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千葉県千葉リハビリテーションセンター

中山一 （医師）

金坂一篤（理学療法士）

高浜功丞（作業療法士）

笹木貢 （看護師）

Ｃ-ＲＡＴとは…？ ＪＲＡＴとは…？

ＪＲＡＴ （ジェイ・ラット）

Ｃ-ＲＡＴ （シー・ラット）

Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team

Chiba - Rehabilitation Assistance Team

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会

千葉県災害リハビリテーション支援関連団体協議会

代表 ・日本リハビリテーション病院・施設協会
副代表 ・日本リハビリテーション医学会
事務局長 ・日本理学療法士協会 ・回復期リハビリテーション病棟協会

・日本作業療法士協会 ・全国デイ・ケア協会
・日本言語聴覚士協会 ・日本訪問リハビリテーション協会
・全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会

／ 全国地域リハビリテーション研究会
・日本介護支援専門員協会・日本義肢装具士協会
・日本義肢装具学会

DMAT JMAT

＝課題＝
・財源の確保
・公認化
・地域JRATの全国的組織化
・災害リハ人材育成
・行政、DMAT,JMAT等

との連携
・災害支援必要器材の備蓄

・JRAT成熟化と

国際連携強化
・その他

災害リハビリ支援

東日本大震災リハ支援関連10団体
支援か所：気仙沼市、石巻市、双葉町（猪苗代）
派遣期間：148日間（５/６～９/30）
派遣者数：163人、延べ人数：1,218

支援実績

代表 ・日本リハビリテーション病院・施設協会
副代表 ・日本リハビリテーション医学会
事務局長・日本理学療法士協会

・日本作業療法士協会
・日本言語聴覚士協会
・回復期リハビリテーション病棟協会
・全国デイ・ケア協会
・日本訪問リハビリテーション協会
・全国地域リハビリテーション支援事業連絡協議会

／ 全国地域リハビリテーション研究会
・日本介護支援専門員協会
・日本義肢装具士協会
・日本義肢装具学会

1３のリハビリ関連団体により構成

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（JRAT）

JRAT：Japan Disaster Rehabilitation Assistance Team

オブザーバー
・厚生労働省
・ＤＭＡＴ

2013年7月

名称変更と進化

〇災害リハビリテーション支援体制確立までの経緯
東日本大震災時の避難所
2011・３・１１

高齢者は容易に生活不活発となり寝たきり

・人々が密集し、プライバシーが保てない
・障害物が多く、転倒しやすく、歩きにくい
・トイレが遠く、他人に迷惑をかけるので

水分を我慢して脱水になる
・トイレに行かないで良いようにオムツを

使うようになる
・徐々に体力が弱っていく
・その他高齢者や障害者には不自由が一杯

【被災地の特徴】
・高齢化率が30％以上
・医療介護福祉サービスが過疎
・広範囲

高齢者は容易に生活不活発となり寝たきりに

○災害リハビリコーディネーター養成研修会

●地域JRAT組織化・災害リハ支援チーム育成

＜主な事業＞
・災害リハビリテーションの教育・普及活動
・組織化（地域JRAT育成：災害リハ支援チーム）
・他団体との連携、ネットワーク化
・直接支援
・その他

地震
津波

災害死
15,882人

行方不明者
2,688人

（平成26年3月現在）

Preventable disaster death

震災関連死

3,194人以上（平成26年９月現在）
うち、発災から2年半が3,078人

福島では心疾患関連死が急増

生活不活発に起因する病態

東日本大震災の教訓

千葉県災害リハビリテーション支援関連団体協議会
（Chiba Rehabilitation Assistance Team: C-RAT）

第2条（目的）
（１）平時から参加団体相互が連携し、各地域において地域住民と共に災害に立ち
向かえるように災害リハビリテーション支援チームを発足させ、災害発生時には
災害弱者、新たな障害者、あるいは被災高齢者などの生活不活発病への予防に
対する適切な対応を可能にすることで県民が災害を乗り越え、自立生活を再建、
復興を目指していけるように、安心、安全且つ、良質なリハビリテーション支援を
受けられる制度や体制の確立を促進する。

（２）他の都道府県における災害発生時には、速やかに災害リハビリテーションチーム
を派遣する体制を平時から備える。

第4条（構成）
（１）千葉県医師会 （２）千葉県理学療法士会

（３）千葉県作業療法士会 （４）千葉県言語聴覚士会

（５）千葉県看護協会 （６）千葉県介護支援専門員協議会

（７）千葉県リハビリテーション支援センター（８）千葉県リハビリテーション医学懇話会

（９）千葉県回復期リハビリテーション連携の会

（１０）千葉県千葉リハビリテーションセンター

（１１）本会の趣旨に賛同する団体

4/14 21時26分 前震発生

4/15 JRATとして対策本部を立ち上げる
DMAT、JMAT、地元医師会、自治体、厚労省等と連携して、くまもとJRATが情報
収集を中心とする活動を開始

4/16 １時25分 本震発生

JRATとして全国規模の対応が必要と判断。地域JRATへの協力要請始まる。

同日Ｃ－ＲＡＴ幹事へ、事務局（千葉リハ）より、現地派遣などに関する協力要請

4/17 JRAT本部より各地域JRATへ支援派遣チーム依頼
これを受け、C-RATとして構成団体である「千葉県回復期リハ連携の会」を通し、
加盟48病院へ配信準備
千葉県理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会へ協力会員の募集を開始
現地では、厚労省、DMAT、JMAT、県医療政策課、AMAT、保健師、JRAT代表者に
て連携調整のための会議開催

4/18 「千葉県回復期リハ連携の会」加盟48病院へ配信
4/20 ４病院から派遣協力承諾通知、各職能団体からも会員申し込み有り。

JRAT本部より23日（土）からの派遣要請。その後、第2陣、3陣への派遣要請。
4/22 千葉県から第1陣として旭中央病院現地入り 23日から支援開始

C-RAT第1陣派遣までの経緯

4/16 １時25分 本震発生

4/17
C-RATとして構成団体である「千葉県回復期リハ連携の会」を通し、

加盟48病院へ配信準備

千葉県から 23日から支援開始

C-RAT派遣実績・予定

4/23～26 旭中央病院

4/26～29 千葉県千葉リハビリテーションセンター

東京湾岸リハビリテーション病院

4/29～5/2 季美の森リハビリテーション病院

5/5～5/9 東京湾岸リハビリテーション病院

5/6～5/10 千葉県千葉リハビリテーションセンター

4/26～29 千葉県千葉リハビリテーションセンター
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千葉リハチーム

ＰＴ金坂

Ｄｒ中山

Ｎｒｓ笹木

ＯＴ高浜

4/26～29 千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉リハチーム

西原村
東区

4/26～27：西原村、4/28AM：大津町・菊陽町、4/28PM～29：熊本市東区

大津町

菊陽町

南阿蘇村

西原村 4/26～27

建物の倒壊も多い地域。
したがって、家を追われた
方々が避難所に集まって
おられる状況。

西原村 4/26～27

小学校の体育館など避難所を廻り、リハ・ニーズのチェック。

西原村 4/26～27

トイレの環境調整
を実施。

避難所という
限られた資源の
なかで、ご本人に
フィットする
靴（ｻﾝﾀﾞﾙ）を選定。
そのうえで靴の
着脱用に最適な
イスも選定して、
トイレ前に設置。

小学生むけサンダルしか無い環境

脳卒中で右片麻痺があり、
トイレで靴の履き替えができない…

西原村 4/26～27

人工膝関節で、立ち上がりが
難しい…

立ち上がりに最適な台を
小学校内で捜索し、立ち上がり練習。ご家族への介助指導も。

本来ならば
このようにリハビリで
立ち上がり指導を
するのでしょうが、、、
そんな環境もなく… 学校の理科室や

家庭科室にある
木製のイスです！
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ダンボールベッドについて、
保健師さんより評価の依頼も。

西原村 4/26～27

避難所は、ひとつのコミュニティ。膝の痛み、脚力、様々な観点から必要性があっても
他の人を気にして遠慮したり、逆に先に導入された方に対する羨望があったり。
様々な気持ちが交錯しがち。リハ的な視点からの適切な評価も重要と感じました。

大津町 4/28AM

車中泊の方々に声かけ。身体状況ヒアリングと
エコノミークラス症候群の予防体操のプリントを手渡す。

しかし、、体育館にすら入ってこない方々が…

不活動な方々を中心に声かけ。簡単なグループ体操を実施。

大切な家族であるワンちゃんと
一緒だから、クルマに残るという
方々も多いことが判りました。

大津町 4/28AM
エコノミークラス症候群の予防体操パンフレット

これを手渡しながら、様子を観察＆ヒアリング。

熊本市東区 4/28PM～29

各避難所を巡回。リハ的アプローチの必要な方を探す。

熊本市内でも、東区は
建物の倒壊が多く見受けられ、
それゆえ、避難所に集まる方も
少なくない状況。

熊本市東区 4/28PM～29

リハ・トリアージこそが、今回の主要な任務になりました。

車いすも
チラホラと…

リハビリテーション・トリアージ
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リハビリテーション・トリアージ

リハ的な視点から
リハ・ニーズを調査。

Ｃ-ＲＡＴとは…？ ＪＲＡＴとは…？

今回は、全国に先駆けて、早いタイミングで被災地に入ることができました。
平時から災害に備えた「専門職のネットワークづくり」が重要と考えます。

介助指導環境調整

エコノミークラス症候群の予防

グループ体操
平時から
土台となる
ネットワークを
作っておき
有事に支援！リハビリテーション・トリアージ

リハの視点を
持った支援

被災地・熊本県 千葉県

立ち上がりの練習
様々なリハ・ニーズ


