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東日本大震災の現状

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



汚泥汚泥汚泥汚泥でででで埋埋埋埋まったまったまったまった市街地市街地市街地市街地



倒倒倒倒れたれたれたれた電柱電柱電柱電柱



並木並木並木並木にににに挟挟挟挟まれたまれたまれたまれた車両車両車両車両



車両車両車両車両やややや瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫がハザードになるがハザードになるがハザードになるがハザードになる



船船船船がががが道路道路道路道路にににに横横横横たわるたわるたわるたわる



汚泥汚泥汚泥汚泥がががが復興復興復興復興をををを妨妨妨妨げるげるげるげる



乾燥乾燥乾燥乾燥するとするとするとすると粉塵粉塵粉塵粉塵がががが舞舞舞舞いいいい上上上上がるがるがるがる



田畑田畑田畑田畑にににに散乱散乱散乱散乱するするするする車両車両車両車両



徳島県徳島県徳島県徳島県のののの保健保健保健保健・・・・医療医療医療医療・・・・福祉分野福祉分野福祉分野福祉分野のののの災害支援災害支援災害支援災害支援

期 間期 間期 間期 間 スタッフスタッフスタッフスタッフ 活動場所 活動内容活動場所 活動内容活動場所 活動内容活動場所 活動内容

医療救護班医療救護班医療救護班医療救護班 ～～～～ 医師医師医師医師・・・・看護 医療救護所 避難者及看護 医療救護所 避難者及看護 医療救護所 避難者及看護 医療救護所 避難者及びびびび住民住民住民住民のののの治治治治3/16 6/2

師師師師・・・・薬剤師 療薬剤師 療薬剤師 療薬剤師 療

等 診療人数等 診療人数等 診療人数等 診療人数：：：： 人人人人3541

災害支援災害支援災害支援災害支援ナースナースナースナース班班班班 ～～～～ 看護師 福祉避難所 避難者看護師 福祉避難所 避難者看護師 福祉避難所 避難者看護師 福祉避難所 避難者のののの健康健康健康健康チェッチェッチェッチェッ3/16 5/22

クククク、、、、入浴排泄等入浴排泄等入浴排泄等入浴排泄等のののの介介介介

助助助助、、、、健康相談等健康相談等健康相談等健康相談等

保健師班保健師班保健師班保健師班 ～～～～ 保健師 避難所保健師 避難所保健師 避難所保健師 避難所・・・・地 避難者地 避難者地 避難者地 避難者のののの健康及健康及健康及健康及びびびび生生生生3/16

区踏査 活支援区踏査 活支援区踏査 活支援区踏査 活支援、、、、地区住民地区住民地区住民地区住民のののの

健康調査健康調査健康調査健康調査

心心心心のケアのケアのケアのケア班班班班 ～～～～ 医師医師医師医師・・・・看護 避難所 巡回看護 避難所 巡回看護 避難所 巡回看護 避難所 巡回にてにてにてにて避難者避難者避難者避難者のののの健健健健3/16 5/1

師師師師・・・・臨床心 康相談臨床心 康相談臨床心 康相談臨床心 康相談

理士理士理士理士・・・・薬剤薬剤薬剤薬剤

師等師等師等師等

介護支援班介護支援班介護支援班介護支援班 ～～～～ 介護福祉士 福祉避難所 介護支援介護福祉士 福祉避難所 介護支援介護福祉士 福祉避難所 介護支援介護福祉士 福祉避難所 介護支援4/9

等等等等

ＤＭＡＴ ～ＤＭＡＴ ～ＤＭＡＴ ～ＤＭＡＴ ～ 日赤日赤日赤日赤・・・・県中 花巻空港 救急医療県中 花巻空港 救急医療県中 花巻空港 救急医療県中 花巻空港 救急医療3/11 3/15

・・・・鳴門鳴門鳴門鳴門・・・・三三三三

好好好好・・・・田岡病田岡病田岡病田岡病

院院院院



保健師チームの活動内容

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



仙台市若林区役所（保健福祉センター）



毎朝のミーティング



避難所の風景

（遠見塚小学校体育館）





避難所の運営

・地域の町内会や自治会等が中心的に運営し

ていた

・日中は、高校生や大学生とボランティアで

配食や清掃の手伝いをしていた

・食事も地域の人の差し入れや支援物資に

よって、避難者自身が作っていた

・スーパーの売れ残りの惣菜が豊富に配られ

ていた







保健師の活動

・基本的には、担当避難所の避難者

の健康相談や環境整備を実施した

・血圧測定や検温、足浴なども行っ

たが、主に避難者の話を聞くことを

中心に行った

・在宅被災者の健康調査を行うため

に家庭訪問を行った





災害時災害時災害時災害時にににに起起起起こりこりこりこり得得得得るるるる感染症感染症感染症感染症

・・・・ 食中毒食中毒食中毒食中毒

・・・・ 不十分不十分不十分不十分なななな手洗手洗手洗手洗いによるいによるいによるいによる感染症感染症感染症感染症

・・・・ コレラコレラコレラコレラ
・・・・ 下痢症下痢症下痢症下痢症
・・・・ 肝炎肝炎肝炎肝炎(ＡＡＡＡ型型型型、、、、E型型型型））））
・・・・ レプトスピラレプトスピラレプトスピラレプトスピラ症症症症
・・・・ 寄生虫感染症寄生虫感染症寄生虫感染症寄生虫感染症
アメーバアメーバアメーバアメーバ
クリプトスポリジウムクリプトスポリジウムクリプトスポリジウムクリプトスポリジウム感染症感染症感染症感染症
チフスチフスチフスチフス

・・・・ ロタウイルスロタウイルスロタウイルスロタウイルス
ノロウイルスノロウイルスノロウイルスノロウイルス

・・・・ 動物由来感染症動物由来感染症動物由来感染症動物由来感染症
狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病
マラリアマラリアマラリアマラリア
日本脳炎日本脳炎日本脳炎日本脳炎
デングデングデングデング熱熱熱熱

・・・・ 呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患呼吸器疾患
インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ
急性上気道炎急性上気道炎急性上気道炎急性上気道炎
結核結核結核結核

・・・・ 創部感染症創部感染症創部感染症創部感染症
破傷風破傷風破傷風破傷風

・・・・ 麻疹麻疹麻疹麻疹・・・・風疹風疹風疹風疹



国内国内国内国内でででで起起起起こりこりこりこり得得得得るとるとるとると考考考考えるえるえるえる、、、、
避難所内避難所内避難所内避難所内でのでのでのでの感染症感染症感染症感染症とはとはとはとは？？？？

・・・・ インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ
・・・・ 急性上気道炎急性上気道炎急性上気道炎急性上気道炎
・・・・ 肺炎肺炎肺炎肺炎
・・・・ 消化器感染症消化器感染症消化器感染症消化器感染症
食中毒食中毒食中毒食中毒
ノロウイルスノロウイルスノロウイルスノロウイルス

・・・・ 麻疹麻疹麻疹麻疹（（（（はしかはしかはしかはしか））））・・・・風疹風疹風疹風疹（（（（おたふくおたふくおたふくおたふく風邪風邪風邪風邪））））
・・・・ 白癬白癬白癬白癬（（（（水虫水虫水虫水虫などなどなどなど））））

・・・・ 肝炎肝炎肝炎肝炎
・・・・ 結核結核結核結核



感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策のののの視点視点視点視点からみたからみたからみたからみた避難所避難所避難所避難所

・・・・ 狭狭狭狭いいいい面積面積面積面積
・・・・ 密集密集密集密集したしたしたした生活環境生活環境生活環境生活環境
・・・・ 不慣不慣不慣不慣れなれなれなれな環境環境環境環境
・・・・ 排水排水排水排水・トイレ・トイレ・トイレ・トイレ環境環境環境環境のののの整備整備整備整備
・・・・ 調理環境調理環境調理環境調理環境のののの不備不備不備不備
・・・・ 気候気候気候気候

・・・・ 適度適度適度適度なななな居住空間居住空間居住空間居住空間のののの確保確保確保確保
・・・・ 適切適切適切適切なななな換気換気換気換気
・・・・ 適度適度適度適度なななな温度温度温度温度・・・・湿度湿度湿度湿度
・・・・ 調理時調理時調理時調理時のののの対応対応対応対応
・・・・ トイレのトイレのトイレのトイレの整備整備整備整備
・・・・ 上水上水上水上水・・・・排水整備排水整備排水整備排水整備

環境的環境的環境的環境的・・・・身体的要因身体的要因身体的要因身体的要因 具体的対策具体的対策具体的対策具体的対策

・・・・ 体力体力体力体力のののの低下低下低下低下
・・・・ 精神的精神的精神的精神的なななな疲労疲労疲労疲労

・・・・ 手洗手洗手洗手洗いいいい
・・・・ マスクマスクマスクマスク（（（（咳咳咳咳エチケットエチケットエチケットエチケット））））
・・・・ 十分十分十分十分なななな睡眠睡眠睡眠睡眠・・・・休息休息休息休息
・・・・ 適切適切適切適切なななな栄養管理栄養管理栄養管理栄養管理



・・・・ 症状症状症状症状がががが進行進行進行進行していなかしていなかしていなかしていなか観察観察観察観察するするするする
⇒⇒⇒⇒ 早期発見早期発見早期発見早期発見

・・・・ 同一同一同一同一・・・・類似症状類似症状類似症状類似症状のののの人人人人がががが他他他他にいないかにいないかにいないかにいないか情報情報情報情報をををを収集収集収集収集するするするする
⇒⇒⇒⇒ 集団発生集団発生集団発生集団発生のののの防止防止防止防止

・・・・ 複数複数複数複数のののの患者患者患者患者がいるがいるがいるがいる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、早早早早めにめにめにめに医療機関医療機関医療機関医療機関・・・・保健所保健所保健所保健所・・・・
保健師保健師保健師保健師へへへへ相談相談相談相談するするするする
⇒⇒⇒⇒ 早期早期早期早期のののの医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健のののの介入介入介入介入

・・・・ 症状症状症状症状のあるのあるのあるのある人人人人をををを隔離隔離隔離隔離するかはするかはするかはするかは、、、、医療機関医療機関医療機関医療機関やややや保健師保健師保健師保健師にににに
相談相談相談相談してからしてからしてからしてから行行行行うううう
⇒⇒⇒⇒ 具体的具体的具体的具体的・・・・個別介入個別介入個別介入個別介入

要注意要注意要注意要注意なななな人人人人をををを発見発見発見発見したらしたらしたらしたら



水関連水関連水関連水関連

糞便関連糞便関連糞便関連糞便関連 手指関連手指関連手指関連手指関連 食事関連食事関連食事関連食事関連

飛沫感染飛沫感染飛沫感染飛沫感染
接触感染接触感染接触感染接触感染
空気感染空気感染空気感染空気感染

感染症感染症感染症感染症のののの関連模式図関連模式図関連模式図関連模式図現場現場現場現場でででで行行行行うことうことうことうこと



糞便関連糞便関連糞便関連糞便関連のののの感染症対策感染症対策感染症対策感染症対策

高知県庁危機管理部南海地震対策課 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/hyakka-
toiret.html

一日当一日当一日当一日当たりのたりのたりのたりの排泄量排泄量排泄量排泄量
・・・・尿尿尿尿 1200ｍｌｍｌｍｌｍｌ
・・・・便便便便 300ｍｌｍｌｍｌｍｌ

（（（（例例例例））））
30人程度人程度人程度人程度のののの避難所避難所避難所避難所
1500ｍｌｍｌｍｌｍｌ x 30人人人人/日日日日 ＝＝＝＝ 45,000ml 
(45L)

200L のドラムのドラムのドラムのドラム缶缶缶缶にににに保管保管保管保管
約約約約4日間日間日間日間

下水下水下水下水にはにはにはには流流流流せないせないせないせない





唇 24回

目 7回

鼻 16回

手で触る回数（3時間中）

n:10



～～～～ 手洗手洗手洗手洗いいいい ～～～～
・・・・ 洗浄洗浄洗浄洗浄 汚汚汚汚れとれとれとれと微生物微生物微生物微生物をををを水水水水でででで洗洗洗洗いいいい流流流流すすすす
・・・・ 消毒消毒消毒消毒 病原体病原体病原体病原体をををを不活化不活化不活化不活化させるさせるさせるさせる

手指関連手指関連手指関連手指関連

日常的手洗日常的手洗日常的手洗日常的手洗いいいい
日常生活日常生活日常生活日常生活でのでのでのでの液体液体液体液体せっけんによるせっけんによるせっけんによるせっけんによる手洗手洗手洗手洗いいいい

衛生的手洗衛生的手洗衛生的手洗衛生的手洗いいいい
流水流水流水流水によるによるによるによる手洗手洗手洗手洗いいいい

・・・・殺菌成分殺菌成分殺菌成分殺菌成分をををを含含含含まないまないまないまない石鹸石鹸石鹸石鹸をををを用用用用いたいたいたいた手洗手洗手洗手洗いいいい
・・・・消毒薬配合消毒薬配合消毒薬配合消毒薬配合スクラブスクラブスクラブスクラブ

刷刷刷刷りりりり込込込込みによるみによるみによるみによる手洗手洗手洗手洗いいいい
・・・・速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬

手術時手洗手術時手洗手術時手洗手術時手洗いいいい
消毒薬配合消毒薬配合消毒薬配合消毒薬配合スクラブとスクラブとスクラブとスクラブと、、、、速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬速乾性手指消毒薬をををを用用用用いたいたいたいた手洗手洗手洗手洗いいいい

物理的物理的物理的物理的 化学的化学的化学的化学的



気をつけておく３つのポイント

１１１１ 施設環境施設環境施設環境施設環境のののの巡回巡回巡回巡回をををを徹底徹底徹底徹底するするするする。。。。

３３３３ 食品食品食品食品にににに関関関関わっているわっているわっているわっている人人人人たちのたちのたちのたちの健康状態健康状態健康状態健康状態をををを把握把握把握把握するするするする。。。。

２２２２ トイレやトイレやトイレやトイレや手洗手洗手洗手洗いのいのいのいの近近近近くのくのくのくの汚染状態汚染状態汚染状態汚染状態のチェックのチェックのチェックのチェック、、、、消毒消毒消毒消毒

・・・・ 食物食物食物食物にににに関与関与関与関与しているしているしているしている人人人人、、、、調理従事者調理従事者調理従事者調理従事者、、、、配膳係配膳係配膳係配膳係、、、、給食当番給食当番給食当番給食当番などのなどのなどのなどの

健康状態健康状態健康状態健康状態をををを把握把握把握把握しておくしておくしておくしておく。。。。

・・・・ 体調体調体調体調のののの悪悪悪悪いいいい人人人人はははは調理調理調理調理にににに携携携携わらないようにするわらないようにするわらないようにするわらないようにする。。。。



まとめまとめまとめまとめ

・・・・ 避難所避難所避難所避難所のののの特徴特徴特徴特徴
密集密集密集密集したしたしたした環境環境環境環境
感染症感染症感染症感染症がががが集団発生集団発生集団発生集団発生しやすいしやすいしやすいしやすい

・・・・ 対策対策対策対策はははは日常生活時日常生活時日常生活時日常生活時のものとのものとのものとのものと概概概概ねねねね同同同同じであるじであるじであるじである
①①①① 予防予防予防予防
②②②② マスクマスクマスクマスク
③③③③ 手洗手洗手洗手洗いいいい
④④④④ 環境整備環境整備環境整備環境整備

・・・・ 健康管理健康管理健康管理健康管理にににに関関関関するリーダーをするリーダーをするリーダーをするリーダーを決決決決めるめるめるめる
保健師保健師保健師保健師
地域地域地域地域のリーダーのリーダーのリーダーのリーダー

・・・・ 災害時災害時災害時災害時にににに医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健システムをシステムをシステムをシステムを停滞停滞停滞停滞させないためにさせないためにさせないためにさせないために
地域住民地域住民地域住民地域住民のののの参加参加参加参加がががが重要重要重要重要であるであるであるである



「とくしま災害感染症専門チーム」について

TOKUSHIMA  Prefecture  GovernmentTOKUSHIMA  Prefecture  Government



TOKUSHIMA  Prefecture  GovernmentTOKUSHIMA  Prefecture  Government



平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日 チームチームチームチーム結成式結成式結成式結成式

知事知事知事知事よりよりよりより２７２７２７２７名名名名のチームメンバーへのチームメンバーへのチームメンバーへのチームメンバーへ委嘱状委嘱状委嘱状委嘱状のののの交付交付交付交付いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



岩手感染制御岩手感染制御岩手感染制御岩手感染制御チームチームチームチーム（ＩＣＡＴ）（ＩＣＡＴ）（ＩＣＡＴ）（ＩＣＡＴ）にににに次次次次いでいでいでいで、、、、全国全国全国全国でででで２２２２番目番目番目番目にににに結成結成結成結成されたされたされたされた

「「「「感染症専門感染症専門感染症専門感染症専門チームチームチームチーム」」」」としてとしてとしてとして紹介紹介紹介紹介されましたされましたされましたされました。（。（。（。（徳島徳島徳島徳島・・・・読売新聞読売新聞読売新聞読売新聞））））

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年３３３３月月月月４４４４日日日日 第第第第１１１１回研修会回研修会回研修会回研修会

東日本大震災時に発足した
「いわて災害時感染制御支援チーム
（通称ＩＣＡＴ）の生みの親と言われている

岩手医科大学岩手医科大学岩手医科大学岩手医科大学 櫻井滋先生櫻井滋先生櫻井滋先生櫻井滋先生
「「「「災害時感染制御災害時感染制御災害時感染制御災害時感染制御のののの実務実務実務実務とととと平時平時平時平時のののの備備備備ええええ」」」」

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年９９９９月月月月３３３３日日日日 第第第第２２２２回研修会回研修会回研修会回研修会

感染制御に対してグローバルな取り組みをされている

防衛医学研究防衛医学研究防衛医学研究防衛医学研究センターセンターセンターセンター
感染症疫学対策研究官感染症疫学対策研究官感染症疫学対策研究官感染症疫学対策研究官 教授教授教授教授
兼兼兼兼 防衛医大総合調整防衛医大総合調整防衛医大総合調整防衛医大総合調整チームチームチームチーム
政策政策政策政策調整班長調整班長調整班長調整班長 加来加来加来加来 浩器浩器浩器浩器 先生先生先生先生

「「「「災害感染症災害感染症災害感染症災害感染症リスクアセスメントのリスクアセスメントのリスクアセスメントのリスクアセスメントの考考考考ええええ方方方方とととと準備準備準備準備についてについてについてについて」」」」

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



●●●●平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月上旬月上旬月上旬月上旬 「「「「第第第第３３３３回研修会回研修会回研修会回研修会」（」（」（」（予定予定予定予定））））
・チームメンバー災害感染症研修の報告について
・災害時情報システムの構築状況について
・チームマニュアルの作成報告について

今後今後今後今後のののの活動内容活動内容活動内容活動内容

TOKUSHIMA  Prefecture  Government



TOKUSHIMA  Prefecture  GovernmentTOKUSHIMA  Prefecture  Government

ご静聴ありがとうございました


