H ベッド、テントを持ってこれるか確認 

救護所本部にてミーティング実施依頼 

16:32 H 本部 ミーティングの件、時刻と人数はH班の都合により

決める 

16:37 本部 市役所 ベッド4、テント2を依頼 

16:38   コーディネーター退所 

16:50 前沢SA 本部 DMAT隊４隊が大船渡に向かって出発した 

（東京Ⅱ、神奈川Ⅱ、千葉Ⅱ、静岡Ⅱ） 

16:55 H 本部 気仙沼訪問看護ステーションからの情報 

同敷地内の老健と合わせて300人の避難者 

うち150人は老健入所者、詳細は不明 

透析多数 ライフライン× 水：汚染を池の水で流

している 酸素不足（詳細調査中） 

インスリン、向精神薬、降圧剤、経管栄養不足 

ポータブルの吸引機欲しい、食事なし 

テント、ベッド、ミーティングの件は17:00頃再度

報告する 

17:05 H 本部 ミーティングは松村Dr,島袋氏は18:00に出発。テン

 H 対策本部 県立高田Hp建物全壊 1～３階水没 4階に避難。人

数160名（患者40名 スタッフ70名 一般50名） 

10名死亡 

不足物 食糧、飲料水、ラジオ、ライフライン× 

周囲の通行 不可能。ヘリを要請したい 

 本部 対策本部 ①県立高田病院にいる患者搬送のためにヘリ要請 

②気仙沼訪問看護ステーションの状況をを伝え、大

規 

 模搬送が可能か本部に確認をする 
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Logistics 
時間 発 受 内容 

23:10 H 本部 DMAT隊員は無事。大船渡病院DMAT隊11体 ER1隊 

本部2隊 高田病院への移送作業8隊 

5:30 保健所 本部 館内のトイレが復旧したのと連絡 

5:40 本部 市 

災対本部 

夜間における避難所等の状況、医療ニーズの変化等に

ついて確認→特に変化なし 

 昨日依頼した、救護用テント(2張)、簡易ベッド  

 （10台）は7時30分に到着予定 

6:55 本部 対策本部 救護所運営、地区全体の透析患者対応のため医療チー

ム追加派遣を要請 

7:04 対策本部 本部 メールにより、岩手医大災害対策本部より、帰還命令

(指示)あり 

 大船渡地区に30隊追加を送る。先着隊に指示(引き 

 継ぎ)を受けるよう指示が出されている。 

7:16 対策本部 本部 メールによる30隊追加の件は受信しているかの確認 

 昨日、16時に4隊派遣した件は前沢SAに一任して 

 いる 

7:20 本部 H 衛星電話で連絡を試みるが連絡つかず 

7:23 追加隊 本部 追加医療チームの先着隊が到着→本部より現状の報告 

7:25 H 本部 大船渡病院における医療ニーズの変化はない、建物変

化なしのため本部に戻りたいとの要望 

7:30 本部 H 追加派遣が必要か。引き継ぎ必要なら1隊送る。 

引き継ぎ後本部に戻るように指示 

7:33 本部 八戸 

市民病院 

引き継ぎ終了 

7:35 八戸 

市民病院 

本部 大船渡病院に向かい、状況確認し、必要性があれば引

き継ぎを受ける 

7:43 本部 H 八戸市民病院の1隊を向かわせたので引継ぎ後撤退す

るよう指示 

7:46 本部 対策本部 引継ぎ終了したので8:00に出発する 

7:49 H 本部 引継ぎ終了の旨伝え、G班も撤退する 

7:50 本部 八戸 

市民病院 

H班引継ぎ終了の旨伝え、G班も撤退する 

7:50 本部 対策本部 引継ぎ完了。8:00に撤退する旨報告 

8:00   大船渡保健所出発 

10:43   災害医療センター対策本部 到着 

時間 発 受 内容 

19:21 前沢SA 本部 本部から依頼していたはずのDMAT7隊派遣の件、調

整本部(対策本部)から連絡を受けていないとの連絡

あり 

20:40 H 本部 大船渡病院での宿泊が困難なため、H班の保健所に

宿泊したいとの依頼があり、同室に宿泊することと

した 

22:00   余震発生 岩手県最大震度6弱 

22:04 メディア 本部 22時の地震による津波の心配はなし 

22:05 本部 保健所 保健所における被害状況の確認 

 →人的及び建物への被害はなし 

 保健所 本部 市役所も人的及び建物への被害なし 

22:07 本部 対策本部 本部、保健所、試薬の被害なしを報告 

 情報収集等の活動が必要かを確認する 

 （二次医療圏における情報収集等） 

22:09 保健所 本部 日頃市町、三陸町綾里 被害なしとの報告 

22:12 対策本部 本部 大船渡病院の被害状況を確認するよう指示 

22:16 本部 対策本部 H班より隊員の無事を確認、病院の被害状況を確認

し報告するとの連絡あり 

22:19 H 本部 先の地震による建物への被害はなし、ライフライン

については変化なし、新たな患者発生の有無につい

ては確認中 

22:21 保健所 本部 三陸町越喜来、三陸町吉浜、被害なしとの報告 

22:27 本部 対策本部 大船渡病院、日頃市町、三陸町綾里、三陸町越喜

来、三陸町吉浜の状況(被害なし)報告(ワイドス

ター) 

22:30 本部 対策本部 上記情報をメールでも送信 

22:41 H 本部 22時39分 大船渡病院の患者の状況は把握できてい

ない。23時頃に改めて報告あり 

 DMATと協働か単独かを確認中 

22:48 EMIS 本部 大船渡病院の被害状況を確認→更新はし 

23:00 本部 対策本部 22時の地震による津波の心配はなし 

大船渡町、末崎町、赤崎町、猪川町被害なし 

23:05 対策本部 本部 大船渡病院 入院、外来患者変化なし 

23:06 市役所 本部 盛町、立根町変化なし 

23:07   大船渡避難所一覧余震による被害なし対策本部へ連

絡指示 
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 気仙医療圏での研修は今回が初めてとなる。ここの地域の参集拠点は大船渡保健所で、２チームが参集している。Ｇグループは保健所

の支援を担当した。なお、東日本大震災時、大船渡医療圏（陸前高田）は甚大な被害を受けた地域である。 

 Gチームは、大船渡保健所に入ってくる情報の処理だけでなく、積極的に医療圏の情報を取りにいっていた。活動状況はクロノロにも

しっかり記載できていたと考えられ、活動自体は評価できる。 

 ただ、提供いただいた活動場所が北側に位置し、衛星電話の設置に苦慮した。延長ケーブルの持参がなく、雨の中連絡班は外での活動

となった。災害時の活動場所は、今回のように衛星電話が通じる南側を与えられるわけではないので、延長ケーブルの必要性は十分理解

いただけたと思う。 
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Logistics 
Group H 気仙医療圏｜岩手県立大船渡病院 

 岩手県立大船渡病院の想定は、建物自体津波の被害は受けておらず、患者の受け入れも可能であるが、少なからず自施設も被災しているという設定。また、津波被害を受けた大

船渡市において、唯一の災害拠点病院である。このような災害拠点病院に病院支援に入った場合、下記の項目が主な情報収集内容となる。 

 ●岩手県立大船渡病院自体の状況 

  ・被害状況（倒壊の危険、ライフラインなど） 

  ・医療チームの受け入れ状況 

  ・患者の受け入れ状況 

  ・ベッドの空き数、マンパワーのバランスに起因するキャパシティー 

 ●2次医療圏内の医療機関状況 

 ●搬送手段の情報 

 ●EMISの入力状況（自施設および近隣の病院） 

 ●近隣の災害拠点病院の状況 

 これらを把握した上で、保健所と連携し医療圏全域のコントロールを行う。可能であれば傷病者の受け入れを行い、もし自施設で転院搬送が必要な患者がいれば円滑に搬送を行

えるように調整することが望まれる。 

メンバー氏名 所属 

山﨑 秀明 筑波メディカルセンター 

冨田 智子 亀田総合病院 

野原 剛 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 

松村 康弘 大森赤十字病院 

池田 初男 国立病院機構災害医療センター 

島袋 正洋 南部徳洲会病院 

コントローラー 所属 

金子 拓 岩手医科大学附属病院岩手県高度救命救急センター 看護師 

岩崎 恵 医療法人社団成和会西新井病院救急救命課 救急救命士 

萬年 琢也 山形県立中央病院薬剤部 薬剤専門員 

■想定付与１ 

付与者 岩手県立大船渡病院担当者 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）病院到着時 付与方法 口頭 

内容 

県立大船渡病院の菅原です。どちら様ですか？ 

医療チームですか？非常に助かります。 

現状は…（現状報告） 

・大船渡市全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明。 

・ライフラインは大船渡市全域で電気×、水道×、ガス×、通信（固定電話、携帯電話）○ 

・この建物は大丈夫ですが、自家発電稼働中で重油は残り2日分あります。水道は貯水タンクでまかなっています。しかし、節約しても残 

 り2日が限界です。医療ガスは、配管の安全確認が取れていないため使用不可です。ボンベで対応中ですが、残り1日程度です。行政無 

 線防災無線は不調であまりつながりません。衛星電話が1台ありますが、うまく外部と通信できていないのが現状です。 

・空調がうまく作動しないため、手術は不可。 

・水の残量が少ないため、透析不可。 

・市内の病院の状況はほとんど把握できていません。 

・大船渡病院に来た医療チームは皆さんが初めてです。 

・病院の二次被害の可能性は今のところありません。 

・傷病者が多数来ていてトリアージを実施しています。重症度や人数は後で報告します。入院患者も状態が悪化した方が多数いて、病院 

 内はいまだにパニック状態です。 

・当院にはDMAT隊員が＊名います。詳細は、医師＊名、看護師＊名、調整員＊名です。隊員には本部で活動してもらっています。皆さ 

 んとの窓口は外科部長の＊です。⇒紹介。 

■想定付与2 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 本部設置30分後 付与方法 口頭 

内容 
外科部長の金子です。現在の受け入れている傷病者の状況について報告します。赤8名、黄27名です。今後も増えることが見込まれます

ので応援の医療チームをお願いします。 

■想定付与3 

付与者 大船渡保健所 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:00 付与方法 メール 

内容 保健所から気仙医療圏の避難所一覧が届き「県立大船渡病院の医療班でこの避難所（指定有）をアセスメントしてほしい」とのこと。 
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■想定付与4 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）13:30 付与方法 口頭 

内容 

先程来院された患者に対して、透析が必要なのですが、水道の供給がとまっているので当院では対応できません。どこか透析ができる病

院と搬送手段の確保をお願いできますか。あと、市内に透析ができない方がたくさんいる可能性があります。どこかに集約して一気に搬

送できる手段を確保してもらえますか。 

■想定付与5 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 
陸前高田市の中核病院である県立高田病院に先程から衛星電話でずっと連絡をしているが連絡が取れない状況です。ひょっとしたら津波

で大変なことになっている可能性がありますので、情報収集をお願いできますか？ 

■想定付与6 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）14:00 付与方法 口頭 

内容 
気仙訪問看護ステーションから患者を搬送してきた救急隊からの話では、そこは避難されてきた人で溢れていて、すごく混乱しているよ

うです。衛生面も非常に悪く、このままでは感染症等傷病者が多数発生するかもしれません。見に行ってもらう事はできますか。 

■想定付与7 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 
重油ですが残り約36時間程度です。重油の供給を依頼しているのですが、給油の目途が立ちません。確保しておこうと思うのですが、良

い方法はありますか。 

■想定付与8 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
津波の被害を受けた傷病者の呼吸状態が悪く、酸素ボンベの消費が多く、このままでは明日のお昼くらいまでしか持ちません。酸素ボン

ベの供給をお願いします。 

■想定付与9 

付与者 岩手県立大船渡病院外科医師 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:30 付与方法 口頭 

内容 
混乱を防ぐために軽症者は病院に入れたくない。何か良い方法はないか。⇒日赤エアテント要望 

⇒エアテント2張り輸送⇒レイアウト作成 

■想定付与10 

付与者 気仙訪問看護ステーション施設担当者 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講生到着時 付与方法 口頭 

内容 

気仙訪問看護ステーションの近藤です。どちら様ですか？ 

医療チームですか。非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・大船渡市は津波により甚大な被害で、死者行方不明者多数、詳細は不明です。 

・この周辺はライフラインが全て止まっています。外部とも通信できていないのが現状です。 

・当施設は自家発電を使用していますが、吸引等の医療機器のみ対応可能です。 

・食事は備蓄で何とかしていますが今夜でなくなります。 

・トイレは川の水を汲みに行き流しています。 

・避難されている方は約300名程度いらっしゃいます。 

・自分の家族の安否もわからないのに24時間体制で職員が協力的に対応しているのですが、体力的に限界です。 

・これだけ被害を受けていますが、皆さんパニックにはなっていません。現実を受け入れられていないのでしょう。 

・この日難所でいろいろなルールができているのですが、不満なく生活されています。 

・現在体調を崩されてすぐに受診しなければならない方はいませんが、このまま長期化すると診療が必要になる方が出てくると思いま 

 す。医療チームの定期的な巡回があればありがたいです。 

・薬が不足しています。（降圧剤、副腎皮質ホルモン剤、向精神薬、血糖測定器） 

現状は以上です。 

■想定付与11 

付与者 岩手県立高田病院施設担当者 付与先 Hグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）受講生到着時 付与方法 口頭 

内容 

県立高田病院の院長です。どちらさまですか？ 

医療チームですか、非常に助かります。 

現状は（現状報告） 

・高田全域は壊滅的な被害、死者行方不明者多数、詳細は不明 

・この建物は3階まで浸水し、ライフラインも全て止まっています。外部とも通信できていないのが現状です。 

・屋上へ避難したのですが、現在十数名の患者さんが亡くなられています。現在は患者約40名、スタッフ約70名です。 
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内容 

・4階は何とか大丈夫なのでそこで生活しています。 

・食事、水が不足し脱水の患者さんも多数います。 

・避難されてきている一般市民が約50名いらっしゃいます。 

・ここにいる全員約160名を避難させたいのですが、お手伝いいただけますか？道路がガレキで通れないので屋上からヘリでの避難にな 

 ると思いますが、何か良い方法はありますか？ 

・自分の家族の安否もわからないのに24時間体制で職員が協力的に対応しているのですが、体力的に限界です。パニックなどはありませ 

 んが、この現実をまだ受け入れられていないようです。 

現状は以上です。 

7 8 

3 4 

5 6 

1 2 
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9 10 

時間 発 受 内容 

8:30 本部 H 本部よりコンタクトリストについて指示あり 

①各目的地のコンタクトリスト 

  宮古保健所：090-****-**** 

  釜石保健所：090-****-**** 

  大船渡保健所：090-****-**** 

  県庁連絡先：7725*****（インマルサット） 

  岩手医大災害センター：080-****-**** 

             （ワイドスター） 

             080-****-**** 

             （ワイドスター） 

注意事項：定時連絡不要、到着時またはトラブル時の 

     み報告 

     自チーム連絡先報告指示あり衛星電話2回 

     線、メールアドレス報告 

     出発時、本部報告し出発する。 

8:40 H G G班との打ち合わせ、目的地までのルート確認 

10:30にG班との定時連絡施行予定 

G班連絡先： 

8:55 本部  緊急車両許可書について連絡あり。臨時の警察署解説

あり緊急車両許可書発行手続き可能 

9:00 H  資機材、車両へ積み込み開始 

9:15 H 臨時 

警察署 

緊急車両許可書発行ずみ 

9:17 H 本部 出発報告済み 

9:20 H  チーム内出発ブリーフィング 

（1号車、2号車目的地までのルート確認） 

9:30 H  本部、出発 国道4号線南下 

9:56 本部 H メールにて道路状況連絡あり 

宮古医療圏：ホーマック宮古店～宮古駅まで津波の影 

      響で通行止め 

釜石医療圏：国道283号戦釜石街道土砂崩れのため通 

      行止め 

気仙医療圏：権現堂交差点～リアスホール口まで液状 

      化のため通行止め 

前沢SA：東北自動車道前沢ICから下り方面侵入可能 

10:12   いわて花巻空港通過 

10:30 本部 H メールにて道路状況連絡あり 

宮古医療圏：ホーマック宮古店～宮古駅まで津波の影 

      響で通行止め 

 →県道40号より抜けれます 

釜石医療圏：国道283号線釜石街道土砂崩れのため通 

      行止め 

 →仙人峠道路から抜けれます 

気仙医療圏：権現堂交差点～リアスホール口まで液状 

      化のため通行止め 

 →県道320号線より抜けれます 

時間 発 受 内容 

10:40 H G コンビニ駐車、定時連絡するも不可(ワイドスター使

用) 

10:42 H 本部 定時連絡施行 通話可能（ワイドスター使用） 

10:50 H  コンビニ出発 

10:54 H  国道107号線へ 

10:59 H  MAXバリュー北上店通過 

11:04 H  口内町内へ 

10:12 H  奥州市へ 

10:25 H  遠野市内へ 

11:30 H G コンビニ駐車、定時連絡するも不可(ワイドスター使

用) 

店主に許可を得、ポリタンクへ水補給 

11:50 H  ミーティング施行後、出発 

12:08 H  住田町内へ 

12:23 ラジオ H 台風情報：鳥取付近北上中 

12:52 H  大船渡市内へ 

12:45 H  権現堂交差点より国道45号線通行不可にて国道230号

線使用 

12:56 H  大船渡保健所到着 

13:05 H 大船渡

保健所 

本部 

到着報告 現在状況情報共有 

大船渡周辺情報 

水道：貯水、節約して2日分 

電気：自家発電使用2日分 

情報：携帯不可、NET不可、防災無線不可 

道路：国道45号線、大船渡駅付近～碁石海岸付近通 

   行禁止 

   陸前高田市内 通行禁止 

   三陸道 通行可 

傷病者数：不明 

避難所：確認とれず 

消防：車20台、職員90名、燃料確保OK 

自衛隊：瓦礫撤去中 

搬送先：大船渡病院 第1選択 

 本部 H 大船渡病院 支援指示あり 

13:10 H 岩手医大

本部 

衛星携帯使用し到着報告 

13:20 H  支援先情報共有、ルート確認ミーティング 

13:24 H  大船渡病院へ出発 国道45号線迂回し国道230号線使

用 

13:35 H  大船渡病院到着 

13:41 H 大船渡

病院 

担当者 

到着報告すみ 担当者 菅原様 

大会議室案内、本部活動使用許可あり 

【次頁へ続く】 
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時間 発 受 内容 

16:16 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

保健所本部より大船渡病院派遣チームと連絡が取れな

いと報告あり 

16:20 大船渡 

病院本部 

保健所 

本部 

お互い津新環境が外へ出ないと確保できない状況。今

後の通信は定時連絡へ 

次回連絡は16:30 

16:30 大船渡 

病院本部 

保健所 

本部 

定時連絡 本部打合せ依頼あり時間未定 

本部より依頼あり：テント不足、簡易ベッド不足、透

析患者が多いようだが状況を知りたい 

16:45 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

大船渡病院現状報告あり 

重油残量38時間：給油のめどなし 給油方法の確保

依頼 

トリアージ緑の避難者が多数来院予定、病院へは受け

入れ不可、敷地内ならOK 

透析の必要な患者がいる（今日5人、トータル50人） 

16:48 H 

派遣1 

 県立高田病院から帰院 

16:52 大船渡 

病院本部 

 ミーティング（情報共有、役割確認） 

17:00 大船渡 

病院本部 

保健所 

本部 

本部ミーティング出席者2名（松村、島袋）、時間党

員18:00出発 

テント貸し出し不可、高田病院状況 以上報告する 

17:16 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

生活改善センターと猪川地区公民館の２ヶ所が避難所

閉鎖 

17:30 大船渡 

病院本部 

 食事 

17:57 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

大船渡病院体育館がDMAT本部として決定設置 

18:00 大船渡 

病院本部 

 本部ミーティングのため出発 

19:33 大船渡 

病院本部 

 本部ミーティングより帰院 情報共有 

①大船渡病院への医療チーム派遣についてはDMAT隊 

 が対応 

②気仙訪問看護ステーション交代スタッフ要請につい 

 ては市が対応 

③大船渡病院重油給油については市が対応 

④トリアージ緑の避難者対応については市が避難所を 

 作る 

⑤透析本日予定患者については市が対応、通所患者の

透析患者についてはおいおい対応を考える 

19:45   一時状況終了 振り返り 

22:00 岩手医大

メール 

大船渡 

病院本部 

余震速報あり 岩手県内最大震度6弱 

 大船渡 

病院本部 

院内災対 

本部長 

院内情報確認、現在情報収集中 

22:03 岩手医大

メール 

大船渡 

病院本部 

津波なし 

22:16 大船渡 

病院本部 

保健所 

本部 

大船渡病院状況報告 

ライフライン余震前と変わらず 

建物被害なし 入院患者については情報収集中 

22:33 大船渡 

病院本部 

保健所

本部 

自チームの状況確認 

22:42 大船渡 

病院本部 

院内災対 

本部長 

入院患者情報確認：入院患者、外来患者ともに変わら

ず 

22:45 大船渡 

病院本部 

保健所

本部 

入院患者状況報告 

DMAT隊の活動状況の報告依頼あり 

23:00 大船渡 

病院本部 

保健所

本部 

DMAT隊の活動状況の報告：本体2隊、ER1隊、高田

病院避難活動8隊 計11隊 

報告後以後の提示報告は不要の指示あり 

一時状況終了 

0:30 H  就寝 

6:00 H  起床、身支度開始 

時間 発 受 内容 

   状況説明 

ライフラインすべて不可 

死者・行方不明者多数 

建物被害未、耐震設備すみ 

電気：自家発電にて使用中（残2日分） 

水道：貯水槽あり（残2日分）透析不可 

ガス：使用不可、ボンベにて使用中（残1日分） 

通信：防災無線不通、衛星電話があるが使用してい 

   ない 

空調不調にて手術不可 

市内の病院情報未、応援医療チームの派遣未 

外来傷病者多数あり現在、トリアージ中 対応人数

不明 

入院患者パニック状態、（院内359床のうち250床

入院）空床100床 

病院1階に院内災害対策本部設置あり災対本部長 外

科部長 マンネンDr 

院内DMAT11名在籍（Dr2名、Ns6名、Log３名）院

内災対策本部にて活動中 

13:53 H  情報共有ミーティング、大会議室へ資機材搬入開

始、大船渡病院本部活動開始 

14:17 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

①県立高田病院情報2日間なし情報収集依頼 

②気仙訪問看護ステーション避難してきた人で溢れ 

 ている状況確認のため調査依頼 

14:32 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

③大船渡保健所より情報あり避難所が設置された。 

 周囲の避難所の情報が30件あり自チームの持参し 

 ているツールにて情報入力・通信依頼。通信後は 

 保健所へ連絡。 

14:45 大船渡 

病院本部 

 役割分担確認 本部連絡：松村、情報入力：野原、 

①・②情報収集：島袋・池田 

15:14 院内災対 

本部長 

大船渡 

病院本部 

大船渡病院の状況報告 赤：8名、黄：27名 

④医療チーム派遣要請依頼あり 

15:17 H 

派遣１ 

 県立高田病院情報収集へ出発（島袋・池田）衛星電

話（イリジウム） 

15:27 H 

派遣2 

 気仙訪問看護ステーションへ調査のため出発（山

崎・野原） 

15:43   宇宙局到着 

16:00 大船渡 

病院本部 

岩手医大

本部 

避難所情報送信 19/30件 

16:08 H 

派遣２ 

大船渡 

病院本部 

気仙訪問看護ステーションには避難者1家族のみ（要

介護者1名＋家族2名）医療ニーズなし 

隣接している老健施設に避難者300名（入院患者

150名、通所者70～80名、その他18名） 

老健施設、訪問看護ステーションのライフライン全

て不可 

要望：⑤医薬品（糖尿病薬、降圧剤、抗精神病薬） 

   ⑥ガーゼ、吸引機、オムツ、食糧（職員用、 

    患者用、経管栄養用） 

   ⑦在宅酸素用酸素ボンベ 

   ⑧透析用の水 

   ⑨スタッフ交代要員 

16:10 H 

派遣1 

大船渡 

病院本部 

高田病院情報連絡あり 

院長タバタDrより情報あり 

高田病院ほぼ全壊状態 3階まで浸水あり4階部分も

床まで浸水 

院内全員屋上へ避難したが、雨露凌ぐため4階に現在

避難している。 

現在まで10名の患者が死亡。 

4回避難者全員160名（患者40名、スタッフ70名、

一般車50名） 

不足しているもの：食事、飲料水、暖をとるもの

（低体温症になってきている） 

周辺の道路が不通なため患者搬送手段として搬送ヘ

リ要請依頼 

周辺情報がわからないためラジオが欲しい 
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時間 発 受 内容 

7:38 八戸 

市民病院 

救護班 

大船渡 

病院本部 

大船渡病院本部到着、情報共有開始、引き継ぎ開始 

7:43 岩手医大 

本部 

大船渡 

病院本部 

大船渡病院本部活動撤退指示あり。 

7:46 大船渡 

病院本部 

院内災対 

本部長 

①昨夜の余震後の被害状況を調査依頼 

②各避難所のアセスメントと医療ニーズの調査依頼 

7:47 大船渡 

病院本部 

八戸 

市民病院 

救護班 

上記①、②の件を引き継ぐ 

7:50   状況終了 

12:10 H 岩手医大 

本部 

到着報告すみ 

時間 発 受 内容 

6:16 大船渡 

病院本部 

 ミーティング（本日業務確認） 

6:30 大船渡 

病院本部 

 食事 

7:00 大船渡 

病院本部 

保健所 

本部 

衛星携帯使用しコンタクトするも不通 

7:28 大船渡 

病院本部 

保健所

本部 

コンタクト成功、今後の活動に指示あり 

・医療チームが30隊大船渡保健所に派遣予定。岩手 

 医科大の指示により保健所本部活動撤退指示あり 

・八戸市民病院救護班が本病院活動を引き継ぐ予定 

・大船渡病院医療チーム必要男確認 

・支援チームの必要性の確認 

 県立大船渡病院で最も苦慮していたことは、通信の確立である。衛星電話の確保はロジが行わなければならない最低限の活動である。

提供いただいた部屋は南側に窓がなく、Hグループは屋上に通信環境を構築することを選択した。実は、病院と研修運営事務局の事前打

ち合わせの中で『交渉次第では通信環境の整う南側に窓のある部屋の借用は可能』とのことで調整済みであった。このことからも、支援

に入った施設担当者との交渉の重要性を感じていただけるだろうか。 

 またクロノロに関しては、様々な問題点の記載はできているが、その後の対応の記載がなされていないという点が指摘される。チーム

や本部に入った情報、検討事項等全てクロノロに落とし込むことが基本となる。活動中における記録は非常に難しいが、連絡係がメモに

残し、記録係が転記する等工夫することで記録が可能になるのではないか。 
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Logistics 
Group I NEXCO東日本 前沢サービスエリア 

 前沢サービスエリアは、岩手県の南端に位置し、陸路（東北自動車道）を使用した拠点として、全国から被災地入りする医療支援チームやボランティアの拠点として稼働するこ

とが想定されるため、それらのコントロールを行う。 

 加えて、「人」だけでなく災害時に被災地に集まる大量の「物資」の管理拠点としての機能も視野に入れた活動を目標とする。 

メンバー氏名 所属 

中村 厚子 市立大町総合病院 

佐藤 由利 東京医科歯科大学医学部附属病院 

高宮 哲夫 静岡済生会総合病院 

小坂 靖和 岡山県精神科医療センター 

大城 実 医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 

平野 雄一 花巻市消防本部 

青野 美香 ＮＰＯ法人ジャパンハート 

コントローラー 所属 

林 洋克 済生会宇都宮病院事務部 非常勤職員／災害対応アドバイザー 

柴田 隼人 総合大雄会病院薬剤部 薬剤師 

藤村 雅彦 岩手県立中部病院診療放射線科 診療放射線技師 

■想定付与１ 

付与者 保健所職員 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）SA到着時 付与方法 口頭 

内容 サービスエリアにおいてのカウンターパートは？ 

■想定付与2 

付与者 SA担当 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）SA到着時 付与方法 口頭 

内容 

前沢の菅原です。 

どちら様ですか？ 

医療チーム…管理事務所から聞いておりました。サービスエリアで活動されたいと聞いていますが、どのような活動をされるのですか？ 

現状は、 

建物の安全確認がとれません。（雨の場合：建物は大丈夫です。） 

ライフラインは、電気×、水道×、ガス×、電話（固定・携帯）○ 

この建物には非常用発電機があり現在稼働中です。重油は残り1日程度もちそうです。水道は貯水タンクで節水して残り2日程度です。 

こうやって医療チームが訪れてきたのは初めてです。 

緊急車両で来られるのは、消防や自衛隊、医療チームもいたと思いますが、休憩のみです。 

この近辺での2次災害の可能性はありません。 

本日未明に緊急車両のみ通行可能になりましたが、亀裂や隆起があり、自衛隊の方がパイロン等で喚起しています。 

現状は以上です。 

■想定付与3 

付与者 SA担当 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）テント設営後15分 付与方法 口頭 

内容 

前沢SAを管理していますNEXCO東日本東北支社北上管理事務所の藤田です。NEXCO東日本本社の災害対策本部から、先ほどここに防災

拠点を設置するということが決定されました。私が立ち上げ指揮でここに来ました。 

岩手県災害対策本部には、盛岡管理事務所が入り、今後の調整等を行っています。 

ここの拠点には、自衛隊、消防、DMAT、赤十字、NTT東日本、Softbank、KDDI、目の前のENEOSの組織で運営します。 

今後この拠点に隊が集結してくると思いますが、皆さんも運営に携わっていただけますか。 

■想定付与4 

付与者 自衛隊 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）適宜 付与方法 口頭 

内容 
東部方面隊第1師団第32普通科連隊隊長です。医療チームが活動中とのことで挨拶に参りました。自衛隊が必要な時は私に申してくださ

い。 

■想定付与5 

付与者 消防 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）適宜 付与方法 口頭 

内容 茨城消防です。医療班活動中とのことで参りました。支援車等13台、救急車は5台あります。消防が必要な時は私に申し出てください。 
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■想定付与6 

付与者 NTT、KDDI、Softbank 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）適宜 付与方法 口頭 

内容 
NTTの担当者です。KDDIの担当者です。softbankの担当者です。これから通信環境を整え支援したいと考えています。御用があれば申し

てください。 

■想定付与7 

付与者 ENEOS 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）適宜 付与方法 口頭 

内容 ENEOSの担当者です。災害支援車両のみ給油をしております。 

■想定付与8 

付与者 医学生ボランティア 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）15:00 付与方法 口頭 

内容 大型バス2台（約100名）の学生ボランティアが到着 

■想定付与9 

付与者 医薬品協会 付与先 Iグループ受講生 

付与日時 7月17日（金）16:00 付与方法 口頭 

内容 
医薬品協会の担当者です。薬品の支援で参りましたが、岩手県庁からこちらへ寄るように指示されてきました。医薬品を必要としている

ところはご存知ですか。 

5 6 

1 2 

3 4 
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7 8 

9 10 

時間 発 受 内容 

8:40   資機材搬入開始 

9:30   岩手医科大学災害対策本部出発 

9:56 本部 I メール連絡 東北自動車道前沢ICから下り方面侵入可

能 

11:50 中尊寺

避難所 

I 中尊寺 周辺住民が避難しているとの情報を得、状況

確認のため到着。部落代表：ヒライズミテイ様より情

報収集。避難所70名、うち70％が70歳以上。男女比

半々、寝たきり5名、小児5名。インフラ：電気な

し、水なし、トイレ使用不可。周辺被害状況：道路状

況把握できていず。市役所には連絡未。慢性患者に対

応できる準備なし。これから、成人用オムツ、医薬品

の要請をする予定。寝たきりの方はいるが、緊急を要

する医療支援の必要はない。以上の情報収集結果によ

り、医療支援不要の確認をした。 

12:10   出発 

12:23   前沢SA到着。SA責任者：スガワラ様到着挨拶。 

12:30   NEXCO担当者、SA責任者に報告。 

12:35   駐車場裏手に拠点テント設営開始 

13:40   テント設営完了 

13:50 I 本部 設営官僚の報告 

14:15 NEXCO

東日本 

東北支店

（フジタ 

さん） 

 ネクスコ本社災害対策本部設置 前沢SAを防災拠点

へ（他に自衛隊・ソフトバンク・消防・DMAT・赤十

字・KDDI・エネオス・災害対策本部盛岡管理事務

所） 

14:15   東京医療チーム5隊・千葉医療チーム5隊・静岡医療

チーム5隊・神奈川医療チーム5隊到着し、駐車場で

待機 

14:30 I 本部 東京①、千葉①、神奈川①、静岡①の医療4チーム宮

古保健所へ派遣 

14:30   茨城消防支援隊13隊・救急車5台到着 

時間 発 受 内容 

14:40 日本 

赤十字 

I 前沢SA1画にヘリポート確保 血液搬入のため

NEXCOに行ってもらう 

14:45 岩手医科

大学本部

（ｵｸﾉ） 

I 岩手医大で緊急手術の為輸血が必要 

14:45 県庁 I 岩手もしくはいわきで輸血が必要（岩手かいわき大学

が不明） 

14:50 I 本部 岩手かいわき医大が不明の点を県庁へ明確にするよう

に要請 

14:52 本部 I 県庁と本部の要請が同条件だったことが判明したた

め、岩手医大に輸血の搬送依頼をするた日本赤十字に

問い合わせる 

15:00 I 日本 

赤十字 

岩手医科大学へ輸血搬送指示 Drヘリ到着 Drヘリ

岩手医科大学へ出発 

15:07 エネオス I 給油情報（緊急車両のみ） 

15:20 宮古 

保健所 

I 5~8チームの医療班要請 

15:25 I 東京① 

神奈川① 

千葉① 

静岡①の 

医療ﾁー ﾑ 

宮古保健所へ出動指示 

15:35 宮古 

保健所 

I 道路状況・アクセスについて 国道340号線落合~茂

市間通行止め 国道106号線 宮町~愛宕間通行止め 

東京チームの代表へ連絡 

15:40 I 東京① 

神奈川① 

千葉① 

静岡①の 

医療ﾁー ﾑ 

宮古保健所へ出動指示 

16:18 県庁 I 前沢SAのガソリンの現状確認→EMIS入力済み・本部

へ可能であることを報告 
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時間 発 受 内容 

20:58 宮古保健

所(ﾎｿｶﾜ) 

I 16:00頃本部に20医療チームの派遣要請をしたが、

まだ来ていない。確認と医療ﾁｰﾑの派遣要請してほし

い 

22:01 本部 I 余震の発生メール 岩手県内最大震度6弱 沿岸部各

地に5強から6弱 津波情報に注意 

22:05 I 本部 前沢SAの安否報告（Iチーム、医療班10チーム） 

22:06 I AMAT AMAT3隊と医療班7隊 派遣できるか確認→10隊OK 

22:08 本部 I 津波なし（メールにて） 

22:10 I 本部 DMAT1隊・医療班6隊・AMAT3隊を派遣確認 

22:10 I 医療ﾁｰﾑ

統括(東

京ﾁｰﾑｼﾏ

ﾀﾞ） 

東京③⑤・千葉⑤・神奈川⑤・静岡⑤、AMAT3隊に

宮古保健所へ出動指示 

22:15 宮古 

保健所 

(ﾎｿｶﾜ) 

I チーム名はEMISにUPするので確認してほしい 余震

により津波警報が発令 22:35津波到着予定 内陸部

の道路を使用して移動するよう指示有り 衛生電話が

常時つながらない 道路情報がアップデートされた

ら、マエザワさんにすぐに連絡（22:10の件） 

22:15 AMAT 

東京医療

班統括 

(ｼﾏﾀ゙ ) 

I 出発してから30分後に連絡、その後は1時間ごとに連

絡を入れることする 

22:40   発電機ガソリン切れ エネオスで給油（1000円分） 

22:45 AMAT 

東京医療

班統括 

(ｼﾏﾀ゙ ) 

I 警察に道路状況確認。通行止め情報に変化なし。道路

は亀裂や段差はあるがネクスコにより補強済みであり

通行可。原着時刻は01:00 10チームで隊列走行

中。 

0:00 本部 I 津波警報解除メール 

6:00 I 本部 衛生電話撤収につき、電話番号変更EMIS掲示板へ本

部へ連絡。 090-****-**** 

7:10 大船渡 

保健所 

I 出朗要請あり、移動開始 

9:15 I 大船渡

保健所

所長 

大船渡保健所所長あいさつ。医療needs解決できたた

めそのまま撤収 

9:20   大船渡保健所より出発 

11:15   本部帰着 

11:30   計画通りのon timeでの帰着報告 

時間 発 受 内容 

16:37 前沢SA 本部 待機中の16医療チームの指示を依頼 

16:44 前沢SA 本部 待機中の16チームの内訳を報告 

 本部 I 大船渡保健所でDMAT4チーム要請有り 

16:50 I 大船渡 

保健所 

東京③・千葉②・神奈川②・静岡②が大船渡保健所

へ出動させることを報告 

16:53 I 医療ﾁｰﾑ

統括の東

京医療ﾁー ﾑ

(ｼﾏﾀ゙ さん) 

東京②・千葉②・神奈川②・静岡②に大船渡保健所

へ出動要請 

17:00   東京②・千葉②・神奈川②・静岡②に大船渡保健所

へ出動 

17:53 釜石 

保健所 

I 医療班5チーム養成 

17:54 I 医療ﾁｰﾑ

統括(東

京ﾁｰﾑｼﾏ

ﾀﾞ） 

東京④・千葉③④・神奈川③・静岡③の医療班5チー

ムを釜石へ派遣 

18:39 G 

大船渡 

保健所 

I 本部の情報で、大船渡保健所に医療班7隊が向かった

大船渡病院に4隊…（電話が切れる） 

18:42 I G 

大船渡 

保健所 

事実確認をする返事（電話が切れたため掛け直し） 

18:50 岩手医科

大学本部 

(ｲﾁﾊﾗ) 

I ボランティアが前沢SAに来る。また、前沢SAから派

遣した医療班の一覧要請 

18:53 国士館

大学 

I ボランティア男子100名到着（バス2台で）どこ行け

ばよいのかの確認有り 

18:55 岩手医科

大学本部 

(ｲﾁﾊﾗ) 

I 遠野防災拠点に朝向かってほしいと要請 

19:00 I 医療ﾁｰﾑ

統括の東

京医療ﾁー ﾑ

(ｼﾏﾀ゙ さん) 

東京④・千葉③④・神奈川③・静岡③に釜石保健所

へ出動指示 

19:11 I 岩手医科

大学本部 

国士館ボランティアより宿泊先の問い合わせが入っ

ているが、どのようにしたら良いか問い合わせ 

19:13 I 国士館 

(ﾔﾏｼﾀ) 

ガソリン・宿泊の手配は、自分たちで確保してほし

い 

19:17 AMAT 

(ﾐﾅｶ゙ ﾜ) 

前沢SA AMAT3隊到着。どのようにしたら良いかと問い合わ

せ 

19:18 I G 

大船渡 

保健所 

大船渡へ17:00頃、前沢SAから4体出発した。7体の

件は不明の旨説明（18:39の件） 

19:28 I AMAT 明日の朝まで、前沢SA内で待機を支持 

19:30 DPAT 

(Drｶﾜｼﾏ) 

I どこへ行ったら良いかの問合せ→DHMISを確認依頼

する 

19:37 I 岩手医科

大学本部 

(ｲﾁﾊﾗ) 

メール送信（18:50の件） 

20:00   前沢SAで地震発生 

20:00   メール送信できていないこと確認（19:37の件） 

20:25 I 岩手医科

大学本部 

(ｲﾁﾊﾗ) 

EMISの掲示板に掲載（18:50の件） 

20:13 I 岩手医科

大学本部 

(ｲﾁﾊﾗ) 

EMISの掲示板に掲載したことを連絡。 
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 前沢サービスエリアでの活動は、診療支援等ではなく、岩手県に支援に入る医療班等の適切な配置や物資輸送の適切な分配が主な業務

となる点で他のグループと異なる。拠点となったサービスエリアの建物内の活動は営業中であるため、敷地内のスペースを活動場所とし

て提供いただいた。東洋物産様からDRASHを借用し本部の設営を行った。設営に1時間を要したが貴重な経験ができたのではないか。 

 本部設営に関しては、限られた資機材の中で随所に工夫がみられたレイアウトで行っていた点が評価できる。 

 また、参集してくる医療班に対しては、上位本部と密に連携を取り、適切に配置することができていた。しかし、沿岸地域では医療資

機材・酸素・薬剤が不足していたため、物資供給にも踏み込んだ活動が不足していた。サービスエリアを拠点化する必要性を理解する必

要がある。 
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実践研修調整本部 岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター 

 各拠点配属のすべてのコントローラーと連携して、実践研修全体の調整を担う。必要に応

じて仮想相手役（県庁・消防・警察など）となり、受講生への対応を行ったり、全拠点に向

けたイベント（余震の発生、インターネットの開通など）を発生させるなど、バランスを取りながら研修全体のマネージメントを行う。 

メンバー氏名 所属 

眞瀬 智彦 
岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター センター長  

兼 災害医学講座 教授 

近藤 久禎 
国立病院機構災害医療センター臨床研究部 

政策医療企画研究室 室長 

中山 伸一 兵庫県災害医療センター センター長 

勝見 敦 武蔵野赤十字病院救急科 部長 

楠 孝司 国立病院機構村山医療センター 事務部長 

市原 正行 
国立病院機構災害医療センター 

厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 災害医療技術員 

中田 正明 神戸赤十字病院放射線科部 診療放射線技師 

魚住 拓也 石巻赤十字病院災害医療研修センター 臨床工学技士 

藤原 弘之 岩手医科大学災害医学講座 助教 

奥野 史寛 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター 事務員 

時間 発 受 内容 

9:40   本部立上げ。本部役割分担。各チームの出発時刻の確

認。A-9:25、B-9:23、C-9:12、D-9:22、E-9:20、

F-9:16、G-9:21、H-9:17、I-9:18 

9:57 本部 各チーム 道路状況付与 

10:16 G 本部 内容不明 

10:25 G 本部 道路状況の確認→付与した内容のみ 

10:29 本部 各チーム 道路状況付与 

10:40 G 本部 4号線南下中、北上に入った。今後108号線で大船渡

に向かう 

10:40 A 本部 やまびこ館で休憩中 

10:49 小澤 本部 釜石保健所に到着 

11:00 鈴木 本部 大船渡病院に到着 

11:00 D 本部 風の丘を出発 

11:01 豊國 本部 宮古保健所 

11:02 青木 本部 釜石保健所に到着 

11:05 髙橋 本部 B班宮古保健所20km手前 

11:10 金子 本部 現在地107号線（スマホGPSH01不具合判明） 

11:19 G 本部 メール確認 

11:20 本部 各チーム 各チーム（表）にテストメール発信 

11:20 D 本部 メール確認 

11:26 C 本部 メール確認 

11:29 B 本部 メール確認 

11:29 E 本部 メール確認 

11:32 千葉 本部 釜石保健所間で残り5km 

11:40 小澤 本部 県立釜石病院で待機完了 

11:43 上門 本部 F班現在地釜石保健所手前7km 

11:43 髙橋

（武） 

本部 E班残り58km、107号線で向かう 

11:47 千葉 本部 C班釜石保健所に着 

11:49 B 本部 宮古保健所に着、A班を待つ 

11:52 奥村 本部 A班宮古保健所に着 

時間 発 受 内容 

11:52 豊國 本部 県立宮古病院に着、担当者と打ち合わせ 

11:53 金子 本部 H班大船渡まで残り45km、13時に着予定 

12:00 今井 本部 E班残り107号線→340号線に切替、釜石保健所到着

予定12:50 

12:06 A 本部 宮古保健所に到着 

12:08 ひらた 本部 G班大船渡保健所に着、コントローラー鈴木、萬年ら

も着 

12:09 東洋物産 本部 前沢SAの担当者が怒っている 

12:10 G 本部 大船渡保健所に着 

12:13 千島 本部 D班ランチ終了、仙人峠を出発 

12:14 林 本部 中尊寺を出発する。前沢SAに向かう 

12:14 C 本部 11:50に釜石保健所に着 

12:16 林 本部 中尊寺を出発する。前沢SAに向かう 

12:16 鈴木 本部 G班大船渡保健所に着、活動を開始している。 

12:20 C 本部 釜石保健所に着、被害状況の報告アリ、メールで方向

するように指示現着はC班のみ 

12:21 東洋物産 本部 確認の電話2回目 

12:28 山口 本部 眞瀬グループ大船渡HP到着 

12:29 岩崎 本部 H班白石峠、大船渡まであと10km 

12:30 柴田 本部 I班前沢SAに到着 

12:32 G 本部 大船渡保健所で情報収取中、協議後にメールで報告す

る。現着はG班のみ 

12:33 千島 本部 D班釜石保健所に着 

12:34 上門 本部 F班釜石保健所に着 

12:41 林 本部 DRASH展開困難、事前打ち合わせの内容を確認、も

う一度トライ 

12:48 たじ 本部 釜石保健所に着 

12:53 鈴木 本部 G班は、大船渡保健所での本部活動を開始 

12:53 本部 各隊 県内指揮系統図を配信 
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Logistics 
時間 発 受 内容 

14:29 本部 林 車両の手配→レンタカー5台確保、ガソリン→本部か

ら堅調に給油可能なSSを検討中 

14:30 I 本部 ネクスコ→ 

①自衛隊などの参集場所にする 

 →医療チーム以外の対応はできないと返答  

②東京、千葉、神奈川、静岡から20チーム着 

 →1:1:1で各保健所に配分、現地状況は、保健所に 

  直接連絡してくれ、連絡先はメールで送る 

14:40 A 本部 宮古地域の情報 

①支援が必要な施設あり、オク神経外科、訪問看護ス

テーションかがやき 

②宮古地域で他に活動しているチームはあるか 

 →DMATを含めない、活動拠点本部もない 

14:45 C 本部 釜石保健所下部組織DEFの報告はメールでする依頼 

①車両5台→現地で検討を依頼  

②ガソリン→本部から検討へ依頼中と回答  

③水・重油→必要な量を確認して再度連絡ください 

④医療チーム→大槌高へ応援欲しい 

      →前沢SAに調整しろ  

⑤搬送車両→赤搬送のため２台必要 

     →消防に調整するようにうながす 

14:45 C 本部 釜石保健所より 

14:50 本部 前沢SA 岩手医大でOPE中の患者の血液が足りない。前沢SA

を経由する血液センターがいれば連絡ほしい 

14:55 宮古 

保健所 

本部 DMAT活動拠点本部は、ないのか？ 

14:55 本部 宮古 

保健所 

増隊について前沢SAと調整せよ 

14:56 事務員 

伊藤 

本部 大船渡保健所チームがsaigaiメールに誤送信 

15:00 本部 田代 大船渡保健所の誤送信の件連絡 

15:05 千島 本部 シナリオ想定が県立釜石病院から入ってこないので大

槌高で付与を進める 

15:17 本部 大船渡 ガソリン給油可能なGSを連絡→セルフ大船渡SS岡本 

15:50 髙橋

（邦） 

本部 地球局1宮古保健所から宮古HPへ移動 

15:29 小澤 本部 予定より信仰が遅れている釜石保健福祉センターへも

遅れて到着しそう。掲示板を活用してクロノロを活用

する 

15:39 本部 釜石 

保健所 

GS「釜石西SSカメイ」給油可能 

14:45の案件 

 ①車両5台→進展なし 

 ②水・重油→進展なし 

15:42 柴田 本部 前沢SAから東京、神奈川、千葉、静岡各1チーム宮古

保健所に出発させる予定。目標3時間、到着にあって

はワイドスターで連絡する 

15:43 萬年 本部 大船渡HP衛星電話の通信状況悪い 

→保健所コントローラーと相談してくれ 

15:44 A 本部 県立宮古HPからHD患者15名搬送依頼、7//17宙に搬

送してほしい→ 

15:50 G 本部 現在医療チーム7向かっているが追加で4隊DMAT欲し

い→花巻SCUのDMATで調整、明日投入 

15:55 C 本部 大槌高：燃料・水2日分あり、重油50l、水10t欲しい 

車両と赤患者の搬送は消防と調整中 

県立釜石HPからの要請、190人の避難要請 

→詳細情報を送るように指示 

16:12 青木 本部 釜石保健所にて傘下3チームのリーダーミーティング

を19:00~開催する 

16:14 小澤 本部 県立釜石HPの宿泊場所は、会議室となる 

時間 発 受 内容 

12:57 D 本部 D班は、釜石保健所に着し大槌高校に向かう 

12:58 石井 本部 地球局1が都に着 

12:59 A 本部 B班県立宮古病院で活動指示を受ける 

12:59 A 本部 A班宮古保健所で活動開始 

13:01 E 本部 釜石保健所に着 

13:04 F 本部 12:32に釜石保健所に着、国立釜石病院での活動指

示を受ける 

13:08 E 本部 県立釜石病院での活動指示を受ける 

13:10 G 本部 大船渡保健所で活動衛星電話は、北側なので確立困

難設置場所を選定中 

13:10 千島 本部 D班大槌高に出発 

13:10 鈴木 本部 H班大船渡保健所に出発 

13:11 H 本部 H班大船渡保健所に13:05に着し、県立大船渡病院で

の活動となる 

13:13 中込 本部 大槌高にて副校長と事前打ち合わせ終了 

13:17 林 本部 設営開始 

13:21 F 本部 国立釜石病院に出発 

13:21 C 本部 活動場所報告 釜石保健所で活動開始 

13:21 D 本部 大槌高に出発 

13;21 E 本部 県立釜石病院に出発 

13:29 本部 全ｺﾝﾄﾛー ﾗー  研修におけるネット回線の想定を再度確認するよう

にLineで送信 

13:31 G 本部 当面の連絡はイリジウムに、取れなくても後でワイ

ドスターでかけ直す 

13:32 上門 本部 F班国立釜石病院に向け出発 

13:36 高桑 本部 県立宮古病院に実際にHPの調査をさせたい→OK 

13:37 C 本部 被災状況報告メールであり 

13:40 G 本部 被災状況報告メールであり 

13:42 鈴木 本部 花巻SCUに50チーム参集している。移動手段がない

ため派遣は、明日以降になる。また前沢SAに医療ﾁｰ

ﾑ20チーム到着する予定 

13:42 高桑 本部 花巻SCUに50チーム参集している。移動手段がない

ため派遣は、明日以降になる。また前沢SAに医療ﾁｰ

ﾑ20チーム到着する予定 

13:42 青木 本部 花巻SCUに50チーム参集している。移動手段がない

ため派遣は、明日以降になる。また前沢SAに医療ﾁｰ

ﾑ20チーム到着する予定 

13:45 本部 全ｺﾝﾄﾛー ﾗー  付与想定の内容をLineで共有するように指示 

13:46 上門 本部 F班が国立釜石HPに到着 

13:48 林 本部 DRASH設営、受講者が研修本筋に意識シフトするよ

うに 

13:48 I 本部 前沢SAに12:42に到着テント設営中 

13:58 髙橋 本部 E班県立釜石病院到着 

14:05 金子 本部 H班大船渡病院到着 

14:06 髙橋

（邦） 

本部 B班県立宮古病院到着 

14:11 A 本部 Bチームが県立宮古HPで活動中、医療チーム3チーム

追加派遣要請あり 

14:19 小澤 本部 県立釜石病院に病院支援所を設置中 

14:19 柴田 本部 前沢SAに支援チーム20着、東京×5、千葉×5、神奈

川×5、静岡×5 

14:19 林 本部 ドクヘリの時間確認14:30で 

14:28 ドクヘリ

クルー 

本部 ドクヘリ実働のためフライトキャンセル 

14:28 藤原 ドクヘリ

クルー 

フライト依頼OK、林に連絡済み 

実践研修調整本部｜岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター 113 



第3回 日本災害医療ロジスティックス研修  実践研修 

時間 発 受 内容 

18:52 鈴木 本部 県立大船渡Hpの衛星電話使用困難。使える想定で続

行して良いか→ダメ。萬年さんと相談して対応策決め

て 

19:11 青木 本部 19:00からミーティング開始 

19:15 I 本部 ボランティア100名の食事、ガソリン、宿泊先のあっ

せんをして欲しい→できないと回答 

19:22 I 本部 AMAT3隊到着派遣先の指示願い→今日は待機 

19:30 林 本部 想定終了 現在クロノロ見直し中 

19:37 大船渡 

保健所 

本部 合同ミーティング終了 

19:53 萬年 本部 大船渡HPは、保健所に戻った。ことにして大船渡HP

に宿泊。衛星電話通信不可のため一般電話で代用した

い 

20:20 青木 本部 釜石保健所ミーティング終了 

20:23 萬年 本部 県立大船渡病院のチームは大船渡保健所に行ったてい

にして、携帯電話を連絡手段とする→ていはダメ→県

立大船渡病院に残ることにした。通信はメールで実施 

20:12 前沢SA 本部 前沢SA医療チーム配置表をEMIS掲示板にあげた。 

21:22 前沢SA 本部 メール確認→ 

 宮古保健所、東京、千葉、神奈川、静岡 

 釜石保健所、東京・千葉×2、神奈川、静岡 

 大船渡保健所、東京、千葉、神奈川、静岡各DMAT 

医療班は、DMAT5、AMAT3、医療チーム15 

現在は、医療班7、DMAT1、AMAT3が待機中 

22:00 本部  余震発生 

22:04 I 本部 安全確認済み、全員無事 

22:10 林 本部 22:30より10隊が宮古に移動開始予定 

22:10 G 本部 大船渡保健所と市役所は問題なし 

22:15 C 本部 保健所・県立釜石・大槌被害なし 

国立釜石→過呼吸1名→落ち着いた 

22:17 宮古 

保健所 

本部 チームメンバー、建物、地域、県立釜石Hp被害なし 

22:27 林 本部 宮古到着予定1:00、23:00に連絡予定 

22:31 大船渡 

保健所 

本部 メンバー、建物、地域→被害なし 

県立大船渡メンバー、建物被害なし、院内状況確認中 

22:32 柴田 本部 10チーム代表役は、柴田が務める。23:00の連絡は

前沢コントローラー→前沢プレーヤーで前沢SA内で

完結させる（宮古コントローラー奥村了解） 

22:32 宮古 

保健所 

本部 全ての被害状況確認、問題なし、活動終了 

22:47 中込 本部 大槌高ミーティング終了、23:30消灯予定 

22:48 上門 本部 国立釜石病院もミーティング終了 

22:50 本部 林 ガソリンの補給自腹ですよ 

 →受講生で割り勘→1000円 

発電機使用禁止、室内で作業しては？→既に補給中 

22:50 柴田 本部 DRASHの発電機のガソリン切れ→ガソリン補給 

22:51 豊國 本部 県立宮古病院ミーティング終了。23:30就寝目標 

23:10 G 本部 県立大船渡Hp患者問題なし 

23:25 南島 本部 衛星電話撤収します→待機するように南島さんに電話

で指示 

23:33 本部 南島 衛星電話待機を指示 

5:02 柴田 本部 前沢SA、体調不良者なし 

5:56 G 本部 撤収作業開始 

6:01 I 本部 撤収にともない連絡先変更、090-****-**** 

6:06 奥村 本部 宮古保健所、体調不良者なし 

6:11 丹内 本部 県立宮古HP、体調不良者なし 

時間 発 受 内容 

16:15 G 本部 盛岡から調達すると時間を要するので現地災対本部

等へ依頼するように指示 

16:15 C 本部 現在の被災状況報告アリ 

16:20 本部 I GSの現状確認、可能であれば給油ポイントとして良

いか確認→緊急車両のみ可能 

16:34 C 本部 釜石保健所から県立釜石HPの連絡 

190名の病院避難は本当、倒壊の危険有り、赤23人

HD10人合計33人が緊急 

医薬品はメールで依頼する 

16:36 本部 全ｺﾝﾄﾛー ﾗー  DMAT活動拠点本部が各保健所に立ち上がっている 

16:38 本部 青木 DMAT活動拠点本部を演じる件伝達 

16:40 本部長 高桑 衛星電話通信困難了解 ネットのみで対応すること 

16:50 本部 C 県立釜石病院190名避難の件伝える 

赤25名は、花巻SCUから自衛隊機でピストン1機目

は17:30頃県立釜石HP到着予定 

透析患者は、可能な限り地域で対応願う不可能な場

合は花巻SCUで対応 

その他患者は、国立釜石病院を含む地域内で対応願

う 

DMAT5チームピストン時に含めSCUから派遣する 

16:50 I 本部 現在チームにDMATの方がいるが、大船渡に4チーム

追加派遣に対応できるが必要か→可能ならば対応し

てくれ 

17:10 本部 林 雨天時の避難場所の確保についてNEXCOと調整し団

体レストラン確保 

17:12 本部 宮古 

保健所 

下記連絡について 

①重油→県立宮古病院→7/18 14:00着予定 

②HD1名→福祉タクシーが18:00に着、岩手医大が 

 受け入れ 

③HD14名→岩手県立中央病院9名、こうじん病院が 

 5名が受け入れ 

17:27 大船渡 

保健所 

本部 ①県立高田病院→建物全壊 患者40名、スタッフ70 

 名、一般50名 →陸路はダメ 

②気仙訪問看護ステーションと隣接している老健施 

 設患者300名 

17:32 柴田 本部 前沢SA：天候不良を配慮し団体予約室の鍵を預か

り、撤収時に返却 

17:32 柴田 本部 前沢SA 天候を配慮し予約室の鍵を預かった。撤収

時に返却 

17:45 G 本部 荒天のためワイドスター×、イリジウムとする 

17:51 本部 釜石 

保健所 

県立釜石Hpの重油は、18日12:00に重油1t手配した

ことを報告 

18:10 本部 G 酸素が足りないため酸素必要な患者を盛岡に搬送し

たいという問い合わせに対し酸素業者の手配できな

いため必要であれば連絡ほしい旨報告 

18:20 釜石 

保健所 

本部 国立釜石病院にソルラクト150本、生食150本、酸

素ボンベ200l×5必要 

18:25 前沢SA 本部 SAにボランティア100名来た・どうする？ 

18:30 青木 本部 釜石保健所 19:00のミーティング準備 

18:30 本部 林 前沢SAで使い道がなければボランティアは遠野の拠

点に行ってもらえ、夜間の移動は進めない 

18:38 本部 東洋物産 朝のテント片付け東洋物産のみで対応できないか 

→無理→ドライバーの要請を早めにしたことで勘弁

して 

18:43 本部 林 東洋物産の意向を伝える→林：早めに片づけて大船

渡に出発する 

「予定」6:30片付け完了→7:00出発→9:00大船渡

到着→9:30大船渡出発→11:30矢巾到着 

18:50 本部 前沢SA 前沢SAで使い道がなければボランティアは、遠野の

拠点に行ってもらえ。夜間の移動は進めない 
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Logistics 
時間 発 受 内容 

6:13 小澤 本部 県立釜石HP,体調不良なし 

6:15 中込 本部 大槌高、体調不良者なし 

6:23 青木 本部 釜石保健所、体調不良者なし 

6:38 C 本部 釜石保健所から大槌町役場の電話番号問い合わせ 

→理由を確認 

6:39 上門 本部 国立釜石病院、体調不良者なし 

6:49 C 本部 大槌町の役場で調達できるものは調達したい。資機

材・医薬品等 

6:50 G 本部 大船渡保健所から状況報告 

大船渡HPにHD患者50人 

→DMAT対応か？これから調整 

訪問看護ステーション 

→300人(150人介護、70人HD) 

駐車場の救護所の人員と本部運営の人員が欲しい

6~8チームは必要だ 

7:00 本部 宮古 

大船渡

釜石 

保健所 

30チームを派遣した。参加の救護班に連絡をして報

告をしてくれ 

7:21 本部 大船渡 30チーム派遣の報告、6:50の件は解決とする 

7:23 本部 宮古 30チーム派遣・帰還の報告 

7:26 本部 青木 釜石保健所に帰還のメールが入っているか確認 

→OK 
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今回、受講生の現在位置情報管理には、NTTドコモ社のご協力を頂き、スマート

フォンの端末と『docoですcar』のシステムをご提供頂きました。 

レンタカーのグループ認識用ラベルは、レンタカーへ貼り付けるため、糊残りのな

い(株)光和インターナショナル製のシェルシートを試験的に使用しています。 



第3回 日本災害医療ロジスティックス研修  実践研修 

 調整本部は、岩手県沿岸部を中心に9拠点の統括を行った。ここでの活動は、各拠点を統括する本部機能は言うまでもないが、各施設

でのトラブル時の対応や、仮想機関（県庁・SCU・警察・消防等）として想定付与等を行いながら全体が統一した状況で活動できるよう

バランスをとりながら調整を行うことであった。 

 今年新たに導入した位置情報システム『docoですcar』（NTTdocomo提供）は、受講者の位置を把握し、全体が遅延なく研修施設に

到着できるよう監視を行った。また、メール機能を持ち合わせているため想定付与の一斉送信等全拠点同時ミッション等も容易に行え

た。 

 今年はあいにくの天候により、野営訓練が可能であった拠点は2拠点にとどまったが、実施したチームは貴重な経験ができたのではな

いだろうか。 

 また、例年問題となる通信の確保に関しては、設置に時間を要するものの、時間経過とともに情報共有は可能となったと考える。 
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第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 



Generalization 



第3回 日本災害医療ロジスティックス研修  

藤原（岩手医科大学）：それでは始めますので、ご着席をお願いいたします。各グ

ループより代表の方各１名、前のテーブルまでお願いします。 

 それでは始めたいと思います。ここでは先ほどの発表のところではなかなか時間が

なくて話題にできなかった部分や、質問したいことがあったなど、前の代表の方を含

め、フロアの皆さんの方でも何かご意見・ご質問があればご発言ください。活発なや

り取りができればと思っております。 

 いくつかロジスティックスについてテーマを提示しながら、いろいろとトークでき

ればなと思います。では、ここから進行は、本研修会運営委員長であります災害医学

講座の眞瀬智彦にお渡ししたいと思います。 

眞瀬（岩手医科大学）：それでは、大体１時間かけないくらいで進めていきたいと思

います。少し雨も降ってきましたので、早めに終了したいと思いますので、ご協力お

願いいたします。 

 まず、先ほどの発表について、ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？この

チームこれはこうだったのか？とか…何かご質問のある方いらっしゃいますか。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：Ｅチーム広島県興生総合病院の小倉です。 

Iチームの移動中の様子で確認したいのです

が、目的地に行くまでに、途中で避難所を発

見して、そちらを見に行かれたということで

した。その時にEMIS入力したそうですが、こ

れはどういったものをどのように入力された

のか教えてください。 

Ｉ｜中村（大町総合病院）： 

ご質問ありがとうございます。途中で避難所

があるという情報が入った時点で、行けそう

な距離だったので寄りました。確認した情報

は避難者数、男女比、寝たきり老人が5名、小

児が5名、飲み水は必要なし、そこに医療ニー

ズがあるかどうか、透析をしている患者さん

がいるかとか、糖尿病でインスリンを使って

いる人がいるかとか、在宅酸素がいるかとか

を確認して、無いということを確認しまし

た。あとはライフラインです。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：その情報をEMISのどういうところに入力されたのでしょ

うか？ 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：EMISの活動状況入力で入力しました。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：活動状況入力ですか？ご自身のチームの？ 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：はい。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：それは医療班のチームではなくて、DMATチームの活動

情報入力で？ 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：そうなんです。うまくアップできなくて、自施設の

DMATチームとして登録し て入れていました。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：ということは、Iチームさんは医療班というよりは、自施

設病院のDMATチーム的な登録でいかれたと。 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：そうです。EMIS上は。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：いや活動状況入力が医療班だと入力できなかったので… 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：そう、そうなんです。 

Ｅ｜小倉（興生総合病院）：どうやって避難所の入力をしたのかなぁと思ってたので

すけれど、ちょっとわからなかったので聞きました。ありがとうございました。 

Ｉ｜中村（大町総合病院）：はい、すいません。 

眞瀬（岩手医科大学）：えっと、今のEMISのことについては、中山先生から医療班と

DMATの区別についてお伺いしたいと思います。 

中山（兵庫県災害医療センター）：EMISが災害医療のコーディネートするシステムと

して昨年の8月にバージョンアップされて、今なおバグがまだ…それでもかなりバグは

無くなりました。スピードもかなり上がりました。 

 救護班のIDを誰がどうするかとかですね。DMATについては、全体で研修している

のでちゃんと入力できるだろう思いますが…それと、権限ですね。いろんなことをさ

れますので… 

 救護班については、どう与えるかということが問題でして、所属の病院でIDを付与

しようという方向で今検討中なのですが、そのへんがちゃんとしないと入力ができな

いということになります。 

 また、避難所についてはですね、今回の研修では、サービスエリアへ行くまでに急

に避難所のアセスメントするということで、苦肉の策として前述の通り自施設病院の

DMATチームの活動記録入力に情報を上げられたということでした。 

 本来ならば、『避難所情報』というところで、保健所レベルで避難所が事前にしっ

かりと登録されていなければならないわけです。そこにEMIS上でアセスメントシート

の内容を登録できるようになっていますし、今回の研修では別途体験していただいた

SCATシステム等を駆使すれば、避難所のアセスメントができるということになりま

す。現在はその2方向で検討が進んでいます。 

 このあたりの方法については、今後もう少し整理されていくことになると思いま

す。 

眞瀬（岩手医科大学）：よろしいでしょうか？他に何かご質問ありますか？ 

Ｇ｜江川（就実大学）：普段EMISを使う機会がないものですから、EMISの運用と

Command & Controlについてお話を聞かせていただければと思います。 

 実を言いますと、我々のチームが災害対策本部

を立ち上げたと同時に、別の箇所にもDMATが本

部を作っちゃったという設定でした。その中で

EMISの情報を僕らは得たんだけれども、じゃあ

そのControlですね。派遣を要請する時に直接

DMATに言うのか、いったん僕らCommandに対

してお願いするのか、それともそこはCommand

が判断して調整されるのか。で、そこら辺がモヤ

モヤっとした感じでチームの中ですごい混乱した

ということがあって、答えは無いと思うのですが、どのように情報活用したほうが良

いのでしょうか？ 

眞瀬（岩手医科大学）：まず一つはEMISの問題と、それからCommand & Controlの

問題ということで、例えば、医療班とDMATのあり方というか、そういうお話でしょ

うか？じゃあ、とりあえず医療班とDMATについて武蔵野赤十字病院の勝見先生にお

伺いしたいと思います。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：武蔵野赤十字病院の勝見です。まず、医療班とDMATの

違いということなんですけれども、日赤の方ではDMATとして出るチームもあります

し、救護班として出るチームもあるんです。で、しっかりと押さえておかなければな

らないことは、違うのか？ということなんです。DMATも“一”救護班なんですね。そ

の活動としては、その地域には入れば、同じように医療救護班としてどういう役割分

担するか？という視点で捉えないといけないと思います。大いなる誤解があってです

ね、DMATは別、救護班とは全く別であるというような誤解は無くしてもらうことが

必要です。となりますと、大船渡保健所という役割を考えると、自分たちがこの地域

をCommandするんだというのであれば、DMAT、それぞれの救護班、この駒をどう

ゆう風に使っていくか、Controlするのは大船渡保健所ということになります。 

各グループ代表 

Aグループ 宮古医療圏｜宮古保健所 朱田 博聖 東京都立小児総合医療センター 

Bグループ 宮古医療圏｜岩手県立宮古病院 村田 沢人 神奈川県警友会けいゆう病院 

Cグループ 釜石医療圏｜釜石保健所 福永 暁 聖マリア病院 

Dグループ 釜石医療圏｜岩手県立大槌高等学校 長谷 秀彦 香川県庁 

Eグループ 釜石医療圏｜岩手県立釜石病院 松本 倫子 藤田保健衛生大学医学部 

Fグループ 釜石医療圏｜国立病院機構釜石病院 福田 雅治 医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院 

Gグループ 気仙医療圏｜大船渡保健所 江川 孝 就実大学 

Hグループ 気仙医療圏｜岩手県立大船渡病院 山﨑 秀明 筑波メディカルセンター 

Iグループ NEXCO東日本 前沢サービスエリア 中村 厚子 市立大町総合病院 

パネリスト 

眞瀬 智彦 岩手医科大学 災害時地域医療支援教育センター センター長 

中山 伸一 兵庫県災害医療センター センター長 

勝見 敦 武蔵野赤十字病院救急科 部長 

楠 孝司 国立病院機構村山医療センター 事務部長 

市原 正行 国立病院機構災害医療センター 厚生労働省DMAT事務局 災害医療技術員 
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実践研修報告会（パネルディスカッション要約） 



Logistics 
 ただその指揮命令系統は、DMATがどこから派遣されて来ているか。調整本部また

は活動拠点とかいろいろあると思いますが、その中のどこから派遣されて来ている 

か、どことコンタクトすればいいのか、ということを把握すること。それから救護班

がどこから入ったのか。それを把握してこういう風に伝えたいんだと考える事が必

要。するとCommandが整理されると思います。 

Ｇ｜江川（就実大学）：例えばそのDMATチームが何チームか参集したと。じゃあ、

その内の何チームかをお願いしたいという場合は、DMATの総括の方にこちらが

Controlでお願いをするという事でしょうか。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：その通りです。 

そうするとやっぱり非常に指揮命令系統というのを把握しておくとういうことが、被

災地域をどういうCommandの元で自分は来ているかというのを把握することが重要

になってくると思います。まず本当に別ではありませんので。DMATがいれば救護班

が要らないという話じゃなくて、両方の医療資源を地域のためにどう使うかという事

を考える必要がある。それが一番大事だと思います。 

市原（災害医療センター）：災害医療センターの市原です。補足なのですが、今回の

研修ではEMISを使うことを必ずしも前提としてはおりませんでした。それは、今回参

加された方が、必ずしもDMAT隊員ではないというためです。ただ、各グループに

DMAT隊員がおそらくいらっしゃるはずですので、折角なのである程度の医療機関の

情報はEMISに入れてましたし、各グループの中のDMAT隊員が、DMATでない方に

EMISではこういう機能があるとかですね、こういう情報共有ができるというようなこ

とを例示していいただくとか…そんな感じでちょっと使っていただけるといいなと…

いう思いでやっておりました。そのため、ちょっとEMISに関する説明がもしかすると

事前に皆さんに提供が不足していてですね、研修の中で混乱をさせてしまったところ

もあるのかなと思っております。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：Gチームの寶住です。私共の想定ですと、Hチームの

方を大船渡病院の方に派遣している間、情報が

かなり通信が途切れていて、ちょっとうまくこ

ちら側のControlがつかないという状態に陥っ

たんです。その時に、大船渡病院にDMAT隊を

到着していただいて災害の本拠地を立ち上げて

いただいたという情報がこちらに入りまして、

こちらのDMATの待機は想定上なんですけれど

も、衛星通信の状態は良好だったんですね。私

の方ではHグループに対する指揮が上手く取れ

ていないというのがあって、同施設下にいるH

グループにDMATの指揮下に入っていただこうかという案も出たのですけれど、実際

はそういった運用は可能なんでしょうか？ 

勝見（武蔵野赤十字病院）：DMATの指揮下といいますか、どっちが強い弱いの話で

はなくて、その地域に入ってきた医療チームをどう使うか、どう利用するかというこ

とが一番大事な話だったんです。ですから、Gチームですよね？ 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：はい。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：大船渡保健所ですよね？ 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：はい。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：そうすると、大船渡保健所がこの地域をControlしてるん

だというのであれば、逆にその配下にDMATは入ってくる。救護班も全部入ってくる

訳です。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：大船渡に前沢の方からDMATチーム4チーム出ました

という連絡を、僕らの方で大船渡と記録して、判りましたと報告したら、大船渡保健

所ではなくて大船渡病院にDMATが到着して本拠地を立ち上げて、どっちがトップか

よく判らない状態になってしまったという状況で…しかしＨグループは大船渡病院に

居て僕らと連絡が取れないままだったんです。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：その地域のControlをする一番トップはどこか？というと

ころが明確じゃないと、そういう混乱が起こることになります。ですから強そうな

DMATが来ても弱そうな救護班が来ても通信が使えるのであれば、救護班の通信を

使って大船渡医療圏ができるようにしても構わないと思いますし。ですから利用する

のはトップである大船渡保健所。大船渡病院の方が強そうに思えてきたんですか？ 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：そこに“活動拠点を…”という話だったんですよ。

DMATの。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：それはDMATを動かすための活動拠点本部なので、負け

てはいけません。名前だけ聞くと強そうですが、大船渡医療圏を動かすのは大船渡保

健所です。それが崩れると大変なことになります。ただ、保健所が機能しないような

状態になることもあるともいますが、そういう時は一時支援チームの力を借りるかも

しれませんけど。ただしそれは大船渡保健所が力をつけるまでの間そういう力を借り

るということです。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：認識としては、僕らの指揮下にDMATが入っている

ということでよろしいでしょうか？ 

勝見（武蔵野赤十字病院）：指揮下…？！ちょっと指揮下って言葉が今みんながうー

んと言っていますが… 

楠（村山医療センター）：病院の中に、表から来た派遣チームの本部がいくつもある

ということ自体がおかしいと考えますので、病院に支援に入る病院がそこの地域をみ

ると保健所が決めたならば、そこの病院の院長の判断でどのような本部をそこの病院

に作るかというところからまず決めなければいけなくて、その中でDMAT活動拠点本

部がその下に入るかもしれないけども、病院としてもきちんとしたCommandを持

つ、それがその医療圏の中でどのような位置関係にあるかというCommandがあって

という形で整理していただくといいのかなと。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：ありがとうございます。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：あの、すみません。DMAT活動拠点ができたとしても、

それはDMAT運用するための組織ですので、それはなんでそのような組織を作るかと

いうと、地域の方が利用しやすいようそういった形を作っている訳です。名前に負け

ないでください。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：判りました。 

眞瀬（岩手医科大学）：えーっと、なかなか面倒臭いテーマでしたが。 

後ですね、保健所の上のところでCommandを取っていたいのが県の、今回の研修で

は大学というような想定で調整させていただきましたが、基本的には県がCommand

を取ることになります。その本拠地を担当された中山先生から一言だけどんな様子

だったかお話しいただければと思います。 

中山（兵庫県災害医療センター）：今、Command & Controlの話になってます。そ

の大元はこれが皆さんからいただいた情報を元に記載した本部のクロノロになります

（実践研修の実践研修調整本部クロノロジーを参照のこと）。当然いろいろな混乱も

あったようで、先ほどの『大船渡』という言葉だけで下が付いていなかったため混乱

したとか、いろいろあったと思います。情報のやり取りでいろいろあったと思いま

す。 

 ちょっと脱線すると、私は4年前の東日本大震災の時に花巻におりましたが、入って

くる情報の60%は間違ってましたので、そういう意味ではCommunicationの話に

なってしまいますが、音声や日本語の曖昧さというのは非常に問題で、テキストの方

がまだマシです。 

 これは今回の指揮命令系統図です。これは整理したものです。で、岩手医大の本部

というのは実際は県の医療を統括していたという

ことになって、その下に大船渡保健所、釜石保健

所、宮古保健所、前沢SAという4つの本部が出来

て、そこの下に大船渡病院とか釜石病院etcが

あってというところですね。その中で情報を、ま

あ、全て岩手医大の本部に上げる必要はなくて、

それぞれの所属本部に情報を上げたり、それか

ら、結構大事なのが到着報告であるとか、そう

いったことが大事になると思います。 

 この指揮命令系統を意識しておかないと、非常にダメだと。 

 それから移動していくと最初皆さんが行く時はここ（岩手医科大学災害時地域医療

支援教育センター）が本部だったんですが、ここに本部を構えると、次は各医療圏の

保健所が本部ということになります。で、そこに報告をしたり、相談事をする。 

但し、通信が途絶える場合があるので、それぞれの部隊が自立性を持たなければなら

ない。本部もですし、それぞれのチームも災害の時は自立性を持たないといけないと

いうことも大事なポイントです。ただ、報告は必ず入れるということを意識していた

だいたら良いかと思います。 

 それともう一つ、もともとDMATはあまり入れる気はなかったんですが、今回途中

でDMATの応援部隊をいれるというイベントがありましたが、これはちょっと不自然

でした。これ3日目でしたよね想定がね。3日目だったんですけども、通常であれば

DMATは既に現地に入って活動拠点も決まっているはずなんですけど。普通は拠点病

院が多いんですが、今回はごちゃごちゃにならないようにすべての保健所にDMATも

来て、そこが活動拠点本部になっている。言い換えると皆さんの4つの保健所で、両方

マネージメント、というか少なくとも一緒に会議ができる。上下ではなくて、できる

という想定にしちゃいました。それはそれでまた混乱があったということで、先ほど

のような質問があったのかもしれませんが、今回はそういう様にしました。 

 ただ、勝見先生が言われたように、一つの集合場所があって、そこで一緒にミー

ティングをして、それぞれの系統には指示を出す。何をするかは合議して決めるとい

うのが本来のやり方だと思います。 

G｜寶住（獨協医科大学病院）：ありがとうございます。 

眞瀬（岩手医科大学）：論点の一つとして、組織作りCommand  & Controlというと

ころを取り上げようと思っていましたが、質問の中でこの話題となりましたので、な

にかCommand  & Controlについてもうちょっと知りたいというところがあればご発

言いただけないでしょうか。 

市原（災害医療センター）：災害医療センターの市原です。Command  & Control

で、中山先生の話の続きのようになるのですが、我々医療は自衛隊や消防のようにあ

まり指揮系統に慣れていないんですね。で、組織化をして活動をしようとすると、必

ず指揮命令系統図が必要で…ところが慣れていないので指揮命令系統図を作ると逆に

これに縛られちゃうというようなところがあります。今回の保健所がその地域を管轄

いしていて、その下に現場があってと、というような形で、保健所にはその地域内の

現場からいろいろな要望ですとか依頼が入ってくるというようなことがあったと思い

ます。それがそのまま県庁の本部に上がってくる

ということがあったんですね。実災害時を考える

と県庁レベルではほぼ電話も繋がらないような状

態です。今回は研修ですので、県庁レベルの本部

からのレスポンスも結構早い。ですが、実際には

もっといろいろなことを調整しなければならない

ので、県庁に情報を投げてもその回答が返ってく

るのはやっぱり時間がかかります。実際にはそれ

ぞれの保健所なら保健所のレベル、各病院なら 
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各病院のレベルで、確保できる資源はどのようなものがあるかを把握し、まずは各レ

ベルで今持っている問題をどのように解決できるかを検討し、どうやってもこのレベ

ルでは解決できないと判断したら、そこで上位本部に報告していくということをやっ

ていかないと実災害では厳しいのではないかと思いました。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：非常に重要な指揮命令系統。これは講義で話しても

ちょっと解りにくいんですが、皆さん実際こうやって活動すると、非常に指揮命令系

統の重要性が解られたのではないかな、実感されたのではないかなと思います。 

 今度は災害コーディネーターというのが市町村ごとに決められてきています。 

災害医療コーディネーターが病院の先生の地域もありますし、医師会の先生の場合も

あるんですね。そうすると、医師会は救護所を中心とした情報しか入らない場合もあ

ります。そうすると病院はまた別の手段で情報を集めなければいけないということに

なったりしますので、その地域の災害においては、災害医療コーディネーターがどう

いうところまで把握しているのかをリサーチして、それで情報をまとめる必要がある

だろうと思います。今回の研修では、保健所がCommandをするということになって

いましたけど、地域によっては、市で医療本部を作っている場合もありますし、病院

が重要な部分を作っている場合もありますので、その入っていった地域の中で、どこ

が本当に医療のCommandをしているかを見つけだすことは、支援する側としては大

事なことになります。 

眞瀬（岩手医科大学）：今のお二人のコメントで、この論点については大体まとまっ

たかと感じましたので、次の論点に移りたいと思います。 

 この2日の研修で、皆さん一番苦労されていたのは通信の問題ではなかったかと思い

ますが、通信のことについて、ご質問、疑問のある方いらっしゃいますか？ 

 例えば自分が活動した拠点が南側の窓がなくて非常に困ったというグループはどれ

くらいいらっしゃいますか？ 

各グループ代表者：挙手 

眞瀬（岩手医科大学）：９つのチームのうち、１、２、３、４、５。半分くらいは南

側の窓が無かったということですが、これに

ついて、うまい対策を取ったという事例はあ

りますか？ 

B｜村田（神奈川県警友会けいゆう病院）：B

チームです。最後に気付いたんですけれど

も、車両をうまく使って通信を行うというこ

とを当チームでは行いました。今回支給され

たのはハイエースというバンですよね。助手

席のところに座ると台もあって楽なんですよ

ね。どうしたかといいますと、運転席を南側の開いたところに向けて駐車して、雨

降っていたんですが、通信を行ったという例がありました。具体的には、運転席側の

窓に衛星電話のアンテナを立てて南側に角度を調整し、助手席との間がちょうどいい

台になっていましたので、電話をしながらメモが取れました。雨が上がりきっていな

かったので、ワイパーを止めたり、窓に雫がいっぱい付いた状態で通信ができるかと

いうところまでは検証ができなかったのですが、雨が降っていても一応通信ができま

した。 

 車両の中で通信をするというのも一つの方法なのかなと、今回の研修で気づきまし

た。 

眞瀬（岩手医科大学）：確かに車載型の衛星電話があれば一番便利なのですが、市原

さん、南向きが取れない場合のいい対策などありますか？ 

市原（災害医療センター）：もうそれは南向きを確保するしかないですね（笑） 

あとは使う場所と、いかに繋ぐかという話で、それぞれの現場でコントローラーから

フィードバックがあったのではないかと思います。 

B｜村田（神奈川県警友会けいゆう病院）：なぜそうしたかというと、Bチームのサイ

トは熊が出るということで野営を断念したという経緯がありまして、車両の中であれ

ば、熊が襲ってきても命は大丈夫であろうということで、そのような策を取ったとい

うことがあります。 

眞瀬（岩手医科大学）：どうしても本部と衛

星電話の本体が離れているということで、絶

対に情報を切らさないという事であれば、傘

をさしてでも情報を取らなければいけないと

う状況になることもあると思います。ただ、

そういうことを避けるために、藤原！ 

藤原（岩手医科大学）：はい。うちのチーム

が出動する場合は、100mの電話線を必ず

持っていきます（現物を掲げて）。これ電話

線ですし、これはインターネットのケーブル。これも100mです。このようなもので

さっきの問題は解決できます。これは、岩手医大の施設課にお願いをして、建物の中

は長い電話線やインターネットの信号線はいくらでも通っているので、『わかりまし

た、作っておきますよ！』って、うちの施設課で簡単に作っていただきました。例え

ば一つの対策案ですが、こういったものを有効活用されると良いかと思います。 

中山（兵庫県災害医療センター）：昨日の研修の中で、ちょっと意地悪だったんです

けど、衛星電話の通信環境を構築できない場合は電話は繋がらないという原則で押し

通しましたけど、Wi-Fi等々は後で使えるようにしましたが、そういったものも使わな

いといけません。 

 あと常時接続をしないといけないかということです。今なんか常時接続は当たり前

のようになってきたので、ネットにせよ衛星電話にせよ、常時接続していないと不安

感があるようになってしまいました。よく考えると、さっきのCommand & Control

で考えると、Commandしている方は沢山情報をいただかなければならないし、万が

一の時の情報も要るとすると常時接続は望ましいんですけど、派遣されている方は情

報を伝えなければならない時だけ接続する、常に繋がなくてもいいという発想。切り

ませんか？という話。例えば定時報告することで常時接続しないという手もあります

し、そういったことも視野には入れていかなければないのかなと思います。 

楠（村山医療センター）：もう一つだけ。今回は研修の中ではルールが決められてい

て、自分たちで必ず通信手段を確保しなさいということでした。実際本当に使えな

かったらどうするか？の中で、今、中山先生のおっしゃった定時連絡という手段はあ

るのですが、緊急に受けが必要になる場合もあります。じゃあ、繋がるところはどこ

なのか。衛星電話、自分たちが使えない時もある。であるなら、もし病院に支援には

いっているなら、病院は衛星電話が使えているのか使えていないのか。まあ、病院以

外でもどういう手段で緊急用の物を持っているのか。大体公的機関に行けば、行政防

災無線なんか入ってたりするわけですから、何かの時に、自分たちは繋がらないから

ここに連絡をしてくださいとか、必ず連絡が取れる経路だけは確認して確保しておく

という、これだけは鉄則という形でお願いをしたいと思います。 

中山（兵庫県災害医療センター）：プラスアルファとして、常時接続していると当然

皆がすると、衛星電話といえどもオーバーロードする可能性があるかもしれません。

それとバッテリーですね。今回電源が確保できていたからよかったのですが、バッテ

リー環境で活動する場合、かなり節約して使わなければならない。この2点を考えるべ

きだと思います。 

A｜細川（大阪医療センター）：大阪医療センター細川です。お疲れ様です。 

通信に関してなんですけれども、主に宮古で活動

していたAチームとBチームは、定時連絡という

形で、常時連絡を取れない状況で活動していまし

た。そんな中、余震のあったときにですね、緊急

に連絡を取らなければならなくなりました。県立

宮古病院の場合はちょっと高台にあったので、津

波の心配は無かったのですけども、もしも活動場

所が津波の被害を受ける可能性がある場合、例え

ば30分後に津波が来るという情報を緊急に伝え

たい時に、今回の状況では伝える術がなかったんですね。たまたまお互いの思いがリ

ンクして、たまたまお互いがそれぞれ衛星電話を立てに行っていたと。そしてたまた

ま繋がったという状況でした。これがどっちかが繋げていなかったら、もう見殺しに

してしまうのかなと思ったときに、どういう連絡手段がいいのか。何かいい案があれ

ば教えていただきたいなと思いました。 

Ｇ｜江川（就実大学）：私たちのところも、余震の時は同じように連絡が取れなく

て、たまたま繋がったんですが、向こうからつながる前、こちらから一人伝令に出る

寸前でした。だから誰か一人走って連絡を取るということを試みようとしていまし

た。 

A｜細川（大阪医療センター）：我々も15分行ったところに県立宮古病院がありまし

たので、行こうかと思いましたが、『津波が来るかもしれないところに行かす』とい

う判断がリーダー的にはなかなかできなくて、すごい迷ったんですが、行かすのは

ちょっと危ないだろうというところで、迷いました。 

G｜江川（就実大学）：津波の心配なしの後です。 

A｜細川（大阪医療センター）：あ、無しの後ですね。あー。その津波のあるよって

いうのを伝えたい時に、なんか案があるかなと。 

楠（村山医療センター）：津波だけの話を考えてしまえば、例えばですけれど、基本

的に各チームは安全管理をしなければいけない訳ですから、もし地震があって津波の

可能性があるとするならば、必ず津波が来ることを想定して一旦安全なところに退く

ですとかですね。これは基本的な安全管理の鉄則です。あと、情報が欲しければ自分

達から通信を確保するなり、消防、警察、役場そういったところに行って情報を得る

のも一つの手です。 

A｜細川（大阪医療センター）：今回、お互いその思いがあったので、できてたのか

なと思うのですが、30分後に…というのがすごい心にあってですね、上位組織だった

ので、親が子を思うというところで、実際にあったらどうするのかなと思ったので

す。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：非常に重要なお話でですね、じゃあ連絡取れないから1人

2人伝令に出せば良いかといって、その人たちがもし帰ってこなければ、もう本当に情

報は取れないですよね。危機管理を考えると、やはり原則はチームで動くということ

をしないとですね、その人たち帰ってこなければ連絡が取れません。ですから伝令を

出すのであれば、ある程度大きなグループで伝令を出して、何分後にまた戻ってくる

という予定をしっかりとしないといけないと思います。それで、ダメだったら帰って

くるという指示を与えておく。国際救助隊でも整理されているはずですが。実際離れ

てしまうと、震災時に東京でもそうでしたが、全く連絡が取れなくなってしまったと

いうことがありました。その人はどうしたんだろうということもありますので、被災

地においてはその話は非常に重要だと思います。 

大友（国際協力機構）：国際とかいう声が聞こえましたので、海外では電話が繋がら

ないケースが多いですし、この前のネパールでも大きな二次災害で我々身動きできな

くなった時もあるんですけども。その時、我々の本部というのは首都にあったんです

が、全然連絡がつかないんですね。そんな時どうするかというと、我々は二次災害に

あった方なんですけれども、その時、今言ったよ

うに心配している人達がいるのが判る訳で、例え

ば日本の災害であっても、岩手であった災害で、

いろんなところから情報が送られてきている場

所、例えば東京であるとか、大阪であるとか、被

災とは関係のないところに一回連絡をして、そこ

から岩手県の盛岡に繋いでもらってとか、電話番

号を伝えてそちらからトライしてもらう。安定し

たところからの方が連絡が付きやすいというケー 
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スがあります。それでもダメな場合というのもありますが、一つの選択肢としては、

被害を受けていないところに一度連絡をして、安定したところからかけ直してもら

う。被災を受けた方の心得として、衛星電話であれば電波さえ捕まえれば届くわけで

す。盛岡であったり保健所の電話回線が混んでいて繋がらない場合は、自分の派遣元

に連絡をして、そちらから連絡をしてもらうという手段も一つあるのかと思います。 

A｜細川（大阪医療センター）：ありがとうございます。 

高桑（伊豆赤十字病院 ）：宮古のコントロー

ラーをしておりました高桑です。お疲れさま

でした。常時接続と定時連絡ということなの

ですが、定時連絡の場合は、1時間毎、30分

毎、15分毎、ともすると2時間毎でもいいの

かもしれませんが、その時々に応じてルール

を決めますよね。今回宮古の場合は、両者が

余震だということに気が付いたわけで、そう

いうアラートがあった場合は、常時接続に変

えるという約束事を作っておく。通常時は1時間接続、30分接続だけれども、何か

あった場合はすぐ立ち上げろよ、ということをお互いに約束事として作っておくとい

うのもよかったかなと。あともう一つは、トランシーバーがなんとなく通じるか、通

じないかでしたよね。室内でやるとちょっと無理だったんだけど、屋外出ていくとあ

の距離ですと通じたかもしれない。ただ残念なことに充電器を持っていっていなかっ

た。というのもあったりしましたので、複数の通信手段をいろいろと用意していただ

いて、これがダメだったらあれ、ということでご準備いただいたほうが良いのかなと

思います。 

中込（新潟大学）：1分だけで終わります。東

日本大震災の時、実際、僕は眞瀬先生と県庁

にいたんですけれども、海面が下がっている

という情報がありました。この時に県南部に

はDMAT展開していたので、なんとかして連

絡を取ろうということで、EMISを使ったり、

消防にお願いしたり、防災無線を使ったり、

警察や海保にお願いしたりということを全部

やったのですが、最終的には先ほどの危機管理でもありましたが、皆さんを信じるし

かないということに県庁ではなってしまいました。最終的には全員安否が確認できた

という結果が入ってきてホッとしたという経緯がございます。 

市原（災害医療センター）：衛星電話についてなんですが、こういう研修や訓練をや

ると、必ず衛星電話が繋がらないことが発生します。皆さん今回使っていただいた衛

星電話って普通の携帯電話のように使い勝手は良くないですね。これが例えば50年後

とか100年後とかになると、もっと普通の携帯電話と同じような使い勝手になるのか

もしれませんが、今はそうじゃないんです。それであってもロジとしてはそれを使っ

て通信を確立しなければならない状況があり得ます。それは国内であっても、東日本

大震災の時でもそうでした。ですので、皆さんにお願いしたいのは、1回2回の訓練・

練習だけではないと思いますけれども、例えば今回使用してみて、『なんだ衛星電話

使えないじゃん』という風に、衛星電話のツールそのものが使えないという判断は是

非しないでいただきたいと思います。ロジとしては、もう明日災害が起こったら、今

の衛星電話を使わざるを得ないので、先ほど藤原さんからもありましたし、コント

ローラーからもいろいろと助言がありましたが、そういったものも含めて、どうやっ

て衛星電話をちゃんと使いこなすかということを、我々が考えなければならないとい

うことだと思います。 

中山（兵庫県災害医療センター）：フェールセーフの考え方からいくと、2つ3つ衛星

電話も含めて何とか通信を確保しようということになります。東日本大震災の時に私

も花巻のSCUに居りましたけれども、上位本部を経験すると、チームを派遣した後の

責任ということで、安否確認は非常に大事なことになります。何か異常が起こった場

合は、改めて最初の行動に戻って確認し合う、それがEMISなのか、Wi-Fiでもいいで

す。実は今回コントローラー間の情報共有は全てLINEを使っていました。Wi-Fiを活

用すれば、チーム内の連絡はLINEのグループでやろうという話もあるかと思います。

いずれにしろ、コミュニケーションの方法を2段3段構えで作っておくということが大

事だと思います。 

眞瀬（岩手医科大学）：大体、今の中山先生の複数の通信手段を確保するということ

をきちっとやるということと、定時連絡、また何かイベントが起きた時には連絡が取

れる状況にしておくというのが一つのポイントになるかと思います。 

A｜関（信州上田医療センター）：Aグループ

の信州上田から来ました関と申します。お疲

れ様でした。先ほどＡグループの細川先生か

らお話があった派遣したBチームへの安否確

認の方法を、後でちょっと思いついたんです

けど、隣に消防署があったので、そこの署長

さんに連絡をして、広域にお知らせをするス

ピーカー等を使わせてもらうというのはあり

ですか？ 

楠（村山医療センター）：使えるものは全て把握をしておくことがまず大事です。で

すから、本当に知らせなきゃいけない緊急事態の場合は、それでも内容によります

が、津波が来るというような状況を伝えなければならない時は、しなきゃいけないの

で、それはアリです。 

 でも、個別なことに対して一般住民にも伝わってしまいますので、放送する内容を

判断すれば、手段の一つとして把握しておくことは大事だと考えます。 

A｜関（信州上田医療センター）：ありがとうございます。あともう一つ思ったこと

がありまして、自分たちが安否確認を受けると同時に、上位組織の岩手医科大学にこ

ちらが安全であることを報告することも大事だと思いました。以上です。 

眞瀬（岩手医科大学）：なにか新しいイベントが起きた時には、下の組織の面倒を

ちゃんと見るということと、上の組織に自分たちは安全ですよという報告をするとい

うことは原則だと思います。どういうのをイベントとするのかということは難しいと

ころではありますが、例えば余震ということであれば報告するのが必要だと思いま

す。あと何かありますか？ 

 それでは次の論点に進みたいと思います。宿泊のことについて、少しディスカッ

ションしたいと思います。１つはトイレ。ラップポンを持っていっていただいたグ

ループが結構いたと思いますが、使われた方、ちょっと手を挙げてみてください。 

会場の参加者：数名が挙手 

眞瀬（岩手医科大学）：その辺りの方々は持っていかなかったグループですか？もっ

ていって使わなかった人。チームとしては持っていったけど、使わなかった人は？ 

会場の参加者：数名が挙手（先ほどより少なめ） 

眞瀬（岩手医科大学）：使わなかった理由は、ちゃんとトイレが確保されていたから

ということですか？では、使った方から2、3お聞きしたいと思います。設置場所と、

運用方法があれば教えていただきたいのですが。 

Ｇ｜江川（就実大学）：Gチームですけど、保健

所の中のトイレが断水で使えないという状況下

で、プライオリティ用のトイレをお貸しいただい

てその中に設置しました。ルールとしては、説明

書を貼って使い方が判りやすいようにして、停電

中という設定ではあったのですが、自動的に電灯

がつく設定でしたので。皆さんあと男性でも座っ

て用を足すということでルール化しました。 

眞瀬（岩手医科大学）：なにか他に、皆さんの方でトイレについてルール作りされた

チームはありますか？ 

D｜長谷（香川県庁）：Dグループです。高校の体育館が活動拠点ということで、体育

館の外の屋外に設置したんですけれども、バッテリーでシーリングをしたり、カット

をしたりする訳なんですけれども、それだとバッテリーがいつまでもつか判ったもん

じゃないということで、使うときはバッテリーを繋いで、出るときは抜きなさいよと

いう貼り紙をして運用しました。 

勝見（武蔵野赤十字病院）：そういうやり方で皆さんバッテリーは持ちましたか？ 

D｜長谷（香川県庁）：うちは十分持ちました。みんな結構我慢して活動してました

ので…回数だいぶ減らしてたんじゃないかなぁと思いながら。 

D｜参加者の方：20回ぐらい。カウンターついているので、たぶん全体で20回ぐらい

使っています。 

D｜長谷（香川県庁）：だそうです。 

眞瀬（岩手医科大学）：あと宿泊に関して、各チームに必ず女性がいらっしゃったと

思うのですが、宿泊についてなにか男女のことで考えられたことはありますか？全然

関係なしに活動しちゃったよというグループもあるかもしれませんが、多少気を使っ

たとか、これについても何かルールなりこうしようということがありましたら教えて

いただけないでしょうか？ 

Ｆ｜福田（医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院）：Fグループですけれども、雨が

降ったために宿泊所を貸していただきました。ちょうど3部屋貸していただきましたの

で、自然と一番端を女性に、真ん中を男性に、もう一つを事務室にして、特にルール

決めをしたわけではないんですけれど、自然とそういう様になりました。 

Ｇ｜江川（就実大学）：Gチームなんですけれど、一部屋に寝袋で寝るというシチュ

エーションだったんですけど、テーブル等で仕切りを作りましょうかと言うと、そん

なのいらん！と言われてしまいました。 

C｜福永（聖マリア病院）：Ｃチームは保健所内で宿泊できたんですが、全員雑魚寝

するという訳ではなく、女性用にテントを1貼屋内に貼って、その中で女性には寝ても

らって、男性は床に雑魚寝という形を取りました。 

眞瀬（岩手医科大学）：いくらか女性の方からコメントいただけますか？ 

Ｅ｜松本（藤田保健衛生大学医学部）：Ｅグループなんですけれども、もう一部屋

使ってもいいですよということで病院の先生から言っていただいて、それで自然の流

れで女性と男性で分かれてしまったんですが、女性の立場から言うと、今回トレーニ

ングで行っていて、部屋があるんだったらまあ分かれて使おうかということになりま

したが、実災害ではそうも言ってられないので、別に部屋が無ければ、一緒でもいい

のかなと思ったのですが、トイレをあまり深く考えずに部屋の中に作ってしまったの

で、そこに関しては、女性は使い辛いなという

ことがありました。トイレは自然と使わなかっ

たです。 

Ｇ｜深尾（神戸大学医学部附属病院）：先程、

パーティションで区切ることを拒んだ女子なん

ですけれども、一応会議室をお借りしてた 

ので、入り口が2ヶ所くらいありまして、端っこ

の方を女性二人で使わせてもらいました。 
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防犯のためということで、ドアのところに机を置いて一応施錠したような形にして

守っていただきました。ありがとうございました。 

眞瀬（岩手医科大学）：寝場所とトイレということも大事ですが、食事についても

ちょっと触れたいと思います。Ｂグループには栄養士の方がいらっしゃって、美味し

い食事を頂いたというお話がありましたが、ちょっとそこのところコメントしていた

だけないでしょうか？ 

Ｂ｜下浦（公益社団法人日本栄養士会（兵庫

県立がんセンター））：日本栄養士会の下浦

と申します。よろしくお願いします。今回も

このような形で研修に参加させていただきま

してありがとうございます。食事のことなん

ですけれども、被災者の方々に我々支援をし

て、折角先生方が助けられた命を、栄養不良

等で無くしてしまうというのはあり得ません

ので、被災者の方々には我々はそちらの方面でサポートをする訳なんですが、皆さん

のような救護班の先生方の健康を守るという意味でも、取られる栄養というのは大切

かなと思いまして、今回そういった意味ではチャレンジで、皆さんにどういった食事

が提供できるか試してみました。特別我々が何か持って行ったものではございませ

ん。こちらから提供されたものを少しアレンジをしたりとか、ちょっと温め直した

り、ちょっと形を変えてみたり…という形でみんなで会食ができたのが良かったかな

と思います。ちょっと私の勝手な判断ですので、なにか皆さんからご意見いただけれ

ばと思います。また同じようにJDA-DAT号というのをご厚意でセンターの前に展示さ

せていただいておりますので、もしよければお帰りの際にちょっと寄っていただい

て、災害時の支援車両ということでご覧いただければよいかなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

眞瀬（岩手医科大学）：ありがとうございました。 

Ｂ｜下浦（公益社団法人日本栄養士会（兵庫県立がんセンター））：残飯をラップポ

ンで処理させていただいたということもありましたので、そういった意味では非常に

良かったかなと思っております。 

Ｂ｜阪井（国立大学法人名古屋大学医学部附属病院）：Ｂグループの阪井です。ラッ

プポンで残飯を片づけさせていただいたんですが、説明書を見たら、一応凝固剤と汚

物以外の物は入れないでくださいと記載されていたので、一応メーカーに確認された

ほうが良いかと思います。さっき気付きましたので補足しておきます。 

眞瀬（岩手医科大学）：だいぶ時間が迫ってまいりましたが、医療班のチーム編成の

中に必ず栄養士さんを入れるというようなことは考えられたりしていますか？ 

パネリスト一同：顔を見合わせて苦笑い 

眞瀬（岩手医科大学）：やっぱり食に関しては、温かいもの、美味しいものを食べれ

るという事であれば、いい仕事ができるのかなとも思います。 

全体を通して何かご質問がありますか？ 

大野さん、何か言いたそうだという事なので、何か一言ありますか？大丈夫ですか？ 

大野（国立病院機構災害医療センター）：大丈夫です！お疲れさまでした！ 

中山（兵庫県災害医療センター）：今回の2日間の研修で皆さんストレスがあったと思

うんですけれど、本当の災害の時にはもっとすごいストレスがかかります。本部や、

特にリーダーをされた方のストレスは、メンバーをどう動かすかという中で結構大き

いんですね。今回の研修では、皆さんのチームワークは非常に良かったようですけれ

ども、そういったストレスがかかるような環境の中で、長い期間活動しているとチー

ム内の人間関係というのは非常に大事になります。人間関係がストレスになること

は、ひょっとしたら今回もちょっとあったかもしれませんけど、本当の災害の時って

ものすごく大事なんです。チームメンバーはそこのところを全部織り込み済みとし

て、衝突を避けるようなことをしないといけないんです。メンバー間のやり取りや、

本部とのやり取りの中で、絶対いろいろあるんです。いろいろある中で、うまく仕事

を流して、命を救ったり、我々がしなければならないことを如何に成し遂げるかとい

いうところにいつも立ち返って、いろいろと判断しなければいけないんだということ

をお伝えしておきたいと思います。 

 それから受援される方とか、他のいろいろな人たちと会う機会もありましたよね。

そこでも我々が救護活動をやりたいやりたいばっかりでは…強すぎる思い込みとか押

し付けは避けないといけない。だけどまあ、なんかできることをうまく提示してやっ

ていかないといけない。 

 今回私自身の感想では、DMAT等々も進歩しましたけど、被災地の災害医療環境ど

ない？という観点からは、今回のような被災地の医療機関や保健所へのロジ支援とい

うのは非常に大事で、はっきり言って医者が行かなくても地元の医療を支えるのは、

こういったロジに特化したグループが行けば、非常に効率も良くなります。 

 もう一辺立ち戻りますと、まずはコミュニケーションがうまくできるかどうかとい

うことになると思います。 

 もう一つは、こういった研修が本当にできるのは、特に今回の研修をいろいろお世

話された事務局、岩手医大の方々のおかげです。研修の運営、それこそこれがロジス

ティックスそのものなんですね。準備から、今日は撤収もあると思います。という中

でいろいろと見本を示していただいたということで、本研修の事務局の方々と、岩手

医大の災害時地域医療支援教育センターの方々に、皆さんを代表して感謝をしたいと

思います。どうもありがとうございました。 

眞瀬（岩手医科大学）：では、ちょっと予定より時間をオーバーしてしまいました

が、これで実践研修報告会を終了したいと思います。皆さんお疲れさまでした。 

実践研修報告会（パネルディスカッション要約）/全体総括 

 今年度は3回目となる開催であった。昨年度からの変更は新たに気仙医療圏を活動拠点として追加したことである。気仙医療圏は東日本大震災時

においても甚大な被害を受けた地域の１つで、実際に被災した地域においての実践研修で受講者は多くのことを学べたのではないかと考える。 

 この研修の獲得目標である「ロジスティクスの基礎」「各拠点での本部立ち上げと、本部内におけるロジスティクス」「多組織間の連携について

理解する」について振り返ってみる。 

 ロジスティクスの基礎に関して、まず目的地までの円滑な到達であるが、災害時の道路状況は多くの規制があり、走行にも十分な安全管理が求め

られる。如何に効率よく目的地まで到達するか、ルート選定等学ぶことができた。また、食料は非常食の副食に加え、50人分アルファ―米を2セッ

ト準備し持参させた。1チーム約10名の班編成でどのように使うかは班任せとなったが、各班様々な工夫を凝らしていた。宿泊に関しては、あいに

くの天候にもかかわらず2チームが屋外でのテント泊を実施した。馴れないテント設営やDRASHの設営など良い経験ができたと考える。 

 本部設置～運営はロジスティクスにとって非常に重要な活動である。本部設置のポイントとなるレイアウトや円滑な活動を司る情報収集・記録・

共有などロジスティクス能力を最大限発揮しなければならない。本部レイアウトは各拠点部屋の広さ等を考慮し効率の良いレイアウトにできてい

た。通信手段の確保においては、全ての拠点で衛星電話の設置可能な南側が開口した部屋を借用することができなかったため大変苦慮されていた。

しかし、実災害時はどのような状況でも衛星電話の設置は必須となるため、延長コードや複数の通信手段の必要性を分かっていただけたであろう。

また、収集した情報、発信した情報は全て記録としてクロノロに残さなければならない。しかし情報を漏らしているチームが複数見受けられた。懸

案事項が漏れることにより対応の遅れとなり、対応結果を記載しないことにより進捗状況が分からなくなる可能性がある。記録の重要性を再認識し

ていただきたい。 

 最後に多組織間の連携として、今年度は地域災害医療コーディネーターの先生方が実際に拠点へ赴き活動していただいた。地域性をよくご存じ

で、医療班にとってはコーディネーターに助言をいただきながら活動しなければならないが、連携が取れていなかったのではないか。土地勘のない

医療班が被災地へ入り、活動する施設の担当者や地域災害医療コーディネーターとの連携が活動自体を大きく左右すると言っても過言ではない。 

 3日間で受講生には、災害医療におけるロジスティクスを学んでいただき災害時如何にロジスティクス業務が重要か身をもって理解していただい

たのではないか。この研修では通常の営みができる環境ではあったが、実災害時は厳しい環境下であり、限られた資源（人・モノ）と限られた期間

でどれだけ有効な活動ができるかが重要になってくる。与えられた任務のみならず、あらゆる事柄を引き受けるという気持ちで活動することがロジ

スティクスには必要になることを理解いただき、今後の災害医療に役立てていただければと考える。 

 最後になりましたが、本研修を実施するにあたり、ご協力賜りました施設・施設のご担当者、並びにご後援、ご協賛くださいました皆様に心より

感謝申し上げます。 

第3回 日本災害医療ロジスティックス研修運営委員長 眞瀬 智彦 
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班 氏 名 氏 名（ふりがな） 職種分類 都道府県 所属機関名 

Ａ  

朱田 博聖 あかだ ひろまさ 医師 東京都 東京都立小児総合医療センター 

山野内 博見 やまのうち ひろみ 看護師 青森県 八戸赤十字病院 

尾形 知美 おがた ともみ 薬剤師 宮城県 大崎市民病院 

三木 隆弘 みき たかひろ 医療系技師 東京都 日本大学病院 

細川 徹 ほそかわ とおる 医療系技師 大阪府 国立病院機構大阪医療センター 

石峯 康浩 いしみね やすひろ 医療系事務職 埼玉県 国立保健医療科学院 

関 実希子 せき みきこ 医療系事務職 長野県 国立病院機構信州上田医療センター 

Ｂ  

山上 佳世子 やまがみ かよこ 看護師 秋田県 ＪＡ秋田厚生連かづの厚生病院 

阪井 祐介 さかい ゆうすけ 薬剤師 愛知県 国立大学法人名古屋大学医学部附属病院 

下浦 佳之 しもうら よしゆき 医療系技師 東京都 公益社団法人日本栄養士会（兵庫県立がんセンター） 

村田 沢人 むらた さわと 医療系技師 神奈川県 神奈川県警友会けいゆう病院 

吉野 未希子 よしの みきこ 医療系技師 大阪府 島田病院 

山内 延貴 やまうち のぶたか 医療系事務職 千葉県 日本医科大学千葉北総病院 

Ｃ  

菅野 雅之 すがの まさゆき 医師 群馬県 国立病院機構高崎総合医療センター 

北田 成沙 きただ なりさ 看護師 岩手県 盛岡友愛病院 

福永 暁 ふくなが さとる 薬剤師 福岡県 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 

原田 浩美 はらだ ひろみ 医療系技師 東京都 国際医療福祉大学 

道祖尾 憲二郎 さいのお けんじろう 医療系技師 鳥取県 鳥取県立厚生病院 

若松 大輔 わかまつ だいすけ 医療系事務職 東京都 日本赤十字社東京都支部 

Ｄ  

大沢 聖 おおさわ ひじり 看護師 岩手県 岩手県立久慈病院 

桑江 航 くわえ わたる 薬剤師 神奈川県 茅ヶ崎市立病院 

伊崎田 和歌 いさきだ わか 医療系技師 千葉県 千葉県救急医療センター 

平岩 竜之介 ひらいわ りゅうのすけ 医療系技師 神奈川県 医療法人財団明理会東戸塚記念病院 

藤井 貴文 ふじい たかふみ 医療系事務職 北海道 北見赤十字病院 

浦野 克司 うらの かつじ 医療系事務職 福岡県 国立病院機構九州医療センター 

長谷 秀彦 ながたに ひでひこ 行政職員 香川県 香川県庁 

Ｅ   

阿部 喜子 あべ よしこ 看護師 宮城県 東北大学病院 

中村 祐樹 なかむら ゆうき 薬剤師 滋賀県 大津赤十字病院 

深谷 貴広 ふかや たかひろ 医療系技師 新潟県 国立大学法人新潟大学医歯学総合病院 

小倉 康弘 おぐら やすひろ 医療系技師 広島県 興生総合病院 

赤坂 知衡 あかさか としひろ 医療系事務職 秋田県 市立鹿角総合病院 

松本 倫子 まつもと りんこ 医療系事務職 愛知県 藤田保健衛生大学医学部 

Ｆ 

佐野 真由美 さの まゆみ 看護師 栃木県 自治医科大学附属病院 

和氣 幸佑 わけ こうすけ 看護師 兵庫県 医療法人川崎病院 

齋藤 明子 さいとう あきこ 薬剤師 愛知県 名古屋記念病院 

小田 敏徳 おだ としのり 医療系技師 和歌山県 済生会和歌山病院 

福田 雅治 ふくだ まさはる 医療系技師 佐賀県 医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院 

見浦 継一 みうら けいいち 医療系事務職 東京都 社会福祉法人恩賜財団済生会 

中川 俊彬 なかがわ としあき 医療系事務職 大阪府 日本赤十字社大阪府支部 

Ｇ  

寶住 肇 ほおずみ はじめ 医師 栃木県 獨協医科大学病院 

生内 秋子 おぼない あきこ 看護師 岩手県 盛岡赤十字病院 

江川 孝 えがわ たかし 薬剤師 岡山県 就実大学 

深尾 佳世 ふかお かよ 医療系技師 兵庫県 神戸大学医学部附属病院 

知花 浩也 ちばな ひろや 医療系技師 沖縄県 国立病院機構琉球病院 

金井 正裕 かない まさひろ 医療系事務職 埼玉県 深谷赤十字病院 

小原 裕樹 おはら ひろき 医療系事務職 千葉県 東京慈恵会医科大学附属柏病院 

Ｈ   

山﨑 秀明 やまざき ひであき 看護師 茨城県 筑波メディカルセンター 

冨田 智子 とみた ともこ 医療系技師 千葉県 亀田総合病院 

野原 剛 のはら つよし 医療系技師 沖縄県 社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 

松村 康弘 まつむら やすひろ 医療系事務職 東京都 大森赤十字病院 

池田 初男 いけだ はつお 医療系事務職 東京都 国立病院機構災害医療センター 

島袋 正洋 しまぶくろ まさひろ 医療系事務職 沖縄県 南部徳洲会病院 

Ｉ 

中村 厚子 なかむら あつこ 看護師 長野県 市立大町総合病院 

佐藤 由利 さとう ゆり 医療系技師 東京都 東京医科歯科大学医学部附属病院 

高宮 哲夫 たかみや てつお 医療系事務職 静岡県 静岡済生会総合病院 

小坂 靖和 こさか やすかず 医療系事務職 岡山県 岡山県精神科医療センター 

大城 実 おおしろ みのる 医療系事務職 沖縄県 医療法人沖縄徳洲会中部徳洲会病院 

平野 雄一 ひらの ゆういち 消防 岩手県 花巻市消防本部 

青野 美香 あおの みか その他 東京都 ＮＰＯ法人ジャパンハート 

受講者名簿 124 
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役 付 氏 名 氏 名（ふりがな） 所属・役職名 

眞瀬 智彦 ませ ともひこ 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター センター長 兼 災害医学講座 教授 運営委員長 

近藤 久禎 こんどう ひさよし 国立病院機構災害医療センター臨床研究部政策医療企画研究室 室長  厚生労働省DMAT事務局 次長 運営委員 

森野 一真 もりの かずま 山形県立救命救急センター救急科 副所長 兼 山形県立中央病院 副院長 運営委員 

中山 伸一 なかやま しんいち 兵庫県災害医療センター センター長 運営委員 

勝見 敦 かつみ あつし 武蔵野赤十字病院救急科 部長 運営委員 

山内 聡 やまのうち さとし 大崎市民病院救命救急センター センター長 運営委員 

市原 正行 いちはら まさゆき 国立病院機構災害医療センター厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 災害医療技術員 運営委員 

運営委員 大野 龍男 おおの たつお 国立病院機構災害医療センター厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 災害医療技術員 

高桑 大介 たかくわ だいすけ 伊豆赤十字病院事務部 事務部長 運営委員 

楠 孝司 くすのき たかし 国立病院機構村山医療センター 事務部長 運営委員 

中田 正明 なかた まさあき 神戸赤十字病院放射線科部 診療放射線技師 運営委員 

中田 敬司 なかた けいじ 神戸学院大学現代社会学部 教授 運営委員 

大友 仁 おおとも ひとし 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）国際緊急援助隊事務局 運営委員 

運営委員 萬年 琢也 まんねん たくや 山形県立中央病院薬剤部 薬剤専門員 

小澤 和弘 おざわ かずひろ 愛知医科大学災害医療研究センター 助教 運営委員 

岩崎 滿 いわさき みつる 日本赤十字社岩手県支部事業推進課 課長 運営委員 

木村 匠 きむら たくみ 日本赤十字社岩手県支部事業推進課 救護係長 運営委員 

藤原 弘之 ふじわら ひろゆき 岩手医科大学災害医学講座 助教 運営委員 

奥野 史寛 おくの ふみひろ 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター 事務員 運営委員 

藤原 淳一 ふじわら じゅんいち 岩手医科大学経理課 係長 運営委員 

コントローラー 山下 和範 やました かずのり 長崎大学病院救命救急センター 医師 

柴田 隼人 しばた はやと 総合大雄会病院薬剤部 薬剤師 コントローラー 

林 洋克 はやし ひろかつ 済生会宇都宮病院事務部 非常勤職員／災害対応アドバイザー コントローラー 

鈴木 教久 すずき のりひさ 国立病院機構大阪医療センターＤＭＡＴ事務局 災害医療技術員 コントローラー 

南島 友和 なじま ともかず 聖マリア病院中央臨床検査センター 臨床検査技師 コントローラー 

菅原 亮 すがわら りょう 山形県立新庄病院薬剤部 薬剤専門員 コントローラー 

奥村 晃由 おくむら あきよし 館林厚生病院医療技術部中央放射線室 主任 コントローラー 

コントローラー 青木 正志 あおき まさし 茨城県立中央病院看護教育支援室 看護師長 

寺澤 ゆかり てらさわ ゆかり 大阪府済生会千里病院千里救命救急センター総務課 兼 治験・臨床試験管理室 事務員 コントローラー 

今井 浩之 いまい ひろゆき 東北大学大学院医学系研究科総合地域医療研修センター インストラクター コントローラー 

コントローラー 髙橋 武史 たかはし たけし 高知大学医学部附属病院医学部・病院事務部医事課 医療ソーシャルワーカー 

田治 明宏 たじ あきひろ 社会医療法人里仁会興生総合病院総務部管理課 事務員 コントローラー 

高橋 邦治 たかはし くにはる 石巻赤十字病院災害医療研修センター 災害救護係長 コントローラー 

田代 雅実 たしろ まさみ 福島県立医科大学附属病院放射線部 診療放射線技師 コントローラー 

コントローラー 金子 拓 かねこ たく 岩手医科大学附属病院岩手県高度救命救急センター 看護師 

コントローラー 岩崎 恵 いわさき めぐみ 医療法人社団成和会西新井病院救急救命課 救急救命士 

コントローラー 中込 悠 なかごみ ゆう 新潟大学医学部災害医療教育センター 特任助教 

コントローラー 泉山 道吾 いずみやま とうご 岩手県立久慈病院事務局総務課 主任 

コントローラー 千島 佳也子 ちしま かやこ 国立病院機構災害医療センター厚生労働省ＤＭＡＴ事務局災害医療管理係 

コントローラー 枚田 敏幸 ひらた としゆき 済生会滋賀県病院救命救急センター 主幹 

コントローラー 千葉 政昭 ちば まさあき 岩手県立久慈病院放射線科 診療放射線技師 

コントローラー 魚住 拓也 うおずみ たくや 石巻赤十字病院災害医療研修センター 臨床工学技士 

コントローラー 上門 充 うえかど みつる 日本赤十字社本社医療事業部 参事 

コントローラー 谷田 健吾 やつだ けんご 日本赤十字社本社事務局救護・福祉部救護課 救護課長 

コントローラー 藤村 雅彦 ふじむら まさひこ 岩手県立中部病院診療放射線科 診療放射線技師 

コントローラー 豊國 義樹 とよくに よしき 国立病院機構災害医療センター災害医療部 事務助手 

コントローラー 丹内 一成 たんない かずなり 千葉県救急医療センター事務局医事経理課 事務員 

コントローラー 野口 英一 のぐち えいいち 公益社団法人東京防災救急協会 副理事 兼 防災事業本部 本部長 

コントローラー 熊谷 文明 くまがい ふみあき 日本赤十字社岩手県支部防災ボランティア 

講師 葛西 毅彦 かさい たけひこ 厚生労働省医政局地域医療計画課救急周産期等対策室 災害時医師等派遣調整専門官 

運営事務局 赤坂 博 あかさか ひろし 岩手医科大学災害医学講座 助教 

運営事務局 伊藤 友香子 いとう ゆかこ 岩手医科大学災害医学講座 秘書 

運営事務局 山口 順之 やまぐち よしゆき 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター事務室 室長 

運営事務局 山本 英子 やまもと えいこ 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター事務室 係長 

運営事務局 蒲澤 優 がまさわ まさる 岩手医科大学災害時地域医療支援教育センター事務室 事務員 
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１．ご自身にあてはまるものに☑をしてください。 

  □ 行政職  □ 医療職  □ 教育職  □ その他（    ） 

2．ご自身にあてはまるものすべてに☑をしてください（複数回答可）。 

  □ DMAT  □ JMAT  □ 日赤救護班  □ JDR 

  □ HuMA  □ DPAT  □ その他（    ） 

3．受講した動機についてあてはまるものすべてに☑をしてください（複数回答可）。 

  □ 内容に興味があった  □ 実践に役立つと思った  □ 講師の先生にひかれて  □ 参加希望者に誘われた  □ その他（    ） 

実践に役立つと思った 

内容に興味があった 

講師の先生にひかれて 

参加希望者に誘われた 

その他 

43人/50人中 

41人/50人中 

  7人/50人中 

  4人/50人中 

  4人/50人中 
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構成と量は適切だった

関心を持ち積極的に参加できた

実践に役立つ内容だった

今後の意欲を刺激された

次回も開催されるなら参加したい
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4.本研修全体の感想について、以下の選択肢からお選びください。 

5.本研修全体を通しての改善要望 
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6.本研修全体を通しての追加要望 7.本研修全体を通して良かったこと 
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Logistics 
5.研修全体を通しての改善要望（詳細） 
◆ 被災地での研修ということなので、実際の被災現場を多く見学できればと思います。 

◆ コントローラーの行動が、大変気になった。ちょっと与えるインパクトが強すぎたと 

  思う。 

◆ 特になし。厳しかった。 

◆ すばらしい大規模な研修で、今後我々の研修の参考とさせていただきます。改善点は特に 

  ありません。 

◆ パールライスが残り、捨てることになったのが心傷い。 

◆ 実働に出たことがありませんので、すべての研修内容が勉強になりました。 

◆ DMATを中心に考えられている内容に感じた。コントローラーがDMAT研修では…と連発 

  するので、DMATでない研修生はアウェーな感じだった。 

◆ 特にありません。 

◆ 実践に重点を置いているのは理解できます。スケジュールがもう少し余裕があると良い。 

  汗をかいてベタベタのまま新幹線で帰るのはきびしい。 

◆ 災害用でもいいので、シャワー設備を準備してほしい。（ラップポンのように） 

◆ もう一日、演習をしたかった。 

◆ 開催の回数を増やしていただきたいと思います。準備の労力を考えると大変かと思います 

  が… 

◆ PCmailの位置づけがわからなかった。 

◆ 研修後にシャワーを浴びたいです。装備品に網戸シートが欲しかったです。 

◆ 特にありません。実践的で良かったと思います。 

◆ 通信方法 

◆ 初日：講義間の休憩 

◆ 実践研修を1泊2日→2泊3日にするとより実践的かと思います（DMAT実働目安が48hの 

  ため） 

◆ ロジ研修と銘打って実施しているので、もう少しロジの重要性を浮き彫りにする仕掛けが 

  あると良いと思う。例えば意地の悪いチームリーダーをインストに演じてもらって「こん 

  なまずい飯が食えるか」とか「パソコンがなくて仕事できるか!今から探してこい」と夜 

  遅くなって言い出してみたり、のような状況への対応を参加者に考えてもらうと 良いの 

  ではないか？ 

◆ DMAT・救護班・EMISの使用の有無など、事前に説明があれば、混乱は免れたのではな 

  いかと思う。 

◆ 非常に楽しく、ためになる研修でした。構成も良いので、実践研修をもう少し長くできる 

  と、なお良いかと思った。 

◆ 最終日の朝のミーティング、デブリーフィング等の時間をもう少し取るべきであった。 

◆ DMATとどう連携するか、必要な知識だと思う。 

◆ もう1日実習できればいいかな。 

◆ 1日目の机上練習、参加者の習熟度等に合わせてコース別等にしてもらえれば良いと思い 

  ました。 

◆ 下の病院から上がってくる要望が、やや困難な内容が見受けられた。担当保健所の管内で 

  合計290人の転院搬送が出たが、現実ならかなり大変な気がする。 

◆ 実災害を考えれば、タイトなスケジュール運用はむしろ現実的なので、良かった。 

◆ 初日がトイレ休憩が数なく移動の合間などがほとんどだったので、少し休憩を増やしてい 

  ただけると良いと思います。 

6.研修全体を通しての追加要望（詳細） 

◆ 突然のトラブル発生など入れた訓練。例えば通信が壊れて使えなくなり、通信をどのよう 

  に確保するかなどといったクイズ形式を入れても良いのかなと思います。 

◆ 物見草ではなく、現場見学を計画してほしい。百聞は一見に如かず、命の大切さを知り、 

  本当の意味で心の準備ができるものと確信できると思う。 

◆ チームビルディングについて。 

◆ 食材の調達も自分達でやってみたかったです。 

◆ DMAT・医療班について…もっと詳しく知りたかったです。 

◆ 今後のことも考えて紹介だけでよいのでEMISについての講義があっても良いのかなと思 

  います。 

◆ DMAT・消防等の他のチームや組織との連携や組織図作成についてもう少し時間を持って 

  ほしい。 

◆ もう1日やってほしい！！ 

◆ CSCAのロールプレイ。Command ＆ Controlの組織図作成の机上トレーニング。 

◆ 重油の手配をどこに頼めばよいのかわからず困ったときがあった。資材の手配先、供給体 

  制の話もしてほしい。 

◆ 自分はEMISが弱いので少しあれば… 

◆ 「記録」クロノロジーに加えて、Todoリスト、コンタクトリスト、ハザード一覧など。 

◆ チーム間でのアクシデント（チーム別）等も1つあってもよかったかと思います。 

◆ 一緒のチーム内で地図情報をネットから入手する方法にあまり詳しくないメンバーがいた 

  ので、地理院HPからの大判印刷のやり方や二次医療圏・保健所所轄（DMHISS見て  

  ね。）等の調べ方も初日研修で触れていただいた方が良いと思う。 

◆ テントの張り方、アセスメントの取り方。 

◆ EMISに関する操作講習をして欲しかった。 

◆ もう少し物品が少ない状況にしてほしかった。充足しすぎていたのではないかと感じた。 

◆ EMIS演習、復習も含めコンスタントに練習したい。救護班の入力の経験もないため。 

◆ 参加者のレベルが様々なので、初心者にも2日目以降のような本部立ち上げ、起こり得る 

  イベント（施設訪問など）大きな流れが判るような概論のような講義があるといいと思い 

  ます。今回の討論にあった、DMATと救護班の違いなど、初歩的な事も教えていただけ 

  ると助かります。 

7.研修全体を通して良かったこと（詳細） 

◆ 実践研修ということで、野営などやってみなければわからないことを経験できたのがとて 

  もよかったです。 

◆ コントローラーの方々すごい。 

◆ 井の中のかわずであった。先端技術が災害活動に有効であることも感じた半面、無力であ 

  ることも感じた。体力、根性、積極性が求められる研修、実践であることを感じた。苦し 

  かった。 

◆ 災害医療におけるロジスティックスの重要性を再認識できました。ありがとうございま 

  す。 

◆ 実働の研修は大変貴重と実感した。 

◆ 2日目の演習がとてもよかったです。活動開始～現地での活動、終了まで実体験したこと 

  でイメージがしやすかったです。本物の災害にちかいような内容にしていただき、演習も 

  とても混乱しました。でもその混乱をみんなで協力しながらできたことが良かったです。 

◆ 以前災害訓練で、救護班が最初に現地入りした。というところまでで終わったので、今回 

  その後の訓練を実践できてよかったです。様々な要請が来る中で、自分達の達成しなけれ 

  ばならない目標を忘れず、一貫性をもった行動をとれるようにしたいです。 

◆ 本研修に参加して、広い意味でのロジスティックを学ぶことができてよかった。特に 

  DMATにこだわらずロジスティシャンとしての考え方を学ぶことができた。 

◆ 全く知識がなかったが、少しは自分の知識にすることができた。 

◆ 沢山のスタッフの皆さんのおかげで有意義な研修ができました。本当にありがとうござい 

  ます。ぜひみんなに伝えていきます。 

◆ 充実した環境、資源、人材、本当に勉強になり、貴重な研修をさせていただきました。 

  もっとこういったロジ研修の場が増えてほしいと切に願います。コントローラーの先生 

  方、事務局、岩手医大の皆さま本当にありがとうございました。 

◆ 様々な職種、全国各地の方々と研修ができて有意義でした。 

◆ より実践に近い（実践を想像して）研修・訓練を体感することができた。 

◆ 日赤のことしか知らなかったが、全ての班は自己完結できるとは限らないんですね。本部 

  の大切さと大変さを知れてよかった。特に急性期は大変！いつかスタッフで参加しま 

  す！！ 

◆ コントローラーの“神の声”に助けられました。 

◆ 初めてロジを経験し、周りにも広めたいと思いました。 

◆ リアルに様々なCaseを経験させてもらった。ロジの重要性を感じることができた。今後 

  も勉強したい。ありがとうございました。 

◆ CSCAがいかに大切か身をもって知ることができた。 

◆ より実践的でリアルなミッションをこなしていくことが大変だったが楽しかった。ロジの 

  重要性と、先を見て行動・判断していくことが難しかった。 

◆ 実践的で訓練に活かせる内容でありました。本当にありがとうございました。お世話にな 

  りました。 

◆ 自分に足りない能力、アイディアを身に着けることができた。 

◆ 頭の中で考えていても、実際に行うのは難しいと思いました。こうやって何回も繰り返し 

  訓練を行うのが大切だと思いました。 

◆ 東日本大震災の再現という非常にリアリティのある想定で、大きな負荷のかかる地域拠点 

  支援のチームを担当させていただき、実践的な経験を積むことができた。特に保健所を拠 

  点として避難所アクセスを発災直後から、保健師とDMATが連携して作業するために必要 

  な調整点を把握できたことが大きな収穫だった。 

◆ 普段は看護師として勤務しているため、実際に活動するときには医療メインになってしま 

  うことが予想されますが、ロジの活動内容を一部分でも負担できたらと思いました。今後 

  も更に災害について勉強したいと思います。 

◆ 3日間有意義な時間をありがとうございました。様々な地域の方、職業の方と供に取り組 

  んだ研修は、とてもいい経験でした。 

◆ やはり実働できたことが非常に良かったと思います。 

◆ 普段の考え方の基本となっているDMATと今回の救護班と考え方が混同してしまうときが 

  あり、それを実感して、改めて考えさせられた。アセスメント方法について考えさせられ 

  た。 

◆ 消防にはロジという感覚はまだなく、後方支援隊（資器材搬送）調整は災対本部または現 

  場指揮本部という形になりますが、調整員のプロの講習会等は乏しく、非常に勉強になり 

  ました。ありがとうございました。 

◆ DMAT研修ではやれない実践と、考える事と振り返りをすることが何度もできた。インス 

  トが素晴らしい！またやりたい。チームの方、インスト、スタッフの皆様に感謝です！藤 

  原さん、奥野さん！特にありがとうございました！ 

◆ 実働できてよかったです。 

◆ 経験豊富なスタッフ・コントローラーに囲まれ、実践研修出来てよかったです。また、参 

  加したいです。 

◆ 実際の時間軸と同様に様々な負荷がかかってきて、実戦さながらの訓練で非常に良かった 

  です。 

◆ 実際に即した実習で大変勉強になりました。CSCAをもっと意識した行動が必要であるこ 

  とが判った。 

◆ 非常に勉強になりました。ありがとうございました。 

◆ 自分の判断力の悪さを痛感しました。ST界の若い人達になんとか伝えていきたいと思い 

  ます。 

◆ 本部を設置し、運用していくことの難しさを実感した。情報を伝える際、受け手側を考え 

  た情報伝達が重要と痛感した。 

◆ 衛星電話が使用できてよかった。ロジの大切さを痛感した。今後は通信も含めロジス 

  ティックスに積極的に関わりたい。 
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