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要  旨  

 

【目的】 

本調査の目的は，文献検討により東日本大震災以降の看護職の災害対応や備えに対する活動を時期別に明らかにすること

である。 

 

【方法】 

医中誌web Ver5.を用いて，2011年から2016年に発表された看護文献を対象に，「活動or 支援or 備えand 災not 労災」

（会議録を除く）を検索ワードとした。看護職による災害対応と備えの活動内容が具体的に記述されており，時期が読み取

れるもの110件を本調査の対象とした。急性期・亜急性期・中長期・準備期の4つの時期に分類した後，時期毎に活動内容

をラベル化し，サブテーマ，テーマ，大テーマへと統合した。 

 

【結果】 

対象文献は，2011年に発生した東日本大震災の活動報告がその8割以上を占め，そのうち福島原発事故に関するものにつ

いて書かれたものが2割あった。また，110文献から，急性期・亜急性期・中長期・準備期における看護活動として，388の

サブテーマ，140のテーマ，8の大テーマを抽出することができた。その8つとは，「災害時要配慮者に対する支援」「放射線

災害に対する支援」「保健医療マネジメント」「健康被害の予防」「安全な環境の提供」「日常生活支援」「医療提供」「人材育

成」であった。 

 

【結論】 

本調査によって，災害時期別の多様な看護活動が明らかになり，加えて発災直後から中長期，準備期における継続的な看

護の支援，それらの変化や特徴なども明らかになった。また，本調査で明らかになった8つの看護活動のうち，先行研究で

は述べられていなかった「災害時要配慮者に対する支援」と「放射線災害に対する支援」は，今回の調査の中で新たに体系

化された重要な活動であり，支援やその体制について更なる検討を行い，実践活動や教育に反映させていくことが必要であ

る。 
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Ⅰ. 背  景 

近年，災害は世界中で頻発している。災害からの被害を軽

減するために，2015 年 3 月に開催された第 3 回国連防災世

界会議において仙台防災枠組 2015-2030（UNISDR，2015）

が採択された。世界において分野横断的な防災への取り組

みの必要性が明言され，保健医療分野からの参画も求めら

れている。またこれを受けて，2016 年 3 月には，Bangkok 

Principles for the implementation of the health aspects of the Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030が提言された。

この中の一つには，保健医療従事者の災害リスク削減に対

する能力強化が提言されており，看護職の災害や防災に関

する知識や技術の向上が求められる。 

先行研究において，災害看護の活動や役割についていく

つかまとめられている。山田ら（2000）は，文献および災害

看護活動の経験者からのインタビュー調査より検討を行っ

ており，災害時の看護の役割を明らかにしている。また，末

永ら（2012）は，東日本大震災における急性期医療活動を経

験した看護職にインタビュー調査を行い，災害における看

護の役割を明らかにしている。さらに，岩村（2014）は2005

年から 2009 年までの文献とインタビュー調査より，病院，

保健所・市長村，訪問看護ステーションにおける災害時の看

護職の役割・機能と必要な能力を明らかにしている。これら

は，東日本大震災発生後急性期までの看護の役割であり，時

期別の考慮はされていない。 

東日本大震災では，その被害の大きさから支援者の数・活

動期間ともに阪神淡路大震災や新潟県中越地震よりも拡大

している。また，東日本大震災を受けて，日本各地での備え

活動は活発化している。そこで，本調査では東日本大震災以

降の急性期だけではなく，亜急性期，中長期にわたる被災地

での看護職の活動および，平時の災害への備えにおける看

護職の活動を時期別に明らかにする。本調査の結果は，災害

看護活動の体系化の一助につながると考える。 

 
Ⅱ. 目  的 

本調査の目的は，文献検討により東日本大震災以降の被

災地での看護職の活動および平時の災害への備えにおける

看護職の活動を，災害時期別に明らかにすることである。 

 

Ⅲ. 方  法 

1. 対象文献の選定 

文献は，医中誌Web Ver5.を用いて，東日本大震災が発生

した 2011 年以降に発表された看護文献を対象に，「活動 or 

支援or 備えand 災not 労災」を検索ワードとし（会議録を

除く），検索した（検索日 2016 年 5 月 27 日）。検索された

文献 900 件のうち，タイトルと抄録より，看護職の実施し

た実践活動でないもの，災害または防災・減災に関連のない

もの 370 件を除外した。入手できた文献のうち，活動時期

が分かるもの，災害対応または備え活動が記述されている

もの110件（資料1）を選択し，分析対象とした。 

 

2. 分析方法 

対象文献から，災害対応や備えとして看護職が実施した

活動内容を記載している文章を抽出し，初めに準備期・急性

期・亜急性期・中長期の4つの時期に分類し整理した。本調

査での時期とは，これまでの定義（丸山，2013；増野，2007；

日本集団災害医学会，2015；野中，2010；小原ら，2013；奥

寺ら，2008）を参考に発災から1週間までを急性期，1週間

後から3週間後までを亜急性期，3週間後以降を中長期，災

害前を準備期とした。 

次に，時期別に分類した活動にラベルをつけ，ラベルの類

似性や相違性を吟味しながらサブテーマをつけた。さらに

サブテーマを統合しテーマ，大テーマをつけた。 

 

Ⅳ. 結  果  

1. 対象文献の概要 

まず初めに，本調査で使用した 110 件の文献の年度をま

とめた表を下記に示す（表1）。2011年に発生した東日本大

震災の活動報告がその 8 割以上を占め，そのうち福島原発

事故に関するものについて書かれたものが14件あった。東

日本大震災以外の災害としては，台風や豪雨を含む水害が8

件，竜巻が2件，さらに平時の備えに関するものが11件抽

出された。 

 

表1．使用文献の出版年度 

 

2. 抽出されたテーマ 

110文献から，急性期・亜急性期・中長期・準備期におけ

る看護職の活動として，388 のサブテーマ，140 のテーマ，

8つの大テーマが明らかとなった。8つの大テーマとは「災

年 2011 2012 2013 2014 2015 2016
件数 22 41 21 19 6 1
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害時要配慮者に対する支援」「放射線災害に対する支援」「保

健医療マネジメント」「健康被害の予防」「安全な環境の提供」

「日常生活支援」「医療提供」「人材育成」であった。これら

の 8 つの活動がそれぞれどの時期に行われていたか表 2 に

まとめた。 

 

表2．8つの大テーマと時期 

注釈：表内の「〇」は看護活動が抽出されたことを「－」は抽出さ

れなかったことを示す。 

 

3. 各大テーマの内容 

ここでは 8 つの大テーマについて，その内容と時期によ

る特徴や変化について述べていく。【】はテーマ，≪≫はサ

ブテーマを示す。 

1）災害時要配慮者に対する支援 

災害時要配慮者に対する支援では，42 のテーマと 102 の

サブテーマが明らかとなった。それぞれを時期別に示す（表

3）。本研究における災害時要配慮者とは，内閣府（2013 年

8月）の定義を参考に，高齢者・障害者・乳幼児・妊産婦・

子ども・慢性疾患を有する者・在宅療養者が含まれる。 

災害時要配慮者に対する支援は，災害後の急性期，亜急性

期，中長期を通して，【健康に関するニーズの把握】【不安へ

の対応】【日常生活行動の支援】【生活環境の整備】【保健医

療福祉サービスの調整】【多機関連携】が行われていた。ま

た，準備期では，【名簿作成】【個別支援計画の作成】【多機

関連携体制の構築】【個別の災害教育】が明らかとなった。 

その特徴は，災害後の生活環境の変化に対して，安全や健

康を維持するための活動を行っていたことにある。急性期

では【避難支援】を実施し，在宅療養者などの【安否確認】

を行っていた。その後，【健康に関するニーズの把握】や，

健康維持に向けた≪受診調整≫など医療を受けるための支

援，亜急性期においては，≪褥瘡管理≫≪慢性疾患憎悪への

対応≫など【健康被害に対するケア】を行っていた。さらに，

【日常生活行動への支援】を行うと同時に，個別に応じた物

資および環境の調整や生活の場の確保，≪福祉避難所の開

設≫など【生活環境の整備】を継続的に行っていた。これら

の要配慮者の健康や生活維持に向けた様々な活動は【多機

関連携】を通して，包括的に展開されていた。準備期におい

ても，看護職が【名簿作成】や【個別支援計画の作成】に関

わり，さらには災害時要配慮者だけではなくその家族を含

めた【個別の災害教育】を行っていた。 

このように災害時要配慮者に対する看護職の活動は，全

時期に幅広く実施されており，平常時から災害に向けた災

害時要配慮者への支援体制の構築が必要であることが分か

った。 

2）放射線災害に対する支援 

放射線災害に対する支援では，13のテーマと25のサブテ

ーマが明らかとなった。それぞれを時期別に示す（表4）。 

放射線災害に対する支援では，急性期・亜急性期・中長期・

準備期で展開され，急性期～中長期を通して行われた活動

は【住民への対応】【支援者の健康管理】，急性期・亜急性期

で行われた活動は【被曝スクリーニング】であった。急性期

ではこの他にも【放射線測定】【被曝スクリーニングの体制

整備】【放射線被曝の低減】が抽出された。また，準備期で

は【放射線災害に関する教育の提供】【放射線災害に向けた

訓練の実施】が抽出された。 

東日本大震災では，地震や津波の発生以外にも，これに伴

う福島原発事故も発生した。この放射性物質の放出による

人々の被害を軽減しようと看護職は急性期より支援を行っ

ていたことが明らかとなった。その内容は，【放射線測定】

や【被曝スクリーニング】，説明や検査介助など【住民への

対応】，≪除染≫や≪ヨウ素剤の配布≫など【放射線被曝の

低減】が行われ，特に住民への説明や相談対応については発

災後から継続的に実施されていた。また被災地で活動する

支援者に対しても急性期～中長期にかけて継続的に健康管

理が行われていた。一方準備期では，これらの経験を踏まえ

てセミナーや勉強会などの教育や訓練が展開されていた。 

3）保健医療マネジメント 

保健医療マネジメントでは，24のテーマと84のサブテー

マが明らかとなった。それぞれを時期別に示す（表5）。 

保健医療マネジメントでは，時期を越えて共通している

活動は【被災状況の把握】を行いつつ【情報管理】や【人材

管理】を実施し，多職種や関連機関との連携を元にサービス

の調整や整備をしていた。特徴的な点は，急性期では【病院

内の人材調整】【被災者の受け入れ準備】，中長期では【生活

支援体制整備】【復興への取り組みと提言】【災害への備えの  

大テーマ 急性期 亜急性期 中長期 準備期 テーマ数（サブテーマ数）

要配慮者に対する支援 〇 〇 〇 〇 42（102）
放射線災害に対する支援 〇 〇 〇 〇 13（25）
保健医療マネジメント 〇 〇 〇 〇 24（84）
健康被害の予防 〇 〇 〇 － 15（71）
安全な環境の提供 〇 〇 〇 〇 11（31）
日常生活支援 〇 〇 〇 － 10（16）
医療提供 〇 〇 〇 － 20（46）
人材育成 〇 〇 〇 〇 5（13）
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表3．災害時要配慮者の支援 

 

表4．放射線災害に対する支援 

 

表5．保健医療マネジメント 

 

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

在宅療養者の安否確認 安否確認 支援が必要な人への訪問 在宅療養者の安否確認 安否確認 要配慮者の把握・調査

避難誘導と援助 継続訪問 継続訪問 支援者・要配慮者の名簿作成

被災地外への避難支援 ニーズ把握 ニーズ把握 避難行動と支援計画の作成

避難の意向調査 不安軽減のための声かけと傾聴 不安への対応 健康状態の把握 災害対策マニュアルの作成

支援が必要な人への訪問 メンタルヘルスに関する相談 不安の傾聴 不安への対応 在宅医療業者との連携

ニーズ把握 母子に関する相談 健康問題に関する相談 他組織との情報・課題の共有

健康状態の把握 沐浴支援 母子に関する相談

患者の帰宅対応 更衣・清潔・排泄の介助 訪問支援

帰宅困難な外来患者の受入 服薬管理 更衣･清潔･排泄･食事･歩行の介助

在宅療養者の病院受入 慢性疾患憎悪への対応 寝たきり予防訓練

在宅療養者の不安の傾聴 不安への対応 褥瘡管理 褥瘡管理

更衣・清拭・保温・排泄の介助 摂食・嚥下障害に対するケア

沐浴支援 訪問診療によるケア提供

服薬管理 介護やセルフケア物資の調整 セルフケア指導

服薬と自己注射の指導 保健指導 経口補水液の提供 治療継続への指導

育児・介護に必要な物資の支援 避難所の簡易トイレの設置 メンタルヘルスの支援

医療物資の窓口確保・搬送 介護環境の整備 遺児への訪問

アレルギー対応物資の要請 福祉避難所の開設 住民へのいきがいづくり事業の開催

福祉避難所の開設 母子の避難環境整備 母子保健事業

安全に配慮した環境整備 医療搬送 レクリエーション

レクリエーションの場の確保 受診調整 検査介助

広域搬送調整 受診支援 放射能汚染検査の調整

受診調整 医療機関に関する情報提供 ハイリスク者の情報集約と共有

受診支援 情報の引き継ぎ 経口補水液の提供

福祉サービスの調整 情報の共有 介護用品の調達

保健医療継続への個別手続き 関係機関と連携 母子への物資支援

みなし仮設･施設への入所者調整 住民への協力依頼 避難所の簡易トイレの設置

受け入れ施設の紹介 避難所集約による福祉避難所の開設

人的資源の確保 福祉避難所の環境調整

関係機関と連携 福祉避難所運営・助言

住民へ協力依頼 養育環境の整備

医療搬送

受診支援

保健医療体制整備

精神保健の継続支援調整

他機関へ協力依頼

関係機関と連携

亜急性期 中長期

健康に関するニー

ズの把握

健康に関するニー

ズの把握

健康相談

準備期

避難支援

多機関連携

健康に関するニー

ズの把握

健康相談

日常生活行動の支

援

健康被害に対する

ケア

生活環境の整備

保健医療福祉サー

ビスの調整

情報管理

病院における帰

宅・受入対応

日常生活行動の支

援

物資の確保・支給

生活環境の整備

保健医療福祉サー

ビスの調整

急性期

生活の移行に関す

る調整

物資の調整

保健医療福祉サー

ビスの調整

多機関連携

生活環境の整備

多機関連携

健康保健事業

放射能汚染検査の

介助

保健指導

メンタルヘルスの

支援

避難施設への移動調整
生活の移行に関す

る調整

放射線スクリーニング時の移動介助
放射線スクリーニ

ングの介助

健康被害に対する

ケア

物資の調整

名簿作成

個別支援計画の作

成

多機関連携体制の

構築

日常生活行動の支

援

要配慮者と家族への個別の災害教育

や訓練
個別の災害教育

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

放射線測定 放射線測定 放射能汚染検査時の移動の介助 放射線関連セミナーの実施

被曝スクリーニング 放射線災害に関する勉強会の実施

放射線に関する情報収集と対応 被ばく模擬訓練

放射線に関する問い合わせへの対応 母親への説明対応 放射線災害に関する訓練の実施

災害対策本部の動向把握 放射線に関する不安対応や説明 支援者の問診と面談

放射線測定の体制整備 支援者の健康管理 支援者の健康管理 支援者の健康管理

被曝スクリーニングの体制整備

放射線に関する相談窓口の設置

除染

ヨウ素剤の配布

支援者の健康管理 支援者の健康管理

放射線被曝の低減

急性期 亜急性期 中長期

放射線量測定に関する住民への説明

対応 住民への対応

被曝スクリーニン

グの体制整備

住民の被曝スクリーニング実施の有

無の確認

被曝スクリーニン

グ 放射線災害に対する心配のある者の

把握
住民への対応

住民への対応

支援者の健康管理

準備期

放射線災害に関す

る教育の提供
被曝スクリーニン

グ
住民の被曝スクリーニング実施の有

無の確認

放射線災害に向け

た訓練の実施

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

院内での安否確認や被害状況の確認 被災者の状況把握 帰還住民の安否確認 災害対応マニュアル作成

被災者の状況把握 支援者の状況把握 被災者の状況把握 災害対応マニュアル修正・更新

トリアージの状況把握 避難所の状況把握 地域の状況把握 災害活動体制の整備

避難所の状況把握 地域の状況把握 避難所アセスメント コミュニケーションの調整

地域の状況把握 関係機関への情報提供 地域アセスメント 関係機関との連携体制の構築

行政機関内の情報収集 活動報告 健康課題の明確化

関係機関への情報提供 情報共有 関係機関への情報提供

活動・被災状況の報告 避難所の支援のしくみづくり 活動報告

情報共有 医療機関の現状把握 情報共有

情報管理方法の整備 医療機関への搬送調整 情報発信

避難者受け入れに向けた環境整備 保健業務支援 情報管理方法の整備

被災者受け入れに向けた院内調整 看護職の派遣調整 通常業務・事業再開

避難所の準備・開設 外部支援者の配置調整 事業・業務の引き継ぎ

避難所の支援のしくみづくり 現地支援者の勤務調整 活動方針の協議

多機関との協議 活動の企画・展開

医療職・機関と連携 対応統一のためのマニュアル作成

医療アクセスの整備 他機関連携 避難所調整

通常業務再開 医療アクセスの整備

医療体制の構築 見守り・相談支援体制構築

職員の確保 支援拠点設置にむけた支援

職員の勤務調整 医療職の活動調整

職員の配置調整 人材受け入れ調整

派遣看護職の人員配置調整 現地支援者支援

看護職の派遣調整

ボランティア受け入体制の調整

院内で活動方法の統一 連絡方法の検討

活動に関する関連機関との協議 医療職・機関と連携

専門職への支援協力依頼 他機関連携

ボランティアへの協力依頼 復興計画の検討

医療職・機関と連携 健康調査に基づく自治体への提言

他機関連携 町の復興に向けた提言

災害対応マニュアル改訂・訓練

災害時用資器材の拡充

急性期 亜急性期 中長期 準備期

災害への備えの見

直し

関連機関との活動

調整

保健医療福祉サー

ビスの調整

多職種・住民との

連携

多機関連携

外部支援者の人材

管理

復興への取り組み

と提言

病院内の人材調整

人材管理

人材管理

連携システム構築

災害に向けた支援

体制の整備

在宅療養者への保健医療福祉サービ

スの調整

被災状況の把握

情報管理

被災者の受け入れ

準備

被災状況の把握

情報管理

保健医療体制整備

多機関連携

人材派遣について関係機関と連絡調

整

被災状況の把握

被災地域アセスメ

ント

情報管理体制整備

活動体制整備

生活支援体制整備
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見直し】が開始されていた点である。 

災害発生後，適切な保健医療サービスを提供し，さらに生

活環境の変化においても継続した保健医療サービスが提供

できる体制を整えていたことが明らかとなった。まず，地域

の被害や被災した人々の状況を把握するところから支援が

始まり，保健医療機関においては人々にサービスを提供す

るために，人・物・情報の管理を行っていた。それらは組織

内で調整することもあれば，他組織や住民など周囲と連携

を行いながら広域な調整を行うこともあった。また，災害後

よりよい保健医療サービスを提供するために，体制を整備

しながら，必要な体制を新たに構築していったことが読み

取れる。さらに，被災した人々の生活支援に関する調整や，

中長期以降では健康調査に基づく復興に向けた提言にも参

画していた。その中で次の災害に向けた備えの見直しも行

われていた。 

4）健康被害の予防 

健康被害の予防では，15のテーマと71のサブテーマが明

らかとなった。それぞれを時期別に示す（表 6）。健康被害

の予防のための活動は，急性期・亜急性期・中長期で展開さ

れ，全期を通して【健康・生活状況やニーズの把握】【相談

対応】【心のケア】【感染症の予防】【健康教育】が抽出され

た。 

活動は，避難所など生活の場における人々の健康状態や

生活状況，ニーズの調査から開始され，≪相談できる機会の

提供≫を行い，≪不安の傾聴や対応≫など個別の【相談対応】

や【心のケア】を実施していた。心のケアについては他チー

ムや専門家と連携をしながら実施し，亜急性期以降では，≪

パンフレットやポスターによる情報提供≫を行いながら対

象者を拡大し，中長期では，≪リラクゼーションやマッサー

ジ≫など具体的な手技も提供していた。また健康被害を予

防するために避難所生活で起こりやすい【感染症の予防】活

動や，その他の二次的な健康被害の予防のために【健康教育】

を行っていた。健康教育は中長期には活動が多様になり，内

容が充実し，避難所のみならず仮設住宅に移行しても支援

を継続していた。 

5）安全な環境の提供 

安全な環境の提供では，11のテーマと31のサブテーマが

明らかとなった。それぞれを時期別に示す（表 7）。安全な

環境の提供では，急性期～中長期に共通している活動は【生

活環境整備】と【情報提供】であった。また，急性期に活発

に行われているのは【不足物資の要請・確保・提供】【避難

誘導・搬送】であり，亜急性期では【物資の補充・搬入】，

中長期では【物資の管理・配布】が開始されていることが特

徴的である。さらに，準備期から【災害に備えた職場の環境

整備】がなされていた。 

災害発生後，被災した人々や避難した人々が安全な環境

で暮らすことができるように，看護職は物や情報，環境につ

いて間接的に支援を行っていることが明らかとなった。災

害発生直後は資源が限られているため，物資の使用につい

ての工夫や≪物資の確保≫のための支援を行い，亜急性期

以降は必要な≪物資の補充≫やその配布などの管理に対す

る支援も行っていた。一方，避難生活の中で生命に関する危

機を脱すると，徐々に人々の精神面の支援が必要となり，≪

息抜きの場の提供≫や≪支援者の交流・息抜きの場の提供

≫を行っていたことが明らかとなった。準備期では，発災後

に安全な環境を維持あるいは早期にその体制を構築するた

めに，自身が勤務する職場の環境整備などを行っていた。 

6）日常生活支援 

日常生活支援では，10のテーマと16のサブテーマが明ら

かとなった。それぞれを時期別に示す（表8）。 

日常生活支援は，急性期・亜急性期・中長期で展開され，

その時期ごとによる対象者のニーズに対応していた。その

活動は，災害時においても医療的な支援のみならず生活に

関する支援を継続的に行っていることが明らかになった。

災害発生後，急性期より病院内では【防寒】を行う一方で【避

難所生活の支援】や避難所での【日常スケジュールの作成】

を行っていた。【日常スケジュールの作成】は，看護職によ

る一方的な指導ではなく，住民参加型の支援であった。続く

亜急性期では，病院内の【看護業務継続への支援】として患

者の食事介助や清潔ケアなど，より日常的な支援を行って

いた。一方避難所では，【避難所の食事支援】や【生活リズ

ムの改善】としてラジオ体操への呼びかけや環境づくり，さ

らには【生活に関する情報提供】を行っていた。 

このように，看護職は急性期より個人あるいは集団に対

し生活の支援を行っており，発災直後の混乱した状況への

対応から，亜急性期以降では，住民の生活再建に合わせて，

避難所から仮設住宅へ活動場所を移行し支援を継続してい

た。 

7）医療提供 

医療提供では，20のテーマと46のサブテーマが明らかと 
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表6．健康被害の予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7．安全な環境の提供 

 

表8．日常生活支援 

 

 

 

 

 

 

 

なった。それぞれを時期別に示す（表9）。 

医療提供は，急性期・亜急性期・中長期で展開され，すべ

ての時期で【トリアージ】【診療の介助】【救急対応】【巡回

診療】【受診支援】が抽出され，【診療エリアの準備】【医療

搬送】は急性期のみから抽出された。 

医療提供は，災害発生後，被災現場あるいは避難生活の場

で，災害による負傷者や体調不良者に対し医療支援を行い，

それは急性期から中長期まで継続していたことが明らかに

なった。その内容は，発災直後に医療提供が開始できるよう

≪救護所の設置≫や≪処置エリアの準備≫が行われ【トリ

アージ】を実施していた。トリアージポストや病院内では

【診療の介助】が行われていた。また避難所では【巡回診療】 

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

避難所の生活環境のモニタリング 避難所における生活状況の把握

避難所避難者の健康調査 被災者の健康調査

避難所におけるニーズの把握 被災者のニーズの把握 医療ニーズの把握

支援者の健康状態の把握

相談できる機会の提供

不安の傾聴や対応 支援者の健康状態の把握 健康調査記録票の作成

家庭訪問による心のケア 巡回や電話での個別健康相談 相談できる機会の提供

避難所巡回による心のケア 不安の傾聴や対応 個別健康相談

他チームとの連携による心のケア 相談に対する専門機関との連携

感染症の発生状況のモニタリング 心の負担を軽減するケア

有症状者の隔離処置 心のケアの必要な被災者の把握 支援者に対する健康相談

保健指導 専門職による巡回や訪問 ニーズ調査やスクリーニング

紙媒体や声かけによる啓発 講演や紙媒体による情報提供

ストレス緩和のための指導 専門家との相談機会の提供

生活環境の改善のための啓発 感染症サーベイランス リラクゼーションやマッサージ

有症状者の隔離処置 思いの表出の促し

保健指導

避難所での食事指導

被災地支援者への思いの表出の促し

活動量低下に対する保健指導

関係機関と連携した遺族ケア

自己管理ができるはたらきかけ 感染症のアセスメント

有症状者の隔離処置

保健指導

リーフレットによる啓発

医療チームや現地医療機関との連携

講演やパンフレットによる啓発

仮設住宅での服薬指導

応急処置の指導

口腔ケアの指導

女性の排泄に関する健康指導

被災者の発達課題に合わせた性教育

活動量低下に対する啓発や体操

孤立化予防のための交流機会の提供

自己管理ができるはたらきかけ

急性期 亜急性期 中長期

健康・生活状況や

ニーズの把握

相談対応

避難所での健康管理のための記録票

の作成

支援者と被災者のストレス状況の把

握

健康・生活状況や

ニーズの把握

避難所・医療施設・地域における健

康調査

健康・生活状態や

ニーズの把握

心のケア

感染症の予防

困りごとやストレス表出のための傾

聴

パンフレットやポスターによる情報

提供

相談対応

エコノミークラス症候群予防のため

の健康指導 生活の場の変化の時期に合わせた心

のケアパンフレットやポスターによる情報

提供 他職種や専門家との連携による心の

ケア変化する環境下での生活への注意喚

起

健康教育

引きこもりや介護予防のためのはた

らきかけ

訪問や物資配布による熱中症予防の

啓発

相談対応

心のケア

感染症の予防

健康教育

筋力低下や疼痛予防のための運動指

導

心のケア

感染症の予防

健康教育

被災地支援者への相談や検診での心

のケア

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

病院における毛布を用いた保温 病院での食事介助

病院におけるお湯の提供による保温 病院での清潔ケア

病院での体位変換

病院での移送

入院患者への見守り

避難所での給水や炊き出し支援 避難所の食事支援

仮設や借上げ住宅入居者への生活支

援

仮設や借上げ住宅

入居者への生活支

援

避難所生活への支

援
避難所生活への支援

避難所生活改善のための住民参加型

日常スケジュールの作成

日常スケジュール

の作成

急性期 亜急性期 中長期

日用品の使用方法

指導
電化製品の使い方指導防寒

入浴や罹災証明の災害情報提供
生活に関する情報

提供

生活リズムの改善

看護業務継続への

支援

避難所生活改善のためのラジオ体操

参加への呼びかけ

避難所生活改善のためのラジオ体操

に参加しやすい環境づくり

電化製品の使い方指導
日用品の使用方法

指導

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

物資の搬入 健康・防犯グッズの配布 発災時の行動検討

物資の補充 生活用品と医療物品の管理 物品の準備、点検

物資の搬送・要請 医療機関の情報提供 情報提供 物資などの提供 災害に備えた日頃からの環境整備

物資の確保 避難所の生活環境整備 医療の情報提供

食料の確保 環境衛生管理 避難所・応急仮設の生活環境整備

物資の仕分け 息抜きの場の提供 環境衛生管理

物資の配布 避難所の区分け 支援者の交流・息抜きの場の提供

避難所内の医療の情報提供

地域の医療機関の情報提供

インフラ途絶に対する対応

避難所の生活環境整備

環境衛生管理

スペースの確保

患者の搬送・誘導

被災者の誘導
避難誘導・搬送

急性期 亜急性期 中長期 準備期

災害に備えた職場

の環境整備

情報提供

生活環境整備
生活環境整備

物資の不足への節約や代用による対

応
物資の補充・搬入 物資の管理・配布

不足物資の要請・

確保・提供

情報提供

生活環境整備
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表9．医療提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10．人材育成 

 

 

 

や，避難所からの【医療搬送】【受診支援】を行っていた。 

これらは，亜急性期や中長期など時間の経過に伴い活動

の場が避難所や在宅に移行しても行っていた。また，災害発

生直後の緊急度の高い重症者から，徐々に避難所や在宅の

体調不良者等へと対象も変化していたことが読み取れる。 

8）人材育成 

人材育成では，5のテーマと 13のサブテーマが明らかと

なった。それぞれを時期別に示す（表10）。 

人材育成は，急性期・亜急性期・中長期・準備期で展開さ

れ，急性期・亜急性期では【災害支援活動に関わる人材への

指導】，中長期では【災害支援活動に関わる人材の育成】が，

準備期では【災害教育の提供】【専門職としての災害対応訓

練】が抽出された。その活動は，発災後，被災地での支援活

動に関わる人々に対し，活動に関する直接的な指導や学習

機会の提供などの教育を行っていた。準備期においては，災

害に関する教育を定着させるためにプログラムや教材の開

発を行い，また，看護職以外の専門職者や自治体と共に，机

上シミュレーションや実働訓練など災害訓練を行い，支援

者や住民の危機管理能力の向上に関わっていた。 

 

Ⅴ. 考  察  

1. 過去文献との比較 

本調査が対象とした文献では東日本大震災に関する発災

直後から復興期までの各施設や立場からの報告が 8 割以上

を占め，その内福島原発事故に関連するものが 2 割弱含ま

れていた。調査の結果明らかとなった災害時における看護

活動は【災害時要配慮者に対する支援】【放射線災害に対す

る支援】【保健医療マネジメント】【健康被害の予防】【日常

生活支援】【安全な環境の提供】【医療提供】【人材育成】の

8つであった。 

これは，山田ら（2000）や末永ら（2012）が明らかにした

看護の役割とも共通している部分もあった。しかしながら，

これまでの先行研究では，災害時要配慮者について述べら

れたものはなく，また放射線災害については含まれていな

かった。今回，看護活動として新たに，【災害時要配慮者に

対する支援】と【放射線災害に対する支援】が明らかになっ

た。 

【災害時要配慮者に対する支援】は全期における多くの

看護活動が明らかになった。災害時要配慮者はその多様な

特性から災害時に影響を受けやすく，体調悪化のリスクが

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

診療体制の確認 救護所の配置の検討 救護所の配置の検討

処置エリアの準備 救護所の運営体制の整備 救護所における医療資機材の管理

救護所の設置 救護所の設置 医療活動継続のための引継ぎ

救護所における医療資機材の管理 救護所における医療資機材の管理

医療活動継続のための引継ぎ 医療活動継続のための引継ぎ

トリアージ トリアージ 診療の介助

診療前のバイタルサイン測定

搬送順位決定のためのトリアージ 診療の介助

24時間体制でのトリアージ 外傷患者への処置 避難所の診療室での診療の介助

トリアージポストでの診療の介助 体調不良者への対応 急病への救急対応 救急対応

保温を考慮した輸液の投与 重症者への救急対応 巡回診療

患者の転落防止のための介助 巡回診療 訪問診療

分娩の介助 訪問診療 受診の援助 受診支援

被災現場での医療処置 受診の援助 受診支援

外傷患者への処置

体調不良者への対応

避難所の巡回診療 巡回診療

体調不良者への受診調整

受診の援助

診療のための誘導

避難所からの搬送準備

医療搬送

救急対応

受診支援

医療搬送

中長期

診療エリアの準備

救護所の設置と管

理救護所の設置と管

理

救護所の管理

診療の介助

救急対応

避難所内での受診のためのトリアー

ジ
トリアージ

精神科外来・クリニックでの診療の

介助
診療の介助

巡回診療

巡回診療

急性期 亜急性期

トリアージポストの設置とトリアー

ジ

トリアージ

診療の介助

サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ サブテーマ テーマ

机上シミュレーションの実施

状況設定をした実働訓練の実施

他機関との合同防災訓練の企画運営

急性期 亜急性期 中長期 準備期

支援者に対する復旧作業時の衛生に

ついての説明

支援者に対する復旧作業時の衛生に

ついての説明

被災者の生活支援に関わる人材への

学習機会の提供
学生や住民に対する教育教材の作成

学生や住民に対する災害教育プログ

ラムの作成

学生や住民への災害に関する学習機

会の提供

災害支援ナースのネットワークシス

テムに関する訓練の実施

災害支援活動に関

わる人材への指導

災害支援活動に関

わる人材への指導

災害支援活動に関

わる人材の育成
災害教育の提供

専門職としての災

害対応訓練

支援者に対する作業時の注意事項に

ついての説明

支援者に対する作業時の注意事項に

ついての説明
被災者の生活支援に関わる人材育成
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高い者や生活上特別な配慮を必要とする者も多い。そのた

め，平時からの支援体制の構築が急務であるが，個別計画や

福祉避難所など支援体制の課題は多い。神原ら（2010）の研

究においても緊急かつ重要な研究課題として災害時要支援

者への災害看護支援があげられている。今後，本調査の結果

を元に，看護職による災害時要配慮者への時期毎あるいは

対象毎の支援やその体制について更なる検討を行い，実践・

教育に反映させていくことが必要である。 

【放射線災害に対する支援】について，福島原発事故以降，

福島県では放射線災害による影響を長期的に受けている人

が少なくなく（及川ら，2017；坪倉，2018），継続的に看護

職が住民に対し支援を行っている。放射線災害による長期

的な健康・生活課題は現在も調査中であり（志村ら，2018），

必要な看護支援についても引き続き検討していく必要があ

る。 

東日本大震災以降，これまでの放射線教育の脆弱性を受

け放射線災害に関する勉強会や訓練が開催されていること

が明らかとなった。しかしながら，放射線看護を専門とする

看護職の不足（吉永，2016）や地域の特徴により，放射線教

育の有無や放射線災害への対策は地域差があることが考え

られ，それぞれの地域における災害リスクの同定と認識，ま

た人材育成が今後の課題としてあげられる。 

 

2. 時期別に見た看護活動の特徴 

これまでの先行研究では災害時期別による看護活動を記

述したものは見られない。そのため，ここでは各時期の特徴

について先行研究と比べ今回新たに明らかとなった活動も

交え考察していく。 

急性期では，看護職は発災直後の混乱した状況の中で，被

災状況や健康・生活ニーズを把握し，優先順位の高い順に医

療を提供し，避難所での二次健康被害の予防を重点的に取

り組んでいた。その中で必要な資源（人・物・情報）の調整

を早期に開始し，他職種とも連携をとっていた。 

一方で，災害からの生命の保護・健康の維持と同時に，避

難所における‘日常生活’を意識した支援を開始していたこ

とが今回新たに明らかとなった。災害発生時は，医療機関の

受け入れ能力に対し傷病者数が上回り，看護職を含む医療

職は，病院内外でその対応に追われる。また，避難所におい

ても開設直後の急性期は混乱した状況に陥りやすく，看護

職は生命に関わる優先順位の高い者への対応が重要な役割

となる。それらに加えて，今回の調査では，発災後早期より，

人々の長期的な生活を見据えながら支援活動を開始してい

ることが明らかとなり，いかなる時期においても看護職は

健康と生活の両視点を持ち活動をしていることが考えられ

た。 

亜急性期では，継続した看護活動の中で，病院や避難所で

の清潔ケアや食事介助など個別ケアが実施されるようにな

り，一方で集団に対する生活改善への働きかけが開始され

るなど，人々の健康と生活の支援のための具体的な介入が

個別及び集団アプローチによって行われていた。このよう

に対象の属性やグループの大きさに関わらず介入を行うこ

とができるのは看護職独自の専門性であると考える。 

また亜急性期では，ニーズや課題の解決に向けて連携体

制が組まれるなど，一つの専門職や組織だけではなく，協働

することで支援のあり方が拡大していくことが読み取れた。

これまで亜急性期における連携の必要性については述べら

れているが（木村，2014；小原，2013），実際に看護活動と

して行われていたことが本調査より明らかになった。それ

らの連携は，医療職のみならず保健福祉部門や行政，さらに

は被災地の住民へと広がり，地域の資源や外部支援を最大

限活用しながら，早期の復旧・復興に向けた調整や必要な支

援体制の構築に努めていたと考えられる。このように看護

職は，様々な組織や機関と分野横断的に協働しながら，被災

地住民のための継続支援のしくみづくりが求められる。そ

のため，保健師のみならず全ての看護職が地域における保

健医療福祉システムについて平時から理解する必要があり，

教育の中に組み込む必要がある。 

命に直接関わる課題が中心であった急性期・亜急性期に

比べ，中長期では，被災地の人々の生活再建のために，人・

物・情報の調整を行いながら，活動体制の引継ぎ，継続的な

連携体制を構築し，人材育成などシステムの整備を支援し

ていた。また，健康・生活課題の予防を見据えた教育が避難

所や仮設住宅など生活場所に合わせて展開され，人々がセ

ルフケアできるように支援を行っていることが読み取れた。

一方で，先行研究にはなかったものとして，中長期では，復

興の取組と提言や災害への備えの見直しが抽出され，看護

職は，復興計画の検討，健康調査に基づく自治体への提言，

町の復興に向けた提言などを行っていた。ICN による看護

の定義（International Council of Nurses，2002）にも記載され

ているように，看護職は住民の健康や生活を守るために，復
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興に向けた，あるいは平時からの備えに関する政策策定へ

の関与も重要な役割であると考えられる。住民と直接関わ

り，ニーズや課題を直接把握することができる専門職だか

らこそ，今後，より一層の政策策定への参画が必要であり，

その基盤となるデータの構築も求められる。 

準備期では，災害の発生に備え，病院内の教育や訓練の他

にも，環境整備やマニュアル作成が行われていた。また地域

においては，災害時要配慮者の名簿や個別支援計画の作成，

支援体制の整備や多職種間の連携が構築されていた。さら

には教材やプログラムの作成など防災教育のツール開発も

行われていた。このように看護職は平時からも備えについ

て病院や地域の中で特に人材育成の役割を担い始めている

ことが明らかになった。今後は地域や病院，職場，学校など

の災害リスクに応じた個別の備えの促進が必要であり，そ

のためにはまず看護職自身の災害や防災・減災への関心を

高め，災害リスクについて適切に理解することが求められ

る。 

 

3. 研究の限界 

限界として，2011年から2016年の5年間の文献からまと

めたことや，報告書が多く活動の詳細や意図が読み取れな

いものがあったため，災害時期毎の全ての看護活動を示す

ものではないと考える。 

 

Ⅵ. 結  論  

本調査では，2011 年から 5 年間の文献 110 件の文献検討

を行い，災害看護活動として【災害時要配慮者に対する支援】

【放射線災害に対する支援】【保健医療マネジメント】【健康

被害の予防】【安全な環境の提供】【日常生活支援】【医療提

供】【人材育成】の8つの大テーマが，140のテーマ，388の

サブテーマから抽出された。このうち，【災害時要配慮者に

対する支援】【放射線災害に対する支援】は今回新たに明ら

かになった災害看護活動である。 

看護職は急性期から中長期，準備期の各時期において多

様な活動を展開しており，発災直後の危機的状況から生活

再建に及ぶまで，活動場所を移行しながらも支援を継続し

ていた。さらに中長期では，復興への提言や災害への備えの

見直しが行われるなど，政策策定への関わりも明らかとな

った。今後，調査結果の教育への反映や，さらなる災害看護

活動のデータ構築，災害看護活動の評価などが必要である。 
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Abstract 
 

[Purpose] Investigating nursing activities in disaster relief and preparedness during different disaster phases, as reflected in the literature 

published since the Great East Japan Earthquake (GEJE). 

 

[Methods] A literature search was conducted for the period between 2011 and 2016 using the following a formula for keywords in the Japan 

Medical Abstracts Society Database Version 5: ‘activities’ or ‘relief’ or ‘preparedness’ and ‘disaster’ not but ‘work-related accidents’. Inclusion 

criteria were concrete descriptions of nursing activities practiced in disaster relief and preparedness and description of disaster phases. A total 

of 110 papers were analyzed. The data extracted was first organized into groups matching the four phases of a disaster: acute, subacute, mid-

long, and preparedness. Second, the data were analyzed to created itemized lists. Next, these lists were classified into subcategories. Finally, 

the subcategories were categorized into categories. 

 

[Results] More than 80% of the literature that was found and examined described the activity reports from GEJE, and 20% dealt with the 

Fukushima nuclear accident. In the analysis, 388 lists and 140 subcategories of nursing relief and preparedness were found. These 

subcategories were then classified into eight categories, namely, help for vulnerable populations, relief for radiation disaster, management of 

healthcare systems, prevention of health problems, provision of a safe environment, assistance for daily living, provision of medical service, 

and cultivation of human resources. 

 

[Discussion] Nursing activities were taking place in different disaster phases and continuing nursing activities ranging from the acute to mid-

long phases were identified. Additionally, “help for vulnerable population” and “relief for radiation disaster” was understood as systemized 

nursing activities newly, not found in previous literature reviews. Hence, the future study on this subject is needed to reflect for practice and 

education. 
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