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[はじめに]
災害が発生すると、DMAT1（Disaster Medical
Assistance Team:災害派遣医療チーム）のような
超急性期の公的組織の活動に続き、全国から多数
の医療ボランティア(以下ボランティア)が被災地
に参集し、それぞれに医療活動を展開していく。
しかしその際、混乱した被災地の内部事情を把握
しないまま災害の一般論や断片的な情報を基に活
動内容を決めている場合が多く、被災地の実状に
マッチしていないと思われる活動もある。災害時
の医療支援は、災害によって被災地に突然発生し
た急性・慢性の医療需要に対して応急的に応えよ
うというのが第一の理由であるから、災害によっ
てどんな医療需要が発生したかを評価し、それに
応える形で活動を展開するのがより望ましい支援
になるはずである 2。とすると、被災地支援ではま
ず現地にどんな医療需要が発生しているのか、そ
の実情を知る事が必要であり、そのためにはでき
るだけ早期に情報収集を開始する必要がある。
しかし、混乱した被災地で情報を集めるのは容
易ではない。どうすれば医療需要に関する情報を
収集できるのか？平常時は地域住民の受療動向を
知るのに、行政側から医療機関へ指定された項目
についての情報提供が依頼される 3。災害時は被災
した地元の医療機関に代わりボランティアが診療
を支援・代行してくれる。そうすると、このボラン
ティアの持つ診療情報を活用すれば、被災地での
医療需要の動向を把握できるはずである。それに、
同じ地域で活動するボランティア団体が共有のフ
ォーマットを持ち、それを使って平時と同様のメ
カニズムで医療情報を集めれば、混乱した地にお
いても被災地域全体の受療動向や感染症発生動向
を反映する情報を得る事も可能なはずである。
著者らは、被災地におけるボランティアの持つ
情報の有用性を検証するために、東日本大震災に
おいて陸前高田市でボランティア活動を行った際
に、我々自身が診療活動で得た情報を使って被災
地住民の受療動向を描出する事を試みた。更に、
感染症情報について他のボランティアと協調して、
地域の感染症流行状況の情報収集を試みた。
[目的]
災害地支援活動において、医療ボランティアが
診療活動を通して蓄積した情報を利用すれば、被
災地住民の診療需要など、被災地内部の受療動向
をある程度描出する事が可能であることを示す。
更に、ボランティアが協調して情報を収集すれば、
その情報が感染症対策など被災地全域での災害支
援活動を策定するのに有効に利用できる事を示す。
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[方法]
当院は、東日本大震災で最も大きなダメージを
受けた地域の一つである岩手県陸前高田市の竹駒
地区で仮設診療所を開設し、平成 23 年 3 月 24 日
から同年 6 月 30 日まで 100 日間医療支援活動を
行った。この間、525 名が延べ 2,257 回我々の診
療所を受診した。これら患者の診療録に、年齢、性
別、住所、避難の有無と避難所名、基礎疾患の有
無、服薬歴、主訴、診断名、処置要否、受診日時、
来院方法などの情報を残し(図 1)、これらの情報を
使って地域住民の受療動向を分析した。また、現
地で活動するボランティア同士で急性咳嗽、発熱、
嘔吐・下痢、発疹など、感染症に伴ってあらわれや
すい症状についての情報を持ちより、地域におけ
る感染症サーベイランス情報網を構築した 4,5。更
に、活動実績と現地活動に投入した費用との比較
から、被災地に有効な貢献ができたのかどうかを
検証した。
[結果]
我々が臨時診療所を開設した時は発災から既に
13 日が過ぎており、診療録から浮き上がる被災地
住民の受療状況では、発災後の超急性期の事情を
知る事はできない。しかし慢性期に移行した被災
地の、地域住民の日々の受療実態を反映する情報
としては、十分有用な情報であった。
図 2 は我々の診療所を受診した患者の日別受診
者数を示す。棒の目盛は我々の診療所に日々来院
された患者の数で、その内、上部のピンク色部は
薬を受け取りにきた患者数を示している。診療所
開設初期には診察が必要な患者が多かったが、時
間が経つにつれ薬の受け取りのみの患者が多くな
っている。我々の診療所を受診した患者について
図 3 に年齢分布、図 4 に性別割合、図 5 に災害前
の居住地域、図 6 に避難所利用の有無を示す。図
7 には、津波が襲った地域と患者の被災前の居住
地を示す。これらの図から、我々の診療所を受診
したのは、地震と津波の被害を逃れ、自宅で暮ら
す、元来地元在住の 50 歳以上の人が多い事がわか
った。図 8 は年齢別受診回数を示す。複数回受診
している患者が非常に多い。これは、慢性疾患に
対する服用薬を受け取るために定期的に受診する
人が多かった事(初期には 1 週間分しか処方できな
かった)、また、慢性疾患患者の服用する薬は非常
に多岐に渡っていて、我々ボランティアのストッ
クでは量・内容ともに対応できる状況ではなかっ
た為、我々が災害本部から調達してきたものを後
日受け取りに来た分も受診としてカウントした事
によるものである。図 9 は、5 月中途時点でまと
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めた患者の受診理由となった主訴・基礎疾患であ
る。
『その他』は前述のように薬を受け取りに来た
だけの患者である。このように、我々自身の診療
活動を通して得た情報によって、我々のカバー地
域の住民がどんな診療を必要としているのか、地
域の受療動向を把握する事は十分可能であった。
同じ地域で活動するボランティア団体からの情
報を同じフォーマット(図 10)を使って集め、感染
症発生状況のサーベイランスを行った 4。急性の咳
や発熱、嘔吐・下痢、発疹など、感染症を示唆する
症状の患者の発生情報を集める事で、図 11 に示す
ように、どのようなタイプの感染症が陸前高田市
で流行しているのかを可視化する事ができた。こ
のサーベイランス活動には、陸前高田市で活動す
る医療ボランティアの殆どが参加した為、極めて
精度の高いサーベイランスになっていると考えら
れた。
我々が現地で活動するために当院が投入した費
用は、派遣職員の旅費、食費、レンタカー代、ガソ
リン代、資機材調達費用など、全体で約 4,000 万
円に上った。職員は、医師、看護師、薬剤師など総
数 125 名を派遣した。その他日本カトリック協会
所属の他の医療機関も断続的に我々と合同で活動
を行ったので、我々のチームの活動を通して現地
に投入された金額は 4,500 万円近くに上ると推測
された。その投入で 525 人の住民に対して延べ
2,257 回慢性疾患の診療を行った(薬受け取りのみ
の受診も含む)。
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[考察]
被災地では、被災した地元の医療機関に代わり
外からのボランティアが診療を代行する事が多い
が、ボランティアによる臨時の診療であっても平
時と同様に診療録が作成されている場合が多い。
従って、この診療録情報をうまく利用できれば被
災地での受療動向や感染症の動向を知る事は可能
である。実際、我々自身が陸前高田市でボランテ
ィア診療を行った際に作成した診療録を使って、
活動地域内部の医療事情描出を試みたところ、救
急診療型支援のニーズは早々に減退している事、
被災を免れ自宅に住んでいる高齢者の受診が多い
事、災害とは関係の無い慢性疾患患者の受療ニー
ズが高い事など、地域の受療動向を数値で描出す
る事ができた 6。今回は実現できなかったが、もし
同じ地域で活動するボランティア団体が全て同じ
フォーマットを用いて診療録を作成し、その情報
が迅速に集計されるような態勢が作られれば、被
災地の受療動向を町単位、市単位、県単位で描出
する事が可能となる。つまりボランティアの情報
をうまく使えば、刻々と変化する被災地内部の医
療事情を把握する事が可能になり、被災地の実情
に応じた支援活動が可能になると推測される。
災害が起こると、上水、下水などの社会基盤構
造物が破壊され、被災民は避難所暮らしを強いら
れるから、被災地には容易に病原微生物による感
染源が出現し、感染経路も成立しやすく、さらに
脆弱なホストが出現することにより、感染症流行
の三要素がそろってしまう 4,5,7。従って被災地に
は、感染症の流行という二次災害が発生する危険
が考えられるから、迅速な感染症対策の立ち上げ
が必要となる 2。感染症サーベイランスは感染性疾
患の侵入を監視するものであり、感染症対策とし
て非常に重要な活動の一つである。平時は定点に
指定された医療機関から定期的に情報が報告され
てくるが、災害時は定点機関も被災するため既存
のネットワークは機能しない。しかし、被災地内
の各地に散らばって活動している医療ボランティ
アを定点としてサーベイランス網を作れば、有用
な情報源を構築できる。我々は実際に、陸前高田
市での取り組みで、医療ボランティアを定点にし
た臨時サーベイランス網の構築を図り、十分鋭敏
な感染症の監視網を構築する事が可能であった事
を示した。感染症に限らず、ボランティアの情報
は災害現場の医療状況を多面的にとらえており、
その情報の潜在的価値は非常に高い。インターネ
ットが使える状態であれば、被災地全域で活動す
るボランティアから同じフォーマットで医療情報
を 集 め る 事が 可 能 で ある し 、 そ の情 報に GIS
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(Geographic Information System)8 などの機能を
合わせて患者発生状況を地図上に表現すれば、被
災地全域の受療動向や感染症の発生状況を可視化
する事も可能になり、被災地の内情の把握が非常
に容易になると考えられる。
東日本大震災では、我々も被災地の医療ニーズ
を理解しないまま救急外傷医療の提供をイメージ
して診療活動を開始した。しかし実際に行った活
動は、被災地に必要であろうと想定していた医療
とは大きく違っていた。今回の経験を今後に活か
すためには、やりっぱなしではなく、自分達の活
動が被災地にどう貢献できたのかを客観的な指標
で評価しておく事が重要であると考え、我々自身
の活動の全容を振り返った。今回のこの活動に
我々のチームは 100 日間で約 4,500 万円近くを費
やしていた。この金額で 525 人に延べ 2,257 回診
察を行ったのだから、一人約 9 万円、一回の診察
に約 2 万円を費やし、地元の慢性疾患患者を診療
し、定期薬を処方する業務をやっていた事になる。
今回の災害では、津波の被害を免れた地域では家
屋の倒壊も少なく、外傷患者が非常に少なかった
反面、災害で地元の医療機関が被災したため、慢
性疾患患者は日常の診療を受けられなくなってい
た。今回の災害で、一番診療サービスの支援を必
要としていたのは彼らであった。活動開始時の想
定と実際の活動には大きなズレがあったが、この
ように自分達の活動実績(診療録情報に残された
もの)を数値化し、被災地への貢献度を評価すれば、
相手のニーズに沿った支援ができたのか、自分達
の支援方法が妥当だったのかどうかを評価する事
ができる。内部反省会で、これだけの費用を投入
するのであれば、市にバスを提供し、被災地を巡
回して慢性疾患患者を定期的に医療機関に運ぶよ
うな支援の方が、被災地への貢献度がより大きか
ったのではないかという意見が出たが、ボランテ
ィアはやりっぱなしの支援で終わるのではなく、
自分たちの活動情報を基に自省し、被災地により
望ましい支援を追及する事が必要である。
被災地での活動では、他のボランティア団体も
我々と類似の出費を負担していると推測されるこ
とから、全ボランティアが被災地に投入した人や
物、資金の総和は極めて多額になると推測される。
現在被災地においてボランティアの活動を規定す
るものは無く、各ボランティアは独自の考えで活
動する。しかし、もしボランティア全体の目標や
方針が、先行して活動しているボランティアから
の情報を基に調整され、続く活動も協調して行わ
れるようになれば、それまで整合性のなかったボ
ランティア同士の活動のベクトルが調整されて被
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災地に投入される事になり、多額の投入が被災地
側にとってもより有効に働く事が期待される。こ
のような連携は被災地内部の事情を多少とも把握
できてようやく可能になるものであるが、支援組
織の連携を深め、被災地への支援効果を高めるた
めにもボランティアが持つ被災地情報を積極的に
利用する姿勢が非常に大事である。
以上のように、医療ボランティアの持つ情報は、
うまく利用すれば地域の医療動向を知る、感染症
の発生動向を知る、被災地への貢献度の高いボラ
ンティア活動を探る、連携活動のための情報を得
る、といった面で、非常に有用な情報を提供して
くれる。日本では、混乱した被災地への取り組み
方法として、関係者の考え、視点を標準化する為
に ICS(Incident Command System)9,10,11 を作ろ
うという研究がなされており、その中で、被災住
民の医療ニーズや感染症情報など、様々な医療情
報 の 収 集 活 動 の 一 つ と し て EMIS(Emergency
Medical Information System)12,13 を整備しようと
いう考えがある。しかし、今の段階では医療機関、
行政、関係機関のネットワークであり、ボランテ
ィアの情報を利用しようという考えは含まれてい
ない。災害医療は、被災地という漠然として問題
の実態がはっきりしない対象に対して介入する活
動であるが、ボランティアの情報を使えば被災地
についての大量の情報を収集する事が可能であり、
彼らの情報を積極的に活かすような仕組みが必要
であろうと考える。
[まとめ]
災害時の医療支援では、発災直後の超急性期は
被災地の内情もわからないまま過去の経験や推測
を基に多くのボランティア団体が支援活動に乗り
出すが、ひとたび彼らが被災地に入って活動を始
めると、その情報を通して被災地内部の医療事情
の把握が可能になる。被災地内部の被害事情がわ
かれば、エビデンスを持って被災地支援対策が可
能になるし、感染症の発生動向を監視する活動も
可能になる。更に、被災地に対するボランティア
活動の支援成果を評価する事も可能になる。現在、
災害時の医療支援活動においては内部の事情を明
確にして論理的にアプローチしようという活動が
少ないが、正体の見えないものに推測で取り組む
のではなく、できるだけ正体を明確にして被災地
の実情に沿った活動を展開すべきである。その為
には、ボランティアなど被災地内部で活動してい
る組織の情報を積極的に利用する姿勢が大事であ
る。
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