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システムの概要

 本システムは⼤規模広域災害（震度6強の地震や津波、広域な⽔害など）
が発⽣し、複数の産婦⼈科施設が被災した場合に被災情報を取りまとめ、
被災地への早期⽀援に役⽴てるためのインターネット上の情報共有システ
ムです。

 システムの⼊⼝は⽇本産科婦⼈科学会のホームページ上のバナーとしてあ
ります（⼤規模災害対策情報システム）。

 被災関連の情報を各施設（被災地内外の施設）が本システムに迅速に(24
時間以内）⼊⼒していただくことで、被災地と⽀援側で情報が共有されま
す。

 全国の分娩取り扱い施設の施設情報（施設名・住所）があらかじめ登録さ
れています（「周産期の広場」の更新情報とリンクしています）。

 本システムの情報は産婦⼈科、新⽣児科、⼩児科、⼩児周産期リエゾン、
DMATにより被災地⽀援を⽬的として活⽤されます。

 2019年度の改訂により全国の新⽣児取扱施設も⼊⼒可能となりました。 2



災害時施設情報⼊⼒
災害時施設情報参照・検索

掲⽰板機能
 産婦⼈科関連 本部情報・物資搬送情報 掲⽰板
 産科婦⼈科・新⽣児科 患者搬送要⽀援メッセージ

⾏政からの通知⼀覧
災害対策組織図
災害対策マニュアル

システムの機能

本システムには以下の主な機能がございます。
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災害時施設情報⼊⼒

各システムの機能の内容

• 被災地の産婦⼈科・新⽣児科施設が⾃施設の被災情報を⼊
⼒します。

• 被災地外の産婦⼈科・新⽣児科施設（⼤学病院、MFICU、NICU, 
総合病院など地域基幹施設）が被災地からの患者受⼊れ側とし
ての情報を⼊⼒します。

災害時施設情報参照・検索

• ⼊⼒された被災地、被災地外の情報を参照、検索できます。
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掲⽰板機能
 産婦⼈科関連 本部情報・物資搬送情報 掲⽰板

 産科婦⼈科・新⽣児科 患者搬送要⽀援メッセージ

• ⼤規模災害発⽣時に組織される⽇本産科婦⼈科学会の
災害対策本部や⼩児周産期リエゾンなどの情報発信が
掲⽰されます。

• 物資搬送に関しての情報発信が掲⽰されます。

• 患者搬送に関し、⾄急⽀援が必要な場合の情報発信と
その対応ができる⽅（施設）からのメッセージ交換が
でき、その対応状況も掲⽰されます。

⾏政からの通知⼀覧
• ⼤規模災害時に⾏政などから発信される産婦⼈科関連
の通知⽂書が閲覧できます。
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災害対策組織図

災害対策マニュアル

• ⼤規模災害時に組織される⽇本産科婦⼈科学会災害対策
本部の組織図を掲⽰します。

• ⽇本産科婦⼈科学会が編集作成する災害対策マニュア
ルが閲覧、ダウンロード出来ます (適宜改訂されます）。
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災害時の⼊⼝（トップページ）

災害時にはこのTOPバナーを
クリックしてください。

産婦⼈科のシステム⼊⼝
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平時のシステム⼊⼝
はこちらをクリック
してください

iphone, スマートフォンからも⼊⼒が可能です

平時のシステム⼊⼝
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災害発⽣時にはシステム
バナーの下に⼊⼒をお願い
する被災地、受⼊れ側の被
災地外地域が指定表⽰され
ます。

これらの⼊⼒指定地域は情
報⼊⼒お願いします。

（注）：
災害時には指定地域の表⽰が遅れる場合がございます。
⼤規模広域災害の場合には、地域指定の表⽰を待たず
に⾃⾝の判断でご⼊⼒お願いします。

システムへ⼊⼒を⾏う地域の指定について
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システムへのログインについて

システムへのログインは以下の⽅法があります。
⽇本産科婦⼈科学会会員及び分娩施設の⽅は
①または②よりログインをお願いします。

①⽇本産科婦⼈科学会 会員認証（会員ポータル認証）
本会会員は、こちらからログインしてください。
※JSOGアプリからもログインができます。

②施設ＩＤ ログイン認証
分娩施設に配布した施設ＩＤを⽤いて、本会会員以外ではない
施設の災害担当者（助産師、看護師などスタッフの⽅）にもご登録
いただけるよう、施設ごとに固有のIDでログインができます。
※施設ＩＤが届いていない等ございましたら学会事務局までご連絡下さい。

③⼩児周産期リエゾンＩＤ ログイン認証
本会会員以外で災害時⼩児周産期リエゾンでＩＤをお持ちの⽅や、
都道府県の災害担当課、地⽅学会担当者等がそれぞれ固有のＩＤで
ログインができます。
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バナーをクリックした後の画⾯

⽇本産科婦⼈科学会会
員はこちらをクリック
してください。
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• 次に⽇本産科婦⼈科学会の会員ポータルでの会員認証が⾏われます。
• 会員番号, パスワードを⼊⼒してください。
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※JSOGアプリからもPEACEにアクセスできますのでご活⽤ください。

最下部の“メニュー”を
タップしてください。

“⼤規模災害
システム”を
タップしてく
ださい。



バナーをクリックした後の画⾯

施設IDでのログインは
こちらをクリックして
ください。
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次に施設IDと施設名（お名前）でログイン認証が⾏われます。
施設ID, 施設名を⼊⼒してください。

※⼩児周産期リエゾンバナーからも上記同様の画⾯が表⽰されます。
⼩児周産期リエゾンでＩＤをお持ちの⽅、都道府県の災害担当でＩＤをお持ちの⽅も
上記同様に⼊⼒しログインしてください。 14



会員専⽤ページに
ログイン

⼤規模災害対策情報
システム

にアクセスしログインを
お願いします。

新⽣児科のシステム⼊⼝

新⽣児科の先⽣のログイ
ンは⽇本周産期・新⽣児
医学会HPから⼊れます。
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システムのトップ画⾯

ログイン後に表⽰されるシステムのトップ画⾯です。
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• 災害情報の⼊⼒はここを
クリックしてください。

• 被災地内外共にこちらか
ら⼊⼒お願いします。

施設情報⼊⼒について
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現在の該当する状況を選択してください。

18



該当する地域・施設を選択
ください
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まず、必ず施設の基本情報
を選択ください。
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・該当する項⽬を選択してください。

・産婦⼈科、新⽣児科のある施設は
必ず両⽅の科で連携して⼊⼒・更
新してください。
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・各施設の災害時の⼊
⼒担当者の名前を記
載してください。

・実際に連絡のつく⽅
の連絡先を記載くだ
さい。産婦⼈科、新
⽣児科の両⽅ある施
設はそれぞれの担当
者をご記載ください。

・なるべく複数名の担
当者のご記載をお願
いします。
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23

基本情報の⼊⼒もしくは更新が終了
したら、該当する診療科を選択くだ
さい。各診療科の情報が⼊⼒できま
す。
（下にスクロールしても各科項⽬が
表⽰され⼊⼒できます）



該当する項⽬を選択し
てください。

現在の状況を順次
選択・⼊⼒くださ
い。

何か伝えたい事項があれば⾃由記述欄にご記
載ください。

産婦⼈科の情報⼊⼒

⼊⼒が完了したら確認・
登録をお願いします。 24



新⽣児科の情報⼊⼒ １

該当する項⽬を選択し
てください。

現在の状況を
順次選択・⼊
⼒ください。
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何か伝えたい事項があれば⾃由記述欄にご記
載ください。

該当する項⽬を選択し
てください。

⼊⼒が完了した
ら確認・登録を
お願いします。

新⽣児科の情報⼊⼒ 2
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以上で登録完了です。
災害時には毎⽇、定時での情報更新をお願い
します。

27



情報の検索・参照について

災害情報の検索・参照はこちら
をクリックしてください。
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29

検索したい地域・もしくは
施設名を選択してください。

施設の状況で検索可能です。



30

産婦⼈科・新⽣児科の検索項
⽬がそれぞれありますので、
各科の検索したい項⽬を指定
してください。
⾃由記述欄のフリーワード検
索もご活⽤下さい。

検索したい項⽬の選択
が完了したら検索をお
願いします。



検索したい情報に該当する施設が
表⽰されます。

検索結果 ⼀覧表⽰画⾯ 例１

受⼊れ可能な空きベット数も⼀覧
表⽰されます。

検索施設の詳細
は施設名をク
リックすると参
照できます。

これらの項⽬はデフォルトで結果が表⽰されます。
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検索したい情報に該当する施設の⼀
覧表が更新⽇時順に表⽰されます。

検索結果 ⼀覧表⽰画⾯ 例２

表⽰件数は10‐>50‐>100件表⽰まで変更出来ます。
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検索結果 表⽰ 施設情報の更新⽇時および⾃由記述欄
の記載事項がCSVで出⼒できます。

検索結果 CSV出⼒機能

注）更新⽇時で最新情報であるかを必ず確認してください。
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 被災地施設

 被災地外施設

災害時のシステム活⽤の流れ

（⼤学病院、MFICU、総合病院など
地域の基幹施設）
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災害時のシステムの活⽤の流れ
（被災地の施設）

 ⾃施設の地域で、⼤規模災害が発⽣した際に本システムにア
クセスをお願いします。

 ⾃施設の被災状況、稼働状況を⼊⼒をお願いします。
（PCが⼊⼒不可の場合、iphone、スマートフォンからも⼊⼒可能です）

 インターネットにアクセス出来ない場合には、地域の基幹施
設（⼤学病院など）や⼩児周産期リエゾンに電話または
ファックスにて情報提供を⾏いシステムへの代⾏⼊⼒を依頼
してください。（平時から連携している基幹施設との間であらかじめ取
り決められておかれることをお勧めいたします）

 災害時には情報の更新・アップデートを可能な限り毎⽇お願
い申し上げます。
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災害時のシステムの活⽤の流れ
（被災地外の⼤学病院・MFICU・総合病院など

地域の基幹施設）

 ⼤規模災害が発⽣した際には⽇産婦学会HPバナー上に表⽰
される被災地外施設・⼊⼒指定地域をチェックしてくださ
い。

 ⼊⼒指定地域の場合、患者受⼊れ側としての受け⼊れ体制
の情報⼊⼒をお願いします。

 災害時には情報の更新・アップデートを可能な限り毎⽇お
願い申し上げます。
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システム⼊⼒のフローチャート
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⼤規模災害発⽣

被災地施設

災害時施設
情報を⼊⼒

被災地外施設

⽇産婦HPから
システムにアクセ

ス

同じ地域の産婦
⼈科基幹施設に
電話連絡(FAX)

被災情報の
代⾏⼊⼒
を依頼

インターネッ
ト 利⽤可能利⽤不可 ⽇産婦HPの被災地外施設

⼊⼒指定地域を確認
⼊⼒指定地域

＊システムの中で
「被災地の施設」
「被災地外の施設」を選択
して各項⽬を⼊⼒。
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平時からの活⽤の提案

 本システムは平時から情報⼊⼒を⾏い、操作に慣れておくことが⼤切です。

 平時から⾃施設を検索し現時点での分娩情報、災害担当者などを⼊⼒して
みてください。（災害時にはその情報の変更のみ⾏うことになります）

 地⽅学会・県学会単位で PCやスマホを持ち寄り実際の⼊⼒訓練の実施を
お勧めします (⼊⼒情報はすぐにシステム上に表⽰され共有可能です)。

 毎年、地域毎に⼩児周産期リエゾンと連携・協⼒してIT防災訓練を⾏うこ
とをお勧めします。

 地域のご⾼齢会員の先⽣⽅の代⾏⼊⼒に関しては、平時から各⼤学医局な
どで取り決められておかれることをお勧めします。

 ぜひ平時でも地域での周産期搬送ネットワークツールとしてもご活⽤くだ
さい。
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産婦⼈科関連 本部情報・物資搬送情報 掲⽰板
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• 本部やリエゾンからの情報や物資搬送の
情報発信が掲⽰されます。

産婦⼈科関連 本部情報・物資搬送情報 掲⽰板
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産婦⼈科関連 本部情報・物資搬送情報 掲⽰板

トピックの詳細が確認できます。
コメントも投稿できます。

トピックの登録⽇と最終の
更新⽇時が表⽰されます。

カテゴリ表⽰
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コメントの数

トピックの作成者

要⽀援メッセージへの移動できます。



産科婦⼈科・新⽣児科 患者搬送要⽀援メッセージ
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産科婦⼈科・新⽣児科 患者搬送要⽀援メッセージ

• 患者搬送に関し、⾄急⽀援が必要な場合の情報発信と
その対応ができる⽅（施設）からのメッセージ交換が
でき、その対応状況も掲⽰されます。 44



産科婦⼈科・新⽣児科 患者搬送要⽀援メッセージ 検索等
ステータスや都道府県、依頼先
などで⽀援依頼が検索できます。

このボタンより⽀援依頼のトピック
が作成できます。

ここに検索した⽀援依頼のトピックが表⽰されます。
何も検索しない場合は、最新の⽀援依頼のトピックから
表⽰されます。

45
トピックのID



産科婦⼈科・新⽣児科患者搬送要⽀援メッセージ:⽀援依頼の登録

トピック登録作成により⽀援依頼が作成されます。
⽀援依頼の内容を記載してください。

46

※トピックのIDは登録後に
患者搬送要⽀援メッセージの
⼀覧画⾯で表⽰されます。



産科婦⼈科・新⽣児科患者搬送要⽀援メッセージ:⽀援依頼へのメッセージ

⽀援の状態（ステータス）が
表⽰されます。

⽀援依頼に対し、対応できる
施設等はコメントを⾏います。

⽀援の状態（ステータ
ス）でトピック右上の
表⽰が変更になります。
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最後に

• 本システムへの被災地情報の速やかな⼊⼒と⽀援側の
情報共有が、迅速な被災地⽀援につながる可能性があ
ります。

• 平時からのシステム⼊⼒活⽤と本システムを利⽤した
地域のIT防災訓練をお勧めします。
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