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１１１１ 概要概要概要概要

徳島県は５０年以内に南海大地震が起こる確率が高いと予測されています。大規模災害時

の広域的な被害に対応するためには，効率的に情報を収集し被災状況を把握することが必

要です。一般的な情報収集の手段としては，「電話で聞く」・「インターネットを使う」などがあり

ます。しかしながら，「電話で聞く」の手段では，災害発生時に被災地への電話が集中し，つな

がりづらくなるため，効率的な情報収集が行えない可能性があります。「インターネットを使う」

手段では，パソコンから利用する場合は，インターネットの回線，パソコン，電気等が利用でき

ることが必要になるため，効率的な情報収集が行えない可能性があります。しかし，携帯電話

を利用する場合は，災害発生時でもパケットは利用できるため，情報収集に利用することがで

きます。よって，効率的な情報収集を行う手段としては「携帯電話を用いたインターネットを使

う」が良いと考えられます。そこで，広域災害医療情報システムにおける情報収集には主とし

て携帯電話を用います。

以降では，広域災害医療情報システムの概要として，災害発生時のフローを説明します。



○○○○災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時ののののフローフローフローフロー

災害発生時における「広域災害医療情報システム」のフローを図 １に示します。

図１ 災害発生時のフロー

災害発生時，システムに県の職員が災害発生を登録します。

災害発生の情報をシステムが受け取ると，登録されている各医療機関に災害直後の情報

を登録するアドレスを記載したメールを送信します。各医療機関の職員が，システムから送信

されたメールを受信すると，メールに記載されているアドレスをクリックして，災害直後の情報

を登録するページにアクセスします。

災害直後の情報を登録するページでは，最初に情報入力可能か不可能かの選択を行いま

す（図７）。これは，医療機関の情報が登録できない場合（被災地にいない・職場に参集した登

録する職員が複数いる等）に，これ以降のメール送信をしないようにするために用います。

次に，初期の被災情報を登録します（図９）。初期の被災情報にはライフラインと診療機能

の情報があります。この登録された情報を元に，システムが被災状況を判定してマップに表示

します（図７，図８）。

災害発生後は１時間毎に被災情報を登録するページを記載したメールを送信します。医療

機関はメールを受信すると，最初に被災情報（図 ）を登録し，次に要支援情報（図 ・図11 12

）または支援情報（図 ・図 ）を登録します。被災情報には，ライフライン・診療機能・職13 14 15

員の情報があります。要支援情報には，薬剤・人員・患者の情報があります。支援情報には，

搬出薬剤・人員派遣可能人数・患者受入可能人数の情報があります。

これらの登録された情報を消防職員・医師会職員・県職員が閲覧します．



２２２２ 広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報システムシステムシステムシステムのののの被災情報入力画面被災情報入力画面被災情報入力画面被災情報入力画面（（（（医療機関医療機関医療機関医療機関のみのみのみのみ））））

（（（（１１１１）））） 利用者登録利用者登録利用者登録利用者登録

広域災害医療情報システムを利用するには，県担当者が利用者登録をする必要があり

ます。

なお，本システムにおける情報収集は主として携帯電話であることから，利用者登録をす

るにあたっては，携帯電話のメールアドレスをシステムに登録する必要があります。

タイトルタイトルタイトルタイトル：【：【：【：【広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報システムシステムシステムシステム】】】】

ユーザユーザユーザユーザ登録登録登録登録のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ県の職員が利用者登録を

【【【【内容内容内容内容】】】】完了すると，右のメール（図２）

が届きます。

○○○○○○○○病院病院病院病院 △△△△△△△△様様様様

広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報システムシステムシステムシステムよりよりよりよりユーザユーザユーザユーザ登録登録登録登録をおをおをおをお知知知知らららら

せいたしますせいたしますせいたしますせいたします。。。。

あなたのあなたのあなたのあなたのＩＤＩＤＩＤＩＤととととパスワードパスワードパスワードパスワードはははは下記下記下記下記のののの通通通通りですりですりですりです。。。。

XXX@XXXX.ne.jpＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：ＩＤ：

XXXXパスワードパスワードパスワードパスワード：：：：

広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報システムシステムシステムシステムにおにおにおにお手持手持手持手持ちのちのちのちの携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

をををを設定設定設定設定するためにするためにするためにするために，，，，下記下記下記下記ののののアドレスアドレスアドレスアドレスににににアクセスアクセスアクセスアクセスしししし，，，，ショーショーショーショー

トカットログイントカットログイントカットログイントカットログイン設定設定設定設定をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

http://xxxxxx/xxx/...........

図２ 利用者登録完了メール

このメールを受信後，緊急時に早急にログインできるようにショートカットログイン設定を行

ってください。



（（（（２２２２）））） ショートカットログインショートカットログインショートカットログインショートカットログイン設定設定設定設定

ショートカットログイン設定とは，お手持ちの携帯電話の機種個体番号（携帯電話を識別

する番号）をシステムに登録することです。これをすることで，毎回ＩＤとパスワードを入力す

ることなく，簡単にシステムにログインできるようになります。

前ページに記載したメール

の中に簡単ログイン設定を行

うアドレスが表示されていま

す。

そのアドレスをクリックして，

ショートカットログイン設定画 図３ ショートカットログイン設定画面

面へ移動してください。

①ショートカットログイン設定

の画面（図３）が表示され

ます。

②画面中の【ショートカット

設定】のボタンをクリックして

ください。

③機種によって，表示が異なり

ますが，『機種個体番号を送

信しますか？』などといった

メッセージが表示されますの

で，『はい』 や『Ｙｅｓ』を選 図４ ショートカットログイン設定完了画面

択してください。

④ショートカットログイン設定が

完了し，右の画面（図４）が

表示されると設定完了です。



（（（（３３３３）））） 災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時

タイトルタイトルタイトルタイトル：【：【：【：【広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報広域災害救急医療情報システムシステムシステムシステム】】】】災害が発生すると，まず，

○○○○○○○○地震発生地震発生地震発生地震発生システムに県の職員が災害

【【【【内容内容内容内容】】】】発生を登録します。

○○○○○○○○地震地震地震地震がががが発生発生発生発生しましたしましたしましたしました。。。。その後，本システムへの被害

下記下記下記下記ののののアドレスアドレスアドレスアドレスににににアクセスアクセスアクセスアクセスしししし，，，，被害情報被害情報被害情報被害情報をををを入力入力入力入力してくしてくしてくしてく情報の入力を依頼するメール

ださいださいださいださい。。。。（図５）が利用者登録されてい

る携帯電話に送信されます。

このこのこのこのアドレスアドレスアドレスアドレスををををhttp://xxxxxx/xxx/xxx/...........

クリッククリッククリッククリックしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。メール本文中のアドレスを

クリックしてください。

【【【【広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報】】】】ログイン画面に移動します。

http://xxxxxxxxx

図５ 災害発生連絡メール

※上記の内容は一例です。

内容は災害ごとに異なります。

【ログイン画面】

メール本文中のアドレスを 図６ ログイン画面

クリックすると，右のログイン

画面（図６）に移動しますので，

システムにログインしてくだ

さい。

利用者登録時に，簡単ログ

イン設定を行っている方は，

【ショートカットログイン】をクリ

ックすれば，ＩＤとパスワードを

入力することなく，システムに

ログインできます。



（（（（４４４４）））） メールメールメールメール受信設定受信設定受信設定受信設定

システムにログインした

場合，最初にメール受信設定

を行います。

今後，この災害について

定期的に情報が送信できる

環境にある方は，チェックが

入った状態で【登録】ボタン

を押してください。（図７）

図７

登録が完了すると，右の

画面（図８）が表示されます。

【２】を押し，被災情報

登録画面に移動してください。

図８



（（（（５５５５）））） 医療機関医療機関医療機関医療機関のののの被災情報入力画面被災情報入力画面被災情報入力画面被災情報入力画面

医療機関の被災情報入力には，災害発生直後に入力する被災情報と１時間ごとに入力

する被災情報・要支援情報・支援情報があります。

① 災害発生直後に入力する被災情報

災害発生直後にシステムか 図９

ら送信されるメール本文中の

アドレスをクリックすると，右の

画面（図９）に移動します。

災害発生直後は，ライフライ

ンと診療機能の被災情報を登

録します。

使用可能であれば，チェック

ボックスにチェックをしてくださ

い。

10図

登録が完了すると，右の

登録確認画面（図 ）が表示10

されます。

内容を修正する場合は【９】

を押し，修正を行ってください。

登録内容に修正がなけれ

ば，【０】を押してください。

これで，初回の被災情報の

入力は終了となります。



② １時間ごとに入力する被災情報

災害発生時に被災情報の登録を行ってからは，１時間ごとに被災情報などの入力を依

頼するメールが携帯電話に送信されます。

メール本文中のアドレスをクリックし，【ショートカットログイン】にて被災情報の入力を

行ってください。

入力する被災情報は，ライフラインと診療機能の被災情報に加えて，診療科ごとの機

能情報，職員の被災状況や参集状況，患者の被災状況です（図 ）。11

図 １時間ごとに入力する被災情報入力画面11

被災情報入力後は，被害状況によって，要支援情報（人員）・要支援情報（薬剤）・支援情

報（人員）・支援情報（薬剤）を入力します。

要支援情報等がない場合は，被災情報を入力して終了となります。

以降，上記情報を繰り返し入力していただきます。



【要支援情報（人員）】（図 ）12

職種ごとの不足人員・搬送

を要する人員の数を入力してく

ださい。

図 要支援情報（人員）入力画面12

【要支援情報（薬剤）】（図 ）13

不足する薬剤や輸液の情報

を入力してください。

図 要支援情報（薬剤）入力画面13



【支援情報（人員）】（図 ）14

職種ごとの支援（派遣）可能

人員・医療救護班の数，重症

度別の患者受入可能な患者数

を入力してください。

図 支援情報（人員）入力画面14

【支援情報（薬剤）】（図 ）15

支援可能な薬剤や輸液の情

報を入力してください。

図 支援情報（薬剤）入力画面15



３３３３ 広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報広域災害医療情報システムシステムシステムシステムのののの被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面（（（（共通共通共通共通））））

各医療機関が入力した被災状況を消防職員・医師会職員・県職員は閲覧することで，被

害状況の把握・医療スタッフの派遣等に活用できます。広域災害医療情報システムを閲覧

利用するには，県担当者が利用者登録をする必要があります。

なお，本システムにおける情報収集は主として携帯電話であることから，利用者登録をす

るにあたっては，携帯電話のメールアドレスをシステムに登録する必要があります。

（（（（１１１１）））） 被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面（（（（携帯電話版携帯電話版携帯電話版携帯電話版））））

携帯電話で閲覧できる被災情報には，『一覧表示で閲覧』，『個別に閲覧』があります

（図 ）。16

携帯電話で閲覧できる被災

情報には，

○『一覧表示で閲覧』

○『個別に閲覧』

があります（図 ）。16

図 携帯電話閲覧トップ画面16



【ライフライン閲覧】（図 ）17

現時点で被災情報が登録さ

れている医療機関のライフライ

ン（電気・ガス・水道）の情報を

閲覧することができます。

医療機関名をクリックする

と，その医療機関の被災情報

の一覧（職員参集状況・支援

情報・要支援情報等）が閲覧で

きます。

図 ライフライン閲覧画面17

【検査機器閲覧】

現時点で被災情報が登録さ

れている医療機関の検査機器

（ 線・ ・ ）の情報をX CT MRI

閲覧することができます。

※画面構成は，ライフライン閲覧

画面と同じです。



【診療可否閲覧】（図 ）18

診療科の一覧が表示されます。

診療科をクリックすると，現時点で被災情報が登録されている医療機関のうち診療可能

な医療機関の一覧を閲覧することができます。

また，医療機関名をクリックすると，その医療機関の被災情報の一覧（職員参集状況・支

援情報・要支援情報等）が閲覧できます。

図 診療可否閲覧画面18



【要支援情報閲覧】（図 ）19

現時点で被災情報が登録されている医療機関のうち，支援を要請している医療機関の

一覧が表示されます。

医療機関名をクリックすると，その医療機関の要支援情報（不足人員・不足薬剤等）が閲

覧できます。

図 要支援情報閲覧画面19



【支援情報閲覧】（図 ）20

現時点で被災情報が登録されている医療機関のうち，支援が可能な医療機関の一覧が

表示されます。

医療機関名をクリックすると，その医療機関の支援情報（派遣可能人数・受入可能患者

数等）が閲覧できます。

図 支援情報閲覧画面20

【病院名索引】では，五十音で医療機関の索引が出来ます。

【地域別索引】では，市町村ごとに医療機関の索引が出来ます。



（（（（２２２２）））） 被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面被災情報閲覧画面（（（（パソコンパソコンパソコンパソコン版版版版））））

各医療機関が入力した被災状況をパソコン画面でも閲覧は可能です。携帯電話版のＩＤ

とパスワードでパソコン版画面にログインできます。

図 パソコン版トップページ21

①①①① 被害状況被害状況被害状況被害状況のののの閲覧閲覧閲覧閲覧

ログイン後，メニューの『被害状況』から登録されている被害状況が確認できます。

被害状況には，『被害状況マップ表示』と『被害状況テキスト表示』の２つのメニューがあ

り，『被害状況マップ表示』では，各災害における病院ごとの被害状況を徳島県のマップ上

に表示されます。『被害状況テキスト表示』では，各災害における病院別被害状況の最新

の情報を閲覧できます。



②②②② 被害状況被害状況被害状況被害状況マップマップマップマップ表示表示表示表示

入力された被害状況を，医師会別と時間別に被害状況を閲覧できます。

（（（（アアアア）））） 医師会別被災状況医師会別被災状況医師会別被災状況医師会別被災状況

閲覧する災害・日付・時間を選択すると，各医療機関の災害状況が医師会別に表示され

ます。マップ中の色のつけられた○印が各医療機関を表します。

○印の色は青・黄色・赤の順で被害が大きいことを表します。

各医師会の横にある【時間帯別被害状況へ】のボタンをクリックすると，その医師会の時

間帯別被害状況が閲覧できます。

図 医師会別被災状況マップ22



（（（（イイイイ）））） 時間帯別被災状況時間帯別被災状況時間帯別被災状況時間帯別被災状況

閲覧する災害・医師会・日付を選択すると，指定された内容の情報が時間帯別に表示さ

れます。マップ中の色のつけられた○印が各病院を表します。

○印の色は青・黄色・赤の順で被害が大きいことを表します。

各時間の横にある【医師会別被害状況へ】のボタンをクリックすると，その時間の医師会

別被害状況が閲覧できます。

図 時間帯別被災状況マップ23



③③③③ 被害状況被害状況被害状況被害状況テキストテキストテキストテキスト表示表示表示表示

閲覧する災害・日付・時間を指定します。結果は，医師会別に表示され，登録されている

被災情報・要支援情報・支援情報が確認できます。

図 被害状況テキスト表示24



各医療機関名をクリックすると，入力されている登録者毎の最新の情報（複数の方が被災

情報を登録している場合は，複数）が表示されます。


