
東日本大震災から１１年を振り返り、
備える

医療法人尚仁会 森田医院 理事長・院長 森田 潔
（宮城県ケアマネジャー協会会長）

２０２２年５月２８日（土）１５時～１６時30分
仙台国際センター２階「橘」・ZOOM併用

２０２２ ケアマネジメントセミナー

本演題に関連して、開示すべきCOI（利益相反）はありません



演者紹介

気仙沼市出身・気仙沼中学校・仙台市立東華中学校・
仙台第一高等学校を経て秋田大学医学部卒業後、
秋田大学・秋田県内の病院での勤務後、平成７年帰郷し
森田医院６代目を承継
平成16年６月～宮城県ケアマネジャー協会理事
平成23年６月～気仙沼市震災復興委員
平成26年２月～気仙沼市医師会会長
同年１２月～気仙沼地域包括ケア推進協議会会長

平成30年10月～宮城県ケアマネジャー協会会長
森田医院理事長・院長として現在に至る



宮城県気仙沼市
医療法人尚仁会森田医院

医師 １名
看護師 ９名
他職員 ６名

平成８年１０月定礎
鉄筋コンクリート（ＲＣ）
造りの６階建ての内科系
有床診療所

気仙沼市観光キャラクター
｢海の子ホヤぼーや｣



①東日本大震災で経験した事
（マニュアルは役立つか？）

③震災を経て必要に迫られ再起動した保健・
医療・福祉連携に関わる宮城県ケアマネジャー
協会気仙沼支部の取組み
（必要は発明の母）

④２０２５年問題、

②改めて、そもそものケアマジメントとは

まさか（真逆・魔坂）の事態への備え、ＢＣＰ

（医療者とケアマネジャーとの望ましい連携）

【セミナーのアウトライン】



①気仙沼市医師会が主催した
官民の事前共同協議が奏功

復旧の始まり（1）

②詳細なマニュアル・・・より
シンプルな行動指針











介護保険におけるケアマネジメント機能の位置づけ
介護保険では、要介護者および要支援者に対し、個々の
解決すべき課題（ニーズ）や状態に即した利用者本位の
介護サービスが適切かつ効果的に提供されるよう、多様
なサービス提供主体による保健・医療・福祉にわたるケ
アの各サービスが総合的、一体的、効率的に提供される
サービス体系を確立することとしている。

このためのサービス提供の手法がケアマネジメントであ
り、介護保険制度における「介護支援サービス」である。
介護支援専門員に期待されている役割は，日常生活を支
援する支援者チームのコーディネーター機能。



• ケアマネジャーは在宅介護や在宅医療だけを
調整する人ではない。

• ただ単にケアプラン（居宅サービス計画書）
をつくるだけの人でもない。

ケアマネジャーの役割を端的にまとめると

• 日常生活全般を、各関係機関と連携しながら、必要
な支援を考えて、連絡・調整（コーディネー
ト）をする人と言えます。



連携のポイント（まとめ）①
1. お互いの職種の基本的役割を認識し共有する。
2. 互いの職域を侵さない（相手を尊重する）。
3. 職種に上下関係はなく役割が違うだけ!!
4. 専門用語を他職種に使うな!!（お互いがわかる言葉で）
5. 二時間目（ゆる～いヒューマンネットワークの構築
＝困った時に相談できる・支え合える関係
「開かれた場」づくり）

6.連携手段＝ネットワークではない!!（勘違いしやすい）



連携のポイント（まとめ）①
7. 多職種でベクトルを合わせながら、責任感をもって
自分の役割をはたす＆信頼して任せる。

（それがプロフェッショナルだ!!）。

8. 理想論だけ言わない（時間の無駄!!）。
9. 熱すぎる思いや情熱は不要!!
（疲れる・ついていけない）

8. あまりキッチリしすぎない
（義務化・形骸化しやすい）。



住民向け在宅療養推進フォーラム
～おうちっていいよね～

病気があっても住み慣れた「我が家で」最期まで暮らし続けたいと希望
したら、医療と介護の多職種が連携・協働して、願いや、思いをかなえら
れるような在宅療養システムがあります。どんなことが出来るのか、聞き
にきませんか？

講話 「在宅医療の現場から、今、皆さんに伝えたいこと」

村岡外科クリニック 院長 村岡 正朗 氏

～住み慣れた我が家で暮らし続けるために～

○「おうちに帰るための気仙沼市立病院の取り組み」
阿部 孝子 氏 （気仙沼市立病院地域医療連携室看護師）

○「おうちで暮らすための制度について」
小野寺 育子 氏 （気仙沼市地域包括支援センター保健師）

○「ケアマネジャーの仕事と在宅療養の様子」
小松 治 氏 （広域介護サービス気仙沼管理者）

○「おうちで過ごすための福祉用具について」
三浦 慶一 氏 （有限会社ホロス代表取締役）

○「おうちで訪問看護師が出来ること」
千葉 美由紀 氏 （南三陸訪問看護ステーション主任）

○「おうちで歯科医師が出来ること」
金澤 洋 氏 （金沢歯科医院院長）

○「おうちで薬剤師が出来ること」
武田 雄高 氏 （株式会社南郷調剤薬局代表取締役）

日 時：平成２５年９月７日（土）午後1時～午後3時

場 所：気仙沼プラザホテル（気仙沼市柏崎１の１）
参加費：無料 定員：200名
申込み：裏面様式で8月3０日（金）までお申し込み下さい。

当日参加も受付ます。＊参加希望多数の場合は施設・団体の方に調整をお願いする場合があります。

主催：気仙沼地区地域医療委員会（担当：気仙沼・南三陸地域在宅医療福祉推進委員会）
共催：宮城県気仙沼保健福祉事務所、気仙沼市、南三陸町、気仙沼市医師会、気仙沼歯科医師会、気仙沼薬剤

師会、気仙沼市社会福祉協議会、南三陸町社会福祉協議会、気仙沼栄養士会、宮城県ケアマネジャー協
会気仙沼支部、宮城県看護協会気仙沼支部

後援：(株）三陸新報、三陸河北新報社気仙沼支社
問合せ：０２２６－２２－６６１４(宮城県気仙沼保健福祉事務所)０２２６－２２－０８４２(気仙沼地区地域医療委員会)
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宮城県気仙沼保健福祉事務所成人高齢班　行

　FAX　０２２６－２４－４９０１

住民向け在宅療養推進フォーラム(9月7日開催）

参　加　申　込　書

団体(個人）名

担当者　

電　話

				氏　名		備考（職種など）

		１				

		２				

		３				

		４				

		５				

		６				

		７				

		８				

		９				

		１０				



申込締切　　平成25年8月30日（金）

参加人員　　　　　　名　　※差し支えなければ下記に出席者をご記入ください
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ケアマネ連携連絡票
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被災直後：津波その後の火災で電気・ガス・水道・情報が全て途絶した中、地域インフラであ
る多くのかかりつけ医療機関が機能停止したことへの地域住民の強い不安感、医・食住が重要

教訓：① 震災前の気仙沼市医師会が主催した官民の事前共同協議が奏功
② 詳細なマニュアルよりもシンプルな行動指針が役に立った
③ 想定外だった多数の御遺体の検案への対応
④ 電子化の脆弱性、アナログの有用性（情報収集・紙カルテ）
⑤ 急性期医療＜＜＜慢性期医療が求められた

有床診療所(病院)の役割：病室を外来に転用し早期の診療再開が
可能となり、災害時避難所としても機能した。

今後の防災・減災に向けて：防潮堤では津波は防ぎきれなかった。
防波堤は必要だが避難道・避難タワー・防災教育（伝承も含め）を継続し
教訓を生かすことがより重要。「すぐ逃げる、より遠く、より高台へ！」
そして一人一人が自分で自らの命を守る｢津波てんでんこ｣を言い伝えること

宮城県気仙沼市 医療法人 尚仁会 森田医院 院長 森田潔

気仙沼市観光キャラクター
海の子 ホヤぼーや第２９回日本医学会総会２０１５ 関西 第１８柱－２ ４月１２日 １１：００～１２：３０



 

被災した医師が経験した地震による大津波災害現場での医療の実践と今後に向けた対策 

                       医療法人 尚仁会 森田医院 院長 森田潔（気仙沼市医師会会長） 

 東日本大震災では地域のインフラである医療機関が機能を停止することがいかに患者さん、地域住民の不安を募らせるのかを医師とし

て目の当たりにした。自然災害多発国日本にあって今回の大震災は甚大な被害をもたらしたが、今後に向けて様々な貴重な教訓も示して

くれた。震災前に気仙沼市医師会が行政・各種団体を交えた事前の協議が奏功した例、想定外だった多数の御遺体の検案、診療情報、お

薬手帳等医療情報の重要性、意外であった電子化の脆弱性、アナログの有用性等。特に今回は慢性期医療の継続の可否が重要であった。

災害時避難所としても機能し早期の診療再開を可能にした有床診療所の役割。今後の防災に向けては津波を防ぎきれなかった防潮堤建設

の是非・高さと形状、避難道、避難タワーの必要性等々、被災者の一人として今回の災害から得られた事実を映像も交え供覧した。被災

地であっても薄れがちな、また防災教育とは相反する震災を忘れたい感情も交錯する状況の中、今この時期に震災をもう一度見つめ直し

今後も必ず起きる各地の災害に生かすべく具体的な手段をご提示し大規模災害対策を更に考える機会とさせて頂いた。津波から命を守る

には｢すぐ逃げる、より遠く、より高台へ｣そして一人一人が自分で自らの命を守る｢津波てんでんこ｣の思想が重要と考える。復興に必要

なのは愛と希望とそして・・・ユーモア 


『発表要旨』





被災した医師が経験した地震による大津波災害現場での医療の実践と今後に向けた対策

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人　尚仁会　森田医院　院長　森田潔（気仙沼市医師会会長）

　東日本大震災では地域のインフラである医療機関が機能を停止することがいかに患者さん、地域住民の不安を募らせるのかを医師として目の当たりにした。自然災害多発国日本にあって今回の大震災は甚大な被害をもたらしたが、今後に向けて様々な貴重な教訓も示してくれた。震災前に気仙沼市医師会が行政・各種団体を交えた事前の協議が奏功した例、想定外だった多数の御遺体の検案、診療情報、お薬手帳等医療情報の重要性、意外であった電子化の脆弱性、アナログの有用性等。特に今回は慢性期医療の継続の可否が重要であった。災害時避難所としても機能し早期の診療再開を可能にした有床診療所の役割。今後の防災に向けては津波を防ぎきれなかった防潮堤建設の是非・高さと形状、避難道、避難タワーの必要性等々、被災者の一人として今回の災害から得られた事実を映像も交え供覧した。被災地であっても薄れがちな、また防災教育とは相反する震災を忘れたい感情も交錯する状況の中、今この時期に震災をもう一度見つめ直し今後も必ず起きる各地の災害に生かすべく具体的な手段をご提示し大規模災害対策を更に考える機会とさせて頂いた。津波から命を守るには｢すぐ逃げる、より遠く、より高台へ｣そして一人一人が自分で自らの命を守る｢津波てんでんこ｣の思想が重要と考える。復興に必要なのは愛と希望とそして・・・ユーモア
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感染症外来



1）東日本大震災の津波後、気仙沼市の保健・医療・福祉
は以前から問題とされた少子高齢化の課題に他地域に
比し１５年程早く直面している

２）橋造物としてのインフラは御陰様で整ってきた。
震災後11年2ヶ月が経過し気仙沼地域の被災後の現状と
復旧と復興の現状を呈示した。

３）少子高齢化を見据え、かつ被災地での行政主導では
ない独自の取り組みが今、求められている
（マニュアルより大事な事）

結語）

4）ケアマネジャーが繋ぐ垣根の低いゆる～い連携
5）２０２５年問題・大規模災害（天災・人災）を含め
関わる人の幸せのために今後も我々が為すべきこと
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