
東北地方太平洋沖地震 関連サイト一覧表 

2011年5月30日現在 

（一部削除した上で、下線の部分を追加しました） 

 

本リストは会員の皆様からの情報をもとに作成されたものです。その内容については日本音楽療法学会が保障す

るものではないことをご了承の上、皆様にとって必要な情報を引き出すためにご活用いただければ幸いです。ま

た、ほかにご推薦のサイトがありましたら学会事務局までご連絡ください。パソコンのCtrlキーを押しながら 

ＵＲＬ（httpで始まる下線部）をクリックすると自動的にそのサイトを開くことができます。 

 

① 障害者関連サイト 

 全日本ろうあ連盟 http://www.jfd.or.jp 

 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク http://jddnet.jp 

 日本自閉症協会 http://www.autism.or.jp 

 社団法人 日本精神保健福祉士協会 http://www.japsw.or.jp 

 きょうされん（旧称：共同作業所全国連絡会） http://www.kyosaren.or.jp 

 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター http://www.ncnp.go.jp 

 発達障害情報センター 国立障害者リハビリテーションセンター http://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 社団法人 日本理学療法士協会 災害支援情報 http://www.japanpt.or.jp/10_etc/japanquake2011.html 

 DPI女性障害者ネットワーク（東京都） http://dpiwomen.blogspot.com 

 

② 高齢者 

 災害看護 ユビキタス社会における災害看護拠点の形成 命を守る知識と技術の情報館 ～あの時をわす

れないために～ 兵庫県立大学大学院看護学研究科 ２１世紀COEプログラム http://www.coe-cnas.jp 

 公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 http://ghkyo.or.jp/home/index.php 

 

③ 子ども 

 文部科学省 子どもの心のケアのために―災害や事件・事故発生時を中心に― 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1297484.htm 

 災害看護 ユビキタス社会における災害看護拠点の形成 命を守る知識と技術の情報館 ～あの時をわす

れないために～ 兵庫県立大学大学院看護学研究科 ２１世紀COEプログラム http://www.coe-cnas.jp 

 東北関東大震災特設 教師のためのメール相談 http://for-supporters.net/ 

 

④ 医療関係（精神科医療含む） 

 災害看護 ユビキタス社会における災害看護拠点の形成 命を守る知識と技術の情報館 ～あの時をわす

れないために～ 兵庫県立大学大学院看護学研究科 ２１世紀COEプログラム http://www.coe-cnas.jp 

 ACT全国ネットワーク 被災地の精神科病院の情報を求めています 

 http://assertivecommunitytreatment.jp/ph/ 

 日本精神科病院協会 http://www.nisseikyo.or.jp/ 

 国立精神・神経医療研究センター http://www.ncnp.go.jp 

 社団法人 日本精神科看護技術協会 http://www.jpna.or.jp/index.html 

 医学書院 災害被災地におけるプライマリ・ケア PDF形式の詳細な資料 http://ht.ly/4dYsC 

 国立感染症研究所 【感染症予防】 http://www.nih.go.jp/niid/ 

 全国腎臓病協議会 【腎臓病】 http://www.saigai-touseki.net/ 

 日本糖尿病協会の相談窓口 【糖尿病】 http://www.nittokyo.or.jp/ 
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 財団法人 放射線影響協会 http://www.rea.or.jp/ 

 財団法人 放射線影響研究所 日米共同研究機関 http://www.rerf.or.jp/index_j.html 

 

⑤ こころのケア 

 文部科学省 子どもの心のケアのために―災害や事件・事故発生時を中心に― PDF形式の詳細な資料 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1297484.htm 

 国立精神・神経医療研究センター http://www.ncnp.go.jp 

 社団法人 日本精神神経学会 http://www.jspn.or.jp/ 

 兵庫県こころのケアセンター http://www.j-hits.org/ 

 兵庫県こころのケアセンター サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き 第2版 

 http://www.j-hits.org/psychological/index.html 

 日本トラウマティックストレス学会 http://www.jstss.org/info/info04.html 

 一般社団法人 日本心理臨床学会 http://heart311.web.fc2.com/index.html 

 災害看護 ユビキタス社会における災害看護拠点の形成 命を守る知識と技術の情報館 ～あの時をわす

れないために～ 兵庫県立大学大学院看護学研究科 ２１世紀COEプログラム http://www.coe-cnas.jp 

 原子力安全研究協会 「原子力災害時における心のケア対応の手引き」 

 http://www.remnet.jp/lecture/b08_01/index.html 

 United States Department of Veterans Affairs → Disaster in Japan  →心のケアに関する情報多数、

サイコロジカル・ファーストエイド実施の手引き 第２版 原語 http://www.ptsd.va.gov/ 

 社団法人 日本精神保健福祉士協会 → 災害対策本部 → 各機関情報 →震災によるこころのケア関

連情報 http://www.japsw.or.jp/s-honbu/jyoho.html#4 

 心理学 総合案内 こころの散歩道（心理学講座）／災害心理学／東北地方太平洋沖地震の災害心理学 命と

心を守るために http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/saigai/2011sanrikuoki_eq/index.html 

 日本内科学会発行のメンタル・ケア・ガイド（日本語） http://www.naika.or.jp/info/info110311.html 

 東北関東大震災特設 教師のためのメール相談 http://for-supporters.net/ 

 文部科学省在外教育施設安全対策資料【心のケア編】 心のケア各論の詳細な紹介であり、各種リラクセー

ション法についても記載 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/003/010.htm 

 

⑥ ボランティア 

 厚生労働省 東北地方太平洋沖地震のボランティアを希望している皆様へ 

 http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=161833 

 KVネット 東北地方太平洋沖地震被災地でボランティアしたいと思っている方へ→関西在住者の為の情報 

 http://www.kvnet.jp/touhoku_jishin.html 

 ピースボート災害ボランティアセンター 東日本大震災 緊急支援 宮城県石巻市を拠点とした炊き出し

や泥出しのほか、東京でも支援物資を仕分ける人を随時募集 http://www.pb-kyuen.net/ 

 助け合いジャパン 内閣府の震災ボランティア連携室と民間による共同プロジェクト ボランティア情報

ステーション http://www45.atwiki.jp/volunteermatome/ 

 東日本大震災支援全国ネットワーク 全国のNGOとNPO約200団体以上が集い、各災害ボランティアセ

ンターの活動状況や物資や寄付の受け入れ窓口などを掲載 http://www.jpn-civil.net/ 

 東北関東大震災・共同支援ネットワーク 被災地の避難所や介護施設で活動できる介護職や看護職のほか、

在宅生活を支える人を随時募集 http://www.clc-japan.com/ 

 日本財団 被災地支援に取り組むNPOや市民団体に上限100万円を助成  

http://www.nippon-foundation.or.jp/org/news/2011040103.html 

 ボランティアプラットホーム 被災者のニーズと、支援者のリソースをマッチングする WEB サービス 

http://b.volunteer-platform.org/ 
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 必要物資・支援要求マップ ネットの地図上に被災者が自分の居場所と必要な物資を書き込める

http://311help.com/ 

 

⑦ その他 

 日本赤十字社 http://www.jrc.or.jp/index.html 

 Welcome to the FamilyLinks website of the International Committee of the Red Cross 赤十字社の国際

委員会のファミリー・リンク http://www.icrc.org/familylinks 

 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 http://www.shakyo.or.jp/ 

 The Louis Armstrong Department of Music Therapy - Continuum Health Partners - → Publications 

and Research (被災者、トラウマ体験者との音楽療法についての英語文献） http://musicandmedicine.org/ 

 全国社会福祉協議会（全社協） http://www.shakyo.or.jp/ 

 文部科学省 http://www.mext.go.jp/ 

 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 

 厚生労働省 東日本大震災関連情報 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html 
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