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公式フェイスブックで日々国内外の人道支援活動をアップしています

検索

日々の活動の様子を発信しています

オンライン月例勉強会で学ぶ

▶
▶
▶

イベントに参加する
2022年予定

● 

2023年予定

一人ひとりができること。

まずは、知ることから。

一人ひとりができること。

まずは、知ることから。

当院が中心となって
日本赤十字社が支援するレバノンの小学校にて
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日本赤十字社の
海外用病院ERU
（Emergency Hospital)

日本赤十字社の
海外用病院ERU

国際活動 �������������������������������

病院ERUって？
ERU（＝Emergency Response Unit）とは、自然災害等の人道
危機に備え、普段から必要な物資や資機材、人材をユニットとして
いつでも出動できるよう用意しておく、国際赤十字が構築した
フレームワークで、病院機能を持つものを病院ERUといいます。
大阪赤十字病院は国内用の病院ERUを保有していますが、これ
とは別に、日本赤十字社が保有する海外の大規模災害に対応する
ための病院ERUの整備も進めてきました。当院は病院ERUの主な
資機材の保管・管理をしています。

資機材の管理方法は？
医療消耗品や滅菌器材等の期限があるもの、精密医療機器といった定期的なメンテナンスが必要な資機材は、すぐに輸送できる状態を保ち、
大阪赤十字病院に隣接するロジスティクスセンターで管理しています。
期限が近づいた医療消耗品は院内の在庫とローテーションすることで、廃棄を最小限にしています。

RFID（ICチップ）を用いた管理システム
期限管理が必要な消耗品を効率的に管理するため、ICチップを用い
ることで箱から出さなくても中身の情報をすべて読み取れるRFID
（Radio Frequency Identification）を導入しました。
病院ERUの在庫管理への活用と運用に向けて、開発を続けています。

Type1  巡回診療型
Type1  クリニック型

Type3  高次病院型

Type2  病院型

タイプ 活動時間
日中のみ
日中のみ

24時間

24時間

外来50人以上/日
外来100人以上/日

手術、入院（20床以上）

診　療

↑病院ERUはWHOのEmergency Medical Team（EMT）におけるType2に該当

手術、入院（40床以上）
集中治療などより高度な医療

折り畳み式木箱「リパック」のしくみ

❶繰り返し、簡単に開け閉めができる
❷使わないときの収納がコンパクト
❸現地では解体して簀の子や板に活用できる

← 資機材は機能別に仕分け、赤十字標準の資機材は機能別に仕分け、赤十字標準の
カラーコードでラベル付けします。

Point
▲広げる ▲完成▲段に積む

国際活動 ������������������������������� 2021年 当院海外派遣職員より

病院ERUの実際の様子はこちら →

派遣期間：2021.8.17～2021.11.17 派遣期間：2021.10.26～2021.12.12

＼ リモート支援 ／

派遣期間：2021.2.1～2022.3.31

ヨルダン川西岸地区

地中海

ヨルダンエジプト

ガザ地区
地中海

レバノン

アメリカ

キューバ

カリブ海

大西洋

ハイチ

イラク

シリア

トルコ

ヨルダン
イスラエル

エジプト
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日本赤十字社の
海外用病院ERU
（Emergency Hospital)

日本赤十字社の
海外用病院ERU

中東医療支援事業（レバノン）

2018年から始まったレバノンのパレスチナ赤新月社医療
支援事業は、新型コロナウイルス感染症のために2020年3月
に一旦要員が日本に帰国し、その後インターネットを使用し
リモートでモニタリングを継続してきました。新型コロナウイルリモートでモニタリングを継続してきました。新型コロナウイル
ス感染症の状況が少し落ち着いたので、同事業のテクニカル
アドバイザーとして3カ月間派遣され、今後の事業継続に向け
た評価と5つの病院の現地調査を行いました。その結果2022
年4月から第二期事業が開始され、いよいよ要員が現地に
派遣されることになりました。
レバノンでは、経済が破綻し、10倍を超えるインフレとなり
人々の生活は困窮し始めています。政府からの電気の供給も
1～4時間/日と激減しています。病院にとって生命線ともいえ
る電気と薬剤不足が深刻で、パレスチナ人を含む多くの人々
が医療サービスを受けることが困難な状況になってきていま
す。そのような状況下でも、少しでも質の高い医療が提供でき
るよう支援していきたいと思っています。

国際活動 �������������������������������

タイプ 活動時間診　療

↑

❶
❷
❸

←

Point
▲ ▲▲

国際活動 ������������������������������� 2021年 当院海外派遣職員より

病院ERUの実際の様子はこちら →

看護師

派遣期間：2021.8.17～2021.11.17
ハイチ地震救援事業

ハイチでは、フィンランド赤十
字社主導の病院ERUにて約
1カ月半活動しました。私の
主な業務は、病院内すべての
医薬品・医療消耗品の管理
維持と、病院ERU撤収に際し
てそれらを現地医療機関へ寄付することでした。派遣期間
最初の1週間は前任者の仕事をそのまま引き継いでいましたが、
11月に入ってからは撤収に向けて本格的に医薬品の整理と
そのパッキング、各種書類の作成、業務手順の見直しを行いまそのパッキング、各種書類の作成、業務手順の見直しを行いま
した。11月前半から病院ERUを取り巻く状況が変化し、治安
状況の悪化から各病棟・手術室を前倒しで閉鎖、それに伴い
派遣スタッフも大幅に減らす方針となりました。
私は撤収班として派遣期間を延長して最後まで残ることに
なりましたが、再度方針が変更する可能性もあり、現地薬剤
師のスタッフと協力して
それに対応できるよう
急いで撤収作業を進め
ました。12月初旬に、無事
にハイチ保健省、および
現地公共病院への薬剤
寄付を行うことができま
した。

薬剤師

派遣期間：2021.10.26～2021.12.12
中東医療支援事業（ガザ）

2019年より展開されているガザ地
区のパレスチナ赤新月社病院での
医療支援事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年3月からメールやウェブ会議システムを利用したリモ2020年3月からメールやウェブ会議システムを利用したリモ
ート支援に移行しています。
私は当院救急部に勤務しながら、リモート派遣要員として現地
スタッフと連携し、プロトコル作成や遠隔ワークショップの
企画・運営などを行っています。
対面での活動に比べると、医療技術トレーニングが困難、現地
の状況把握がしにくいなど難しいことは多いです。5月の空爆
の際には、日本では十分な情報が得られず、直接現地とウェブ
電話をつなぎ状況確認をしま
した。見守っているということ
しか伝えられず、もどかしい
気持ちでしたが、ウェブを介
して世界とのつながりを実感
した場面でもありました。
リモート支援は課題もありま
すが、新たな支援の形として
の可能性もあります。当活動
が日本からの支援のひとつ
として今後の発展の一助と
なれば幸いです。

看護師 ＼ リモート支援 ／

派遣期間：2021.2.1～2022.3.31

ヨルダン川西岸地区

地中海

パレスチナ自治区パレスチナ自治区パレスチナ自治区

イスラエルイスラエルイスラエル

ヨルダンエジプト

ガザ地区
地中海

レバノン

アメリカ

キューバ

カリブ海

大西洋

ハイチ

イラク

シリア

トルコ

ヨルダン
イスラエル

エジプト
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国際活動 ������������������������������� 人材育成・研修

国際活動に興味がある方を対象に、国際活動体験ツアーを実施しています。
座学だけでなく、実際の資機材や医薬品に触れたり、テントを設営したり、
無線を使ったりと、発災直後から撤収に至るまでの日赤国際活動を文字通り
「体験」することができます。
2021年は当院職員に限定して行いましたが、2022年は将来国際活動に
関わりたいという全国の皆さんに参加いただけることを願っています。

▲派遣時に何を持っていく？ ▲派遣前のブリーフィング ▲国際救援用医薬品（IEHK）の説明

▲実際にクリニック用テントを設営 ▲病院ERUのキッチンで作れるランチ ▲撤収セッションでの情報収集

▲

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲

国際活動体験ツアー

人手が不足する被災地では、職種や専門性を越えた幅広い対応が求められ
ます。そこで、医師・看護職を対象に、病院ERUで必要となる輸血検査やレント
ゲン撮影、災害外傷、リハビリテーションなどの実技演習と、病院ERU特有の
医療機器の使い方を学ぶ、３日間の研修を実施しました。全国から参加者が集ま
り、非常に学びの多い研修となりました。

ヘルステクニカルトレーニング

国内救護派遣報告

COVID-19対応のため職員２名を派遣
2021年  5月

実地訓練も徐々に再開
2021年11月

2021年12月

2021年12月

近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練

国内活動 ��������������������������

院内災害訓練を
実施
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▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▲

▲ウェブ給与管理システムを
　利用した職員の安否確認

▲災害発生時の配膳経路
　確認

▲アクションカードに沿った
　実動訓練

▲ロボット手術中の発災を想定

▲緑エリア対応 ▲赤エリア対応 ▲災害時の手動でのトイレの使用方法

▲近隣赤十字病院との
　オンラインによる連携訓練

国際活動体験ツアー

ヘルステクニカルトレーニング

国内救護派遣報告

当院では毎年10月1日に災害訓練を行っています。新型コロナウイル
ス感染症の影響により、2021年はNTT災害用伝言ダイアルを使っ
た自分の家族との安否確認、当院のウェブシステムを利用した職員
自身の病院への安否報告、連携病院との電話連絡などのオンライン
訓練に加えて、部署単位でそれぞれの課題に沿った実働訓練を並行
して実施しました。2022年は久しぶりの実践型訓練を実施予定です。

COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣COVID-19対応のため職員２名を派遣
新型コロナウイルス感染者が急増する中、病床数が足り
ず、患者搬送が停滞するケースが多数発生していたため、
大阪府は搬送が困難となった患者を一時的に待機させる
「入院患者待機ステーション」を設けました。府からの要請
に応じて当院からDMAT隊員である職員2名を派遣し、
運営体制や物品管理方法の構築を支援しました。

2021年  5月

実地訓練も徐々に再開
2021年11月

2021年12月

2021年12月

火災発生現場に医療チームを派遣
大阪市内で痛ましい火災が発生し、大阪府からの要請を
受けて当院も急遽職員５名からなる医療チームを編成し、
現地に派遣しました。

近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練近畿地方整備局・堺市合同総合防災訓練
毎年11月5日「世界津波の日」に行われる訓練に職員
８名を派遣しました。今年はコロナ禍で南海トラフ巨大
地震が発生した想定で行われました。

JR西日本 列車事故対応訓練
列車事故を想定した訓練に当院から職員７名を派遣しま
した。事前打ち合わせを重ね、列車事故発生時にどの
ように動くべきか、他の防災機関との連携を確認しました。

国内活動 ��������������������������

院内災害訓練を
実施

輸
血
検
査

災
害
外
傷

レ
ン
ト
ゲ
ン

リ
ハ
ビ
リ

医
療
機
器
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平時の災害に対する備え
国内活動 ��������������������������

Information

→

頻繁なメンテナンスを必
要としない資機材は、急な
出動に備えて常に車両に
積載しておき、年に２回、
点検と消耗品の入替を行
います。

いつ起こるか分からない災害に迅速に対応することは私たちの大事な使命の一つです。
災害発生時にいつでも救護活動が行えるよう、ホスピタルdERU（国内用フィールドホスピタル）の
資機材点検や支援物資の備蓄、院内訓練等を実施し、常に出動に備えています。

定期点検
大規模地震に耐え得る
よう、院内のあらゆる棚や
機器を固定する3年計画
が2021年度で完了しま
した。

資機材固定
入院患者さん用に約1週
間分以上の食料を備蓄し
ているほか、職員用に2日
分の食料と飲料水を常時
備蓄しています。

非常食備蓄

赤十字の救護活動は医療
支援だけでなく、生活物資
の供給も行います。院内
の倉庫に被災者の方々に
配布する毛布を備蓄して
います。

支援物資
災害発生時には無線機や
衛星電話を使って連絡を
取ります。院内災害訓練と
は別に、近隣の医療機関
と連携した定期的な無線
訓練を行います。

訓　練
毎年100人を超える職員
を救護員に任命し、被災
地での活動に備えて研修
を行います。2021年は
オンライン研修を実施し
ました。

研　修

コロナ禍での新たな挑戦 ～オンラインとの融合～
新型コロナウイルス感染症によって私たちの活動にもさまざまな制限がかかりましたが、このピンチをチャンスに変えようと、これまで対面型で行ってきた活動をオンラインと融合させ、新たな形に取り組みました。

病院ERUをオンライン上で体感できるウェブサイト を公開バーチャルEH

国内活動 ��������������������������

バーチャル空間で楽しめる体験型セミナー を公開災育ランド

検索

▼

▲

▲ ▲ ▲

▲

▲

病院ERU
テント内の
360度ツアー

国際活動 �������������������������������

クリックす
る

と
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平時の災害に対する備え
国内活動 ��������������������������

Information

QRコード→

いつ起こるか分からない災害に迅速に対応することは私たちの大事な使命の一つです。
災害発生時にいつでも救護活動が行えるよう、ホスピタルdERU（国内用フィールドホスピタル）の
資機材点検や支援物資の備蓄、院内訓練等を実施し、常に出動に備えています。

定期点検 資機材固定 非常食備蓄

支援物資 訓　練 研　修

オンライン上で、テント内部の様子や資機材
の使い方、組み立て方、レイアウト図などを
いつでも見られるサイトを制作し、一般公開し
ています。研修の教材や自己学習ツールとし
ても活用を進めています。

コロナ禍での新たな挑戦 ～オンラインとの融合～
新型コロナウイルス感染症によって私たちの活動にもさまざまな制限がかかりましたが、このピンチをチャンスに変えようと、これまで対面型で行ってきた活動をオンラインと融合させ、新たな形に取り組みました。

病院ERUをオンライン上で体感できるウェブサイト を公開バーチャルEH

国内活動 ��������������������������

一般の方々に広く災害のことを知ってもらい、いざというとき
にみんなで助け合えるようにと毎年開催している親子向けの
体験型防災セミナー「災育」。2021年は初めてウェブ上でブ上でブ
実施しました。
大阪市消防局、自衛隊、天王寺区役所などの公的機関や関連
企業にも多数ご協力いただき、親子で防災について楽しく
学べるコンテンツを制作・公開しました。

バーチャル空間で楽しめる体験型セミナー を公開
（公開期間：2021年7月24日～11月30日）
災育ランド

日英2カ国語対応

jrc-eh.net 検索
または

▼資機材の解説動画

▲組み立て方の動画

▲救急車の中で解説動画を撮影 ▲災害用車両を撮影 ▲大阪市消防で起震車体験を撮影

▲自衛隊の救急車を撮影

▲テント設営動画

病院ERU
テント内の
360度ツアー

クイズや動画など体験型のコンテンツが
詰まった合計24のブース。楽しい仕掛け
もたくさん♪

2022年は対面型とオンラインを併用したさらに新しい
「災育」を計画しています〈2022年8月7日（日）開催予定〉。
詳細は当院HPやFacebookでご案内します。

国際活動 �������������������������������

ククリリッッククすす
るる

ととクリックす
る

と
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Japanese Red Cross Osaka Hospital International Medical Relief Department

大阪赤十字病院
国内外の救援活動 2022

〒543-8555  大阪市天王寺区筆ケ崎町5-30　TEL:06-6774-5111（代表）　FAX:06-6774-5131（代表）
https://www.osaka-med.jrc.or.jp/aboutus/international/index.html

大阪赤十字病院 国際医療救援部

大阪赤十字病院  国際医療救援部

Facebook YouTube Instagram Twitter

検索大阪赤十字病院 国際医療救援部
日々の活動の様子を発信しています

オンライン月例勉強会で学ぶ

▶開催日：毎月第2金曜日18：00～ 
▶会　場：オンライン（Zoom）
▶申　込：Facebookで随時ご案内

どなたでも無料で
　　　　参加いただけます

イベントに参加する

看護学生向け 国際活動体験ツアー
（赤十字限定）
親子向け 体験型防災セミナー
「災育」
社会人向け 国際活動体験ツアー
（赤十字職員限定）
社会人向け 海外スタディツアー

2022年予定

● 3月 学生向け 海外スタディツアー
2023年予定

※詳細は決まり次第当院HPやFacebookでご案内します。

一人ひとりができること。

まずは、知ることから。

一人ひとりができること。

まずは、知ることから。

当院が中心となって
日本赤十字社が支援するレバノンの小学校にて

● 4月

● 8月

● 9月

● 12月
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