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１ テーマ選定理由 

  災害拠点病院である当院は、都内や近隣県で災害が発生した場合、限られた自院のリソースを院内

の救護や復旧活動のほか、院外での救護活動にも割り当てなければならない。当院がその機能を十分

に発揮するためには、医療職が発災後の救護活動に極力専念できる環境のほか、参集した職員数や被

害状況等の迅速な把握、さらには途中から参集した職員への情報共有が確実になされ、リソースの割

り当てが無駄なく行われる必要がある。これらの改善にはＩＴを活用した情報共有ツールが必要と 

考え、本テーマを選定した。 
 
２ 現状と問題点 

  現在、発災後の被害状況把握は紙ベースで行われており、記入した被害状況報告書を職員が災害対

策本部まで届けなければならない。また、夜間休日に発災した場合、出勤予定でない事務職員の参集

が遅れることも想定され、被害状況報告書の作成や災害対策本部への報告書の搬送も医療系職員が行

うこととなる等、慣れない業務に割り当てられる可能性もある。さらに、本部で集計される被害状況

等の集計情報が現場の末端職員や途中から参集した職員に共有されず、知らない間に複数職員で同じ

情報収集、同じ状況報告をしていることがあるのも問題である。 
 
３ 改善策 

  これらの問題点を改善する方策として、ＩＴを活用した情報共有ツールを開発した。具体的には、  

データベースソフト及び既存の電子カルテネットワークを活用した「災害ポータル」を構築すること

で、災害時タイムラインの入力や確認のほか、被害状況の報告・集計等を救護現場から離れず行う  

ことを可能にした。 
 
４ 今後の取組（結果） 

  数回の試験的運用を経て、当院の防火防災委員会で、発災時には災害ポータルを活用して被害状況

の報告・集計及び情報共有を行うことを決定した。 
今後は、職員の異動があっても災害ポータルの活用・メンテナンスができるよう、ＳＰＣと協働し

てマニュアルの整備を行うほか、院内統一の「災害ポータル」の稼働条件（例：震度５強以上で災害

ポータルを起動する等）の検討を行い、より使いやすいツールとなるようにする。 
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１ テーマ選定理由 

  「７２時間の壁」という言葉に象徴されるように、災害時における初動体制は極めて重要であり、

発災後、当院が直ちにその体制を確立するためには、院内の被害状況等を早急に把握するとともに、

それらの情報が過不足なく災害対策本部に報告され、活動方針を決定する必要がある。この活動方針

を決定する際、災害が都内や近隣県で発生して通常の医療の確保が困難な場合には、災害拠点病院で

ある当院が、限られた自院のリソースを院内の救護や復旧活動のほか、院外での救護活動にも割り当

てなければならない。当院がその機能を十分に発揮するためには、医療職が発災後の救護活動に極力

専念できる環境のほか、参集した職員数や被害状況等の迅速な把握、さらには途中から参集した職員

への情報共有が確実になされ、リソースの割り当てが無駄なく行われる必要がある。これらの改善に

はＩＴを活用した情報共有ツールが必要と考え、本テーマを選定した。 
 
２ 現状と問題点 
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おり、記入した被害状況報告書を職員が災害対策本部 
まで届けなければならない。また、夜間や休日に発災 
した場合は、出勤予定でない事務職員の参集が遅れる 
ことも想定され、被害状況報告書の作成及び災害対策 
本部への報告書搬送も医療系職員が行うこととなる等、 
慣れない業務に割り当てられる可能性もある。さらに、 
本部で集計された被害状況等が現場職員や途中から 
参集した職員に共有されず、知らない間に複数職員で 
同じ情報収集、同じ状況報告をしていることがあるの 
も問題である。 

 
 
 
 

被害状況報告書

所属

報告者

報告時刻 月 日 時 分

第１報 報告日時：　　　月　　　日　　　時　　　分 第２報 報告日時：　　　月　　　日　　　時　　　分

緊急点検　※至急本部へ報告（電話でも可） 詳細点検　※内容を簡潔に記載し、本部に提出

現在在院する 災害による負傷者 人 人

入院患者数（A） 軽症 人 （特記事項）

人 中等度 人

外出・外泊 重症 人

人 死亡 人

勤務者数 医師 人 勤務可能者 人

人 看護師 人 帰宅を要請するもの 人

その他 人 負傷で勤務不可能な者 人

火災発生有り（延焼中　　鎮火）　　　　火災発生なし

天井 床・壁 窓ガラス等 建物外回り （特記事項）

使用可能 非常用電源 照明器具 （特記事項）

使用可能 一部使用可 使用不可 （特記事項）

使用可能 一部使用可 水漏れ （特記事項）

使用可能 一部使用可 使用不可 （特記事項）

使用可能 一部使用可 使用不可 （特記事項）

使用可能 一部使用可 使用不可 （特記事項）

使用可能 一部使用可 通行不可 （特記事項）

（特記事項）

その他緊急事項（医療機器の使用状況等）
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ＢＣＰ規定の被害状況報告書の様式。 

医療系職員が作成、報告、集計する間、その 

職員は救護現場から離れなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善に向けた着眼点 

  医療職が発災後の救護活動に極力専念できる環境とするには、定型化、標準化することで誰でも  

応援可能となる業務について、医療職ができる限り力を割かずに済むようにしておく必要がある。   

２０１２年にアメリカで発生した大型ハリケーン・サンディの現地調査団の報告では、災害時対応の

業務のうち、定型化、標準化することで応援可能となる業務は全体の８割になるとしている。本来で

あればこれら１つひとつ検討したいところだが、今回はその中でも特に改善のインパクトが大きいと

思われる「災害対応業務で医療職が救護現場から極力離れずに済むようにする」ことに焦点を当てた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

また、当院は災害拠点病院となっている他の都立病院と比較すると看護配置や医師配置が少なく、  

少しでも人的資源等のロスを無くさなければ災害拠点病院としての機能を十分に発揮することができ

出典：防災科学技術研究所研修資料 

【　看　護　】

病床数 入院数 外泊等 負傷者 軽症 中等度 重症 死亡 その他 総数 医師 看護 その他

一般外来

精神外来

救急外来

看護部

被害状況報告集計表

その他緊急事項
（火災･医療機器の状況等)

室内の損傷の
有無・状況

電気・水道・ﾄｲﾚ ・電話等
の使用可能状況

区分
職員の状況（人）患者の状況（人）

空床数

８４病棟

８５病棟

８６病棟

計

⋮ 

ＢＣＰ規定の被害状況集計表の様式。 

紙ベースでの集計では、刻々と変化する被害状況の集計が、ある「時点」での切り取り情報となって 

しまい、災害対策本部に正確な情報として伝わりにくい。 

応援可能な８割の業務があらかじめ整理できて

いれば、災害の種別や被害状況に応じて発生す

る新規課題に注力が可能！ 

©Haruo Hayashi  



なくなる恐れがある。このため、前述のように、本部で集計された被害状況等を現場職員や途中から

参集した職員にもスピーディーかつ簡易に共有できるようにし、重複して情報収集や報告等に当たる

ことがないよう工夫することも重要となる。 

 

４ 改善策及び成果 

当院は２０１２年５月に現在の新しい診療棟が開設し、免震構造となっている。また、非常用発電

機も装備しているので、発災時にも院内ネットワーク環境が継続して利用可能である可能性が高い。

この強みを活かし、前述の問題点を改善する方策としてＩＴを活用した情報共有ツール「災害ポータ

ル」を開発した。これにより、職員が少ない夜間や休日に発災し、医療系職員が被害状況の作成や報

告、集計を行わなければならない場合にも、救護現場から極力離れずにこれらを行うことが可能と  

なった。また、災害ポータルでは災害時タイムラインを入力できるため、最新の被害状況や救護活動

状況等も迅速に確認することが可能となっているほか、画像が添付できるので、よりリアルに現場の

被害状況を報告することが可能である。 
なお、職員が広く活用できるよう、端末の配置状況を鑑みて災害ポータルは既存の電子カルテ   

ネットワーク上に構築しており、新たなネットワーク環境を構築するコストはかかっていない。 

 

［災害ポータル導入Ｂｅｆｏｒｅ］         ［災害ポータル導入Ａｆｔｅｒ］ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・報告やホワイトボード記入の順番待ちが発生 

・この間にも状況は刻々と変化している… 

・各部門から災害ポータルでリアルタイム報告 

・集計要員も不要 

・タイムラインをまとめたホワイトボードシート

の上の方が良く見えない… 

・途中参集の職員も電子カルテ端末の画面で 

経過と現状を迅速に把握可能 



５ 現在までの取組内容 

試験的運用として、２０１８年度の総合防災訓練やシステム障害が発生した際に災害ポータルの  

タイムラインを活用し、関係者間で適切な情報共有が図れるかを確認した。この結果、特に問題なく

スムーズな情報共有が可能であることを確認できたため、院内の防火防災委員会で「発災時の被害状

況報告等に災害ポータルを活用する」方針が決定された。現在は本格的運用に向けて、看護師長会等

で災害ポータルの操作説明会を実施している。 
また、先の台風で公共交通機関が大きく乱れた際、職員、特に外来医師や幹部の出勤状況等を災害

ポータルで院内に広報した。災害ポータル導入前は、公共交通機関に大幅な遅延が生じると外来医師

や幹部を探して院内を走り回る複数の職員の姿が見られたが、そのようなこともなくなった。これは

災害ポータルの導入により効果的な情報共有ができた結果であると評価している一方、発災時の運用

がよりスムーズになるよう、引き続きユーザーの意見を取り入れてバージョンアップを図る必要

があると考えている。 
 

６ 今後の課題及び取組方針 

  災害ポータルは災害時の実運用を想定していることから、当該システムを冗長化して災害・障害に

強くする必要がある。そのため、災害で電子カルテネットワークが完全にダウンしてしまった時にも

災害ポータルが運用できる可能性を高めておくため、院内ＬＡＮネットワーク上でも災害ポータルが

稼動できるようにすることを検討している。また、現在は単体で稼働しているサーバーについても、

当院において冗長化されたサーバー統合基盤（HCI：ハイパーコンバージドインフラ）へ移行するこ

とで物理的破損から守られるようにする等、より災害に強いシステムとする必要がある。 
このほか、突然の災害に対して有効性を発揮するため、「職員の出勤状況については平時からの入力

を徹底する」、「地震災害の場合は震度５強以上で災害ポータルを起動する」、「起動に当たって院内放送

を入れる」等の運用に関する詳細な院内ルールを決定する必要がある。これらの課題については、今後、

防火防災委員会と連携して検討する。加えて、職員の異動があっても災害ポータルの活用・メンテナン

スが継続できるよう、ＳＰＣと協働してマニュアルの整備も進める必要がある。 
 

７ 結び 

  当院では、災害対応力を強化するため、昨年度取り組んだ「災害時参集管理システムの構築」に加

え、今年度取り組んだ「災害ポータルの構築」、さらには当院ＱＣ活動では同じ業務改善推進チームの

花組が初動体制の確立に必要なトリアージエリア等への物品の運び出し時間を大幅に削減する改善策

（不要となったカートを活用した防災カートの作成等）を考案している。これらの取組を松沢病院内

だけでなく、利活用できることは広く展開することで、都立・公社病院が一丸となって、さらなる災

害医療の充実強化を図ることが可能になると考える。 
 
 
 
 
 
 

不要となったカートを活用した防災カート 

［効果］ 

〇１人当たりの輸送量が増加 

〇過不足なく必要物品を持ち出せる 

 

トリアージエリア設営用物品の持ち

出しが３分で完了！ 


