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各操作手順等は、安全に使用してもらう為の、
資料ではありますが
安全を保証したものではありません。
あくまでも、利用者の自己責任で、
管理・運用をお願いします。

はじめに

不明点、気になる点は、随時確認をお願い致します。

沖縄県難病相談支援センター
認定ＮＰＯ法人アンビシャス 照喜名 通

ＴＥＬ．０９８-９５１-０５６７ 2



医療的ケアが必要な方への
電源確保方法の色々
（２０２０．６．１３）

「大規模災害に学ぶ、在宅医療の災害対策（実践編）」

PHV・EV による医療機器への電源供給ー災害時
における非常用電源としての実用性の検証ー

笠井 健 KEN KASAI

出口 宝 SIGERU DEGUCHI 3



医療的ケアが必要な方への
電源確保方法の色々
（２０２０．６．１３）

ポータブル電源比較/
カーバッテリーの実演/防災クイズ
照喜名 通 TORU TERUKINA
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2011年(平成23年)の台風が発端
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台風1号（アイレー）
5月6日21時に北緯11.9度、東経128.2度
のフィリピンの東に熱帯低気圧が発生
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台風2号（ソングダー）
5月20日3時に北緯8度18分、東経141度36分
のカロリン諸島で熱帯低気圧が発生。
沖縄県では58人が負傷し、損害保険の支払い額は
過去4番目の規模となる20億円超となり、愛媛県
では1人が死亡する被害が出た
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台風9号（ムイファー）
7月27日9時に北緯10度、東経142度のカロリ
ン諸島で熱帯低気圧が発生。
沖縄県では台風がゆっくりとした速度で進んで
いることもあり、影響が長引き、8人の重傷者含
む42人が負傷し、農業面では6億6273万円の
被害を被った[
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https://ja.wikipedia.org/wiki/2011%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%8F%B0%E9%A2%A8#cite_note-25


台風15号（ロウキー）
9月9日21時に北緯20度24分、東経144度42
分のマリアナ諸島で熱帯低気圧が発生。
台風になってからは15日にかけて東進し、その後
は19日にかけて大東島地方をぐるりと一周する
ように回った

19日旋回
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なんくるないさぁー １
「ここに住んで長いけど

停電したことないから

だいじょうぶ さー」

暴風時に停電し、非常時電源もなく、救急搬送要請
ケアマネも呼ばれ、

マンションの７階の非常階段から
アンビューしながら搬送された
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なんくるないさぁー２

救急搬送要請が入ったが

暴風により、救急車が転倒する可
能性があるので、散水車に水を入

れ重くし、搬送した。
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平成２３年といえば・・・

• 計画停電で明かりが消えた住宅地（2011
年３月18日午後、東京都足立区）

Nikkei Inc. No reproduction without permission.
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輪番停電（計画停電）
2011年3月11日に発生した東北地方太平洋

沖地震により、東京電力では、福島第一およ
び第二原子力発電所をはじめ、火力発電所、
水力発電所および変電所、送電設備に大き
な被害が発生し、電力不足に対応するため、
3月14日から輪番停電が実施された。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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重症難病対策（東京都）

東京都は、

難病で、在宅療養で、

人工呼吸器の方に

人工呼吸器の外部バッテリーと

発電機等の貸与を開始した。
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人工呼吸器装着者向け貸与事業
都道府県：（お金）

要綱

病院：（窓口・管理）

難病医療拠点病院・協力病院を対象

患者：（自宅保管）

人工呼吸器純正外部バッテリー、

発電機
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人工呼吸器電源確保の流れ

人工呼吸器
（本体）

1

純正 外部バッ
テリー

A

純正
外部バッテリー

B

人工呼吸器
外部バッテリー

医療保険

県貸与

外部バッテリー

充電器

発電機

（蓄電池）

商業電力
コンセント

県貸与

市町村 日
常生活用具

電気供給

医療保険
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純正DC/DCアダプターケーブル

https://ja.aliexpress.com/item/1005002492358389.html

https://document.resmed.com/documents/products/machine/astral-series/user-guide/astral-100-150_user-guide_row_jpn.pdf

￥ 21,179￥ 23,532-10%取り扱い業者に事前確認要

呼吸器の取り扱い説明書には記載あり
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日常生活器具の給付
日常生活用具給付品目一覧

三重県伊勢市

三重県松戸市 三重県志摩市

三重県員弁郡東員町、いなべ市
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2022/06/03

沖縄県非常時電源確保事業（小児）発電機等早見比較表

申請機種を選ぶ際の参考資料
A︓発電機(ガソリン) 

YAMAHA EF2500i

29kg(max2500W) 

487x395x425mm

B︓発電機(LPガス) 

Denyo GE-900P 

20Kg-(max900W)

400×330×390mm

C︓発電機（LPガス）

HONDA EU9iGP

13.4kg-(max900W) 

451×242×379mm

発
電
機
・
電
気
を
生
む

良い点︓２５００Wの電気を発電、夏場のエア
コンを動かせる。
難点︓ガソリンの管理が難しい、５-８時間に
一回給油が必要、音が大きい。重たい。本体が
大きい。

良い点︓プロパンガス（メンテナンスが少な
い）、いろんな場所に移動が出来る。オール家
電宅向け。
難点︓プロパンガスボンベの入手が面倒、５
ｋ ｇボンベで１０時間

良い点︓契約しているプロパンガスを利用（連
続100時間動かせる）、メンテナンスも少な
い。
難点︓オール家電宅はガス契約が必要。ガスの
配管工事が必要、設置場所以外に移動できな
い。エアコンは使用出来ない。

定価：
233，970円
182,000円

定価：198,000円
143，000円

（５ｋｇ）ボンベ、
アダプタ付き

定価：221,000円
200，000円

（供給ボックス付き）
工事費ほぼ無料
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D︓ポータブル蓄電池

Jackery 1000

10.6kg-(max1000W) 

332x233x243mm

E︓ポータブル蓄電池

ECOFLOW EFDELTA

14kg-(max1600W) 

40 x 21 x 27 cm

蓄
電
池
・
電
気
を
貯
め
る

良い点：持ち運びがし易い。操作とパネルが
全 面のみ。非常時以外の外来などでも使い
易い。 難点︓充電時間が長い（約７時間）、
蓄えを使い切ると充電しないといけない。短
時間停電向

良い点︓容量が多い、充電時間が２時
間と短 い。電池容量が若干多い
1260Wh
難点︓持ちにくい。移動には向いてい
ない（据 え置き型）、蓄えを使い切る
と充電しないとい けない。短時間停電
向き

定価： 139，800円
円

定価： 159，500円
円
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A ヤマハ 発電機インバーター
EF2500i

商品本体サイズ

品目の重量

48.7 x 39.5 x 42.5 cm

29 kg

燃料タンク容量（赤レベル） :9.0L

連続運転時間（赤レベル） : 
約3.2時間～6.1時間
（1/4負荷（エコノミーコントロールON時

）
～定格負荷）

定格出力:2.5KVA（2500VA）

使用燃料:無鉛ガソリン（自動車用レギュラーガソリン） エ

ンジンオイル規定量:0.6L（600cc）

10W-40 （4サイクル用）

定価：233，970円
182,000円
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B：プロパンガス式
（５Kｇボンベ）

個人で扱えるボンベ
オール家電の家
移動する可能性がる場合

定価：198,000円
143，000円

（５ｋｇ）ボンベ、アダプタ付き

ガスボンベは、ボンベ
に記載されている製造
年月日から起算して3
年又は5年ごとに、耐
圧検査を受ける必要が
あります。
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C：プロパンガス式
良い点：契約しているプロパンガスを利用（連 続100時間動かせ
る）、メンテナンスも少な い。

難点：オール家電宅はガス契約が必要。ガスの 配管工事が必要、
設置場所以外に移動できな い。エアコンは使用出来ない。

23



24



E
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沖縄県（平成24年度）事業開始
平成24年3月、主な病院の医師が参加する会議で、説明会
を実施したら、病院側は反対し実施は出来なくなった。

同5月、県がアンビシャスに依頼。

理事会の承認を得て、同年から貸与事業をアンビシャスが
受託。
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お風呂場で使っていいですか？

人工呼吸器につなげても
良いですか？

質問の回答を求め、
ノウハウ構築→沖縄方式 27



どの機器が使えますか？

消費電力の測定
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測定結果を参考に発電機を選択
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台風が来たけど、使えない
新品を一回も使用せずに、

故障させるケースが数件

故障ランプ

２０万円X５＝1００万円
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貸与の流れに「事前説明」を追加
１、保健師が提案

２、申請受理

３、県に申請・承認・通知

４、呼吸器業者・発電機発注

５、機器設置・取扱い説明

事前訪問の説明

約２時間

北海道のブラックアウト、
台風24号以降は平均３時間

新型コロナ過
では30分単位 31



保健師向け勉強会
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家庭訪問は、保健師と同席

保健師は、
レスキューファイルの作成や
台風も含め災害時に
どのような対策や
備えがあるのか共有する
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レスキューファイル内容を保管
消費電力測定結果や、呼吸器の設定内容など
をクラウドでも保管サービス

「えんぽーと」

サンプル版
患者 太郎
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ほぼ、全家庭で共通する課題

照明器具の準備が充分で無い

懐中電灯１個だけ
乾電池がさびている

乾電池の予備が無い（少ない）

ロウソクを使っている
35



ついでに災害対策
転倒防止、

公助・共助・自助

備蓄品サンプル提示

伝言ダイヤル

電池の種類と特徴

カーバッテリーとインバータで電気

などなど
36



成人（指定難病）の貸与件数

78件
疾患名 件数

ＡＬＳ 45
ミトコンドリア脳筋症 1
ライソゾーム病 3
亜急性硬化性全脳炎 3
強皮症・皮膚筋炎 1
筋ジストロフィー 3

原発性免疫不全症候群 1

進行性核上性麻痺 1
進行性核上麻痺 1
脊髄小脳変性症 1
脊髄性筋委縮症 2
先天性ミオパチー 1
多系統委縮症 6
総計 69
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小児慢性の貸与件数

73件
疾患名 件数
18トリソミー 3
ウイリアムズ症候群 1
チャージ症候群 1
デュシェンヌ型 筋ジストロ
フィー

1

ミトコンドリア脳筋症 2
ムコ多糖症ⅢＢ 1

レノックガストー症候群 1

亜急性硬化性全脳炎 2

横隔膜弛緩病 1

滑脳症（West症候群） 1

気道狭窄 5

喉頭軟化症・ダウン症 1

骨形成不全症 1
細菌性髄膜炎 1
心室中隔欠損症 1
心房中隔欠損症 1
新生児慢性肺疾患 1

疾患名 件数
脊髄小脳変性症 1
脊髄髄膜瘤 2
先天性ミオパチー 1

先天性下垂体機能低下症 2

先天性中枢性低換気症 6

中枢性低換気症候群 1

低フォスターゼ症 1
点状軟骨異形成症 1
点頭てんかん 2
脳性まひ 1
肺動脈閉鎖症 1
閉塞性細気管支炎 1
慢性腎不全 1
慢性肺疾患 16

慢性肺疾患/ミトコンドリア病 1

慢性肺疾患/急性肝不全 1

総計 64 38



人口比率（指定難病）

全国 三重県 高知県 沖縄県

人口 125,700,000 1,782,000 759,700 1,457,000

総数（年度末現在） 1,009,164 15,173 6,112 11,669

受給者率 0.80% 0.85% 0.80% 0.80%

人工呼吸器等装着者
（年度末現在）

5,190 55 34 116

人工呼吸器装着者数/
受給者数

0.51% 0.36% 0.56% 0.99%

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161551&tclass4val=0

令和2年度衛生行政報告例総務省統計局が整備し、独立行政法人統計センターが運用管理

衛生行政報告例 令和２年度（2020年度）末現在
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https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161551&tclass4val=0
https://www.stat.go.jp/
https://www.nstac.go.jp/


人口比率（小児慢性特定疾病）

全国 三重県 高知県 沖縄県

人口 125,700,000 1,782,000 759,700 1,457,000

総数（年度末現在） 120,822 1,984 667 3,133

受給者率 0.10% 0.11% 0.09% 0.22%

人工呼吸器等装着者
（年度末現在）

2,978 48 6 131

人工呼吸器装着者数/
受給者数

2.46% 2.42% 0.90% 4.18%

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161551&tclass4val=0

令和2年度衛生行政報告例総務省統計局が整備し、独立行政法人統計センターが運用管理

衛生行政報告例 令和２年度（2020年度）末現在

40

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161551&tclass4val=0
https://www.stat.go.jp/
https://www.nstac.go.jp/


課題

●楽観バイアス（停電はしない）

●発電機などの保守メンテナンス

●耐用年数経過後の後継機

●新型コロナ過での予算削減？

●照喜名の体調不良
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備えよ常に！ Be Prepared !

ベーデン・パウエル卿

１９０８年に、退役軍人であった
ベーデン・パウエル卿が、
イギリスの青少年の健全育成を
目指してボーイスカウト活動を
起こしました。
このボーイスカウトのモットーが
「備 え よ 常 に！」です。
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備えよ常に！

あなたも、備人BIJINになろう
スタジオジブリ「耳をすませば」43



集団性バイアス

オオカミ少年効果

自分は
大丈夫

正常性バイアス

災
害
時
の
心
理

楽観バイアス

周りも逃
げてない
し

前回も
大丈夫
だった

きっと

誤報だろう

同調性

（体験の逆機能）

引用・改編http://hiroy.kir.jp/bosai/study/togane/index.html
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災害時に必要な物

１、命（身の安全確保、避難、予防）

２、情報（正しい情報の把握と発信）

電話・スマホ、ラジオ、テレビ→電気

３、知識・経験（スキル）→知っとけば・・・。
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限界の“３”
３分間︓空気

３時間︓風雨・危険などを避ける避難所

３日間︓水

３週間︓食料

Air-3 minutes

Shelter-3 hours

Water- 3 days

Food- 3 weeks
46



自分の住宅、会社が安全か

重ねるハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/ 47

https://disaportal.gsi.go.jp/


自分の住宅、会社が安全か

現在地は安全な地域か
リスクのある地域か
事前に把握できる。48



自分の住宅、会社が安全か
土砂災害を選択

リスクがある場合、スマホで確認
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自分の住宅、会社が安全か
津波を選択
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自分の住宅、会社が安全か

洪水選択

リスクがある場合、スマホで確認 51



自分の住宅、会社が安全か

土砂選択

リスクがある場合、スマホで確認 52



自分の住宅、会社が安全か
地形分類

リスクがある場合、スマホで確認

わが町ハザード
マップを見る
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自分の住宅、会社が安全か

リスクがある場合、印刷し掲示、訪問支援者も把握

地区を選択
PDF表示

三重県明和町

公開中を選択

54



http://www.town.meiwa.mie.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/bousaimap2009_2.pdf55



地域マップ
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避難場所一覧

57
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自分の住宅、会社が安全か

59



地域サポートマップ
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自分の住宅、会社が安全か

対象者宅の

ハザードマップを印刷してお渡しする

家庭用のプリンターではA３判の印刷は出来ない

（A４判の小さい方が良いことも）
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避難所へ避難しないと非難される？

燃える、流される、崩れる、押しつぶされる、孤立する

避難所の収容人数は
人口の最大20％程度 62



避難所設置は公助、運営は共助

安全であるだろう、避難所に行けば、命を守
ることが出来ます。

避難所は市町村が場所を指定していますが、

その運営は、避難した人達で営みます。

行政が運営をするのではないです

63



避難所以外の避難先

・親類の家、知人の家（そのエリアから逃げる）

・医療機関（レスパイト病院「沖縄県のみ台風も可）

・ホテル（発電機有の宿泊施設）

・車中泊（エコノミー症候群対策・ガソリン）

・商業施設（大型スーパーなど・開放するか不明）
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災害関連死は約２０％

建物の崩壊による圧死など、災害で直接亡く
なった総数の中に、災害直後に命は助かった
が、その後の避難生活で命を失う

持病の悪化、屋内で発電機を稼働して一酸
化炭素中毒、在宅医療機器が停電で停止、
エコノミー症候群、風邪の悪化、
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自宅が無事であれば在宅避難

避難所は、自宅で「命の危険」「生活が困難」に
なった方が、「一時的」に身を寄せる場所

どう判断するかは、ハザードマップの事前確
認、情報の入手が決めて
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職場にいる時に被災した場合

スタッフ、来客者などの身の安全を確保

落ち着いたら、家族との安否確認

（電話、ライン、１７１）

安全確保が出来ていない場合は、
自宅に帰らない。（火事、ブロック崩壊、交通
事故（信号無し）、帰宅ラッシュ）
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職場の防災備蓄

（従業員＋来客者） 都市・離島は多め 予備分

人数×3日分×１０％

・非常用トイレ（ビル・マンション入居企業は特に必要）、最必須アイテム
・衛生用品（ティッシュ、アルコール、トイレットペーパー、マスク）
・飲料水（１日３リットルを目安に準備、人数が多い場合には５００ｍｌボトル中心
・非常食（１日１食程度、）加熱剤セット、カセットコンロ
・毛布・寝具（床で横になる際用、予算と保管場所に合わせて準備（通勤用自家用車）
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非常時の役立つ援助割合

●公助=1割
福祉避難所、病院、安否確認、救急車、自衛隊

●共助＝２割
地域の自治会、ボランティア、お隣近所、親戚

●自助＝７割
備蓄（３日間分）、機器の準備、操作の習得

調査︓阪神淡路大震災で生き埋めに
なった人たちが、誰によって救出さ
れたか？

出典︓（社）日本火災学会 「兵庫県南部
地震における火災に関する調査報告書」
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要配慮者の被害を
軽減する知識を深めたい

方へ！

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/7_toi/

参考文献：東京消防庁本部庁舎

～地震時に支緩や配慮が必妻となる方々と共に～
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７つの問いかけ

参考文献：東京消防庁本部庁舎

問いかけ①：ゆれから身を守ることができますか？

問いかけ②：ゆれの後、危険に気づくことができますか？

問いかけ③：自分で火を消すことができますか？

問いかけ④：大切な情報を知ることができますか？

問いかけ⑤：頼れる人と連絡をとることができますか？

問いかけ⑥：命に関わる大切なものはなんですか？

問いかけ⑦：安全に避難することが出来ますか？
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７つの問いかけ

参考文献：東京消防庁本部庁舎

問いかけ①：ゆれから身を守ることができますか？
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７つの問いかけ

参考文献：東京消防庁本部庁舎 74



７つの問いかけ

参考文献：東京消防庁本部庁舎
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避難行動要支援者名簿に係る主な手順

避難行動要支援者名簿
の作成 要介護状態区分、
障害支援区分、家族の
状況 等を考慮し、避難
行動要支援者の要件を
設定 し、名簿を作成す
る。

避難行動要支援者名簿 の
更新と情報の共有 避難支
援に必要となる情報 を適
宜更新し、共有する。

避難支援等関係者への事前の名簿情報の提供
平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難

行動要支援者について、消防機 関、都道府県警察、民生
委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等の避難支
援等関 係者に名簿を提供する。

個別計画の策定
地域の特性や実
情を踏まえつつ、
名簿情報に基づ
き、市町村又は
コーディネーター
（民生委員等）が
中心となって、避
難行動要支援者
と打ち合わせ、
具体的な避難方
法等についての
個別計画を策定
する。

?

避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針平成２５年８月 内閣府（防災担当）
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避難行動要支援者の範囲
【自ら避難することが困難な者についてのＡ市の例】
生活の基盤が自宅にある方のうち、以下の要件に該当する方

①要介護認定３～５を受けている者
②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種を所持する身体障害 者（心臓、じん臓機
能障害のみで該当するものは除く）
③療育手帳Ａを所持する知的障害者
④精神障害者保健福祉手帳１・２級を所持する者で単身世帯の者
⑤市の生活支援を受けている難病患者
⑥上記以外で自治会が支援の必要を認めた者

毎日新聞 83



市町村は
作成に努め
なければば

らない
「努力義務」

毎日新聞
秋田魁新報社

2020年11月15日
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個別計画書を自分でつくる？

自分で個別計画書を作成

市町村へ提出

共有

85



まず、安否確認！

＊避難する場合、避難方法、
避難経路、避難場所につい
ては、避難行動要支援者個
別計画に則っておこなうが、
被災状況によっては、市町
村、保健所、訪問看護師等
の支援者と連絡を取りなが
ら、避難準備を進める

＊難病患者・家族は、安
否情報を支援者に、平常
時に用意した方法によっ
て連絡する

＊難病患者・家族は、発
災後、患者本人や家族・
介護者の状況、自宅の損
壊状況、医療機器や医薬
品等の状況 から判断して、
避難するか、自宅に待機
するかを決定し、緊急連
絡先に連絡する

＊自宅にとどまる場合は、
自宅の状況、難病患者の状
態に応じて、支援者と継続
的に連絡を取る必要がある

厚生労働省 難病患者の
支援体制に関する研究班
https://plaza.umin.ac.jp
/nanbyo-kenkyu/
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まず、安否確認！
memo 

被災状況によっては、予め想定した避難方法等が実行できない
場合がある。たとえば、地震によって、車庫や避難経路が損壊
して、自動車での避難が不能となる場合等である。そのため、
道路状況等を把握している市町村災害対策本部への連絡が必要
であり、救急車等の派遣依頼をおこなわなければならない場合
も想定しておく。

＊ライフライン、特に電気、水道（水）、ガス（燃料）の代替となるものを確保する

厚生労働省 難病患者の
支援体制に関する研究班
https://plaza.umin.ac.jp
/nanbyo-kenkyu/
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まず、安否確認！

声だし

笛・防犯ブザー

安否確認旗

固定電話

携帯電話

公衆電話

パソコン

専用機器

アマチュア無線

普段からのつながり

電池・電波

小銭・電話番号
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疾患別の備蓄

糖尿病：インスリン・ブドウ糖

ぜんそく：吸引器

自己免疫疾患：ステロイド剤

疾患によって優先が異なる

学会や患者会で手帳・マニュアルあり

患者の個別性があるので、普段から
自分用の災害手帳に記載しておく 89



疾患別の備蓄

外来日を調整したりして、備蓄用薬を貯めておく

備蓄出来ない薬品薬剤については、主治医、かかり
つけ薬局と普段から取り決めしてもらう

切らしてはいけない薬は

１～２週間分余分に持っておく

備蓄場所：自宅、常に持ち歩く、職場
におく、非常用持ち出し袋に入れて
おく【分散備蓄】 90



段階的備蓄

０次備蓄（半日分：ＥＤＣ・枕元ポーチ）
いつでも持っている物「EDC（EveryDay Carry）」

枕元ポーチ：就寝時に逃げ出す際

１次備蓄（３日分・非常用持出袋）

２次備蓄（７日分・自宅押入れ）
91



家庭の防災備蓄

• 個別用品（支援物資として入手しずらい
「家族ならではの物）

• インフラ代替え品（電気・ガス・水道・トイ
レ排水、停止に備えた代替手段）

• 生活物資（３日～７日分の、水・食料・日
用品を（日常備蓄）
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個別用品①：身体の一部分

• メガネ・コンタクトレンズ、

• 補聴器

• 杖、歩行補助具

• ストーマ装具

• 在宅医療機器のバッテリー・アンビューバック

• ご自分に必要な物
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個別用品②：薬やオーラルケア用品

• 持病の薬の予備

• お薬手帳・写真やコピー（スマホ・LINE共有）

• 常備薬など（絆創膏・ガーゼ・頭痛薬・軟膏など）

• 生理用品

• 非常用歯磨き・入歯洗浄具
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個別用品③：乳幼児・介護・ペット

• オムツ・液体ミルク

• アレルギー対応食

• 介護用品・栄養剤など

• ペット用品・フード

• その他、避難所で入手できそうもないもの
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https://andorisu.jimdofree.com/%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%9
9%82%E3%81%AE%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90%E6%
A0%84%E9%A4%8A%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC/

どうする災害時の赤ちゃんの栄養

多言語で翻訳
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睡眠中の地震・災害

睡眠時間に発生する確率は三分の一（8時間睡眠時）

枕元ポーチ
・フラッシュライト（照明）
・靴・スリッパ（靴下）
・笛・防犯ブザー
・手袋・軍手
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睡眠中の災害 枕元ポーチ

①周りを明るくする道具

生の火
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睡眠中の災害 枕元ポーチ

①周りを明るくする道具
ＬＥＤランタン
１部屋１台

ＬＥＤヘッドライト
１名１台

枕元ポーチ

両手が使える

充電式
停電・揺れで点灯

↓単４電池 ボタン電池↓
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睡眠中の災害 枕元ポーチ

②手を守る道具

１、素手（手を守れない）
２、100均の軍手（滑り止めゴム）
（細かいのがつかみにくい）
３、100均のゴム製手袋
（熱いので溶ける）
４、革製手袋（牛革、羊革など）
（フィットして細かいのをつかめる、熱
いのも溶けない）
５、レスキュー手袋・対刺突切創手袋
（高い、ごつい、安全）
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睡眠中の災害 枕元ポーチ

③足を守る道具

１、素足（足を守れない）
２、靴下
３、100均のスリッパ（折り畳み）
４、スリッパ＋靴下
５、靴（お気に入り）
６、靴＋踏抜防止インソール
７、安全靴

↑鉄板入り

↑踏抜防止イ
ンソール
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防災セーフティサバイ
バルエマージェンシー
危険防止緊急用ホイッ
スル笛

睡眠中の災害 枕元ポーチ

④助けを呼ぶ道具

１、大きな声を出す
２、100均の笛
３、100均の防犯ブザー
４、登山用？

災害用笛（ホイッスル）

身動きが取れない場合に助けを呼ぶ

コクヨ 防災用救助
笛 防災の達人 ツイ
ンウェーブ ￥387

コンパルデカ音
緊急ホイッスル￥681

￥1,099

←ホイッスルの音量比較レビュー
動画YouTube 102
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０次の備え
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外出中の災害 EDＣ
通勤用バック
アルコール、ヘルプマーク
名刺入れ、inゼリー、
LEDヘッドライト、通帳、ペン
バックinショルダーバック

バックinショルダーバック

ツールケース（鉄製）

通勤用バック

LEDライト、絆創膏、ハイドロ
トイレに流せる紙、マスク、ノート
アルコール、財布、お薬手帳、ツールケース

鏡、ホッチキス、ホッチキス針、笛
LEDライト、ドライバー（＋、－）、
ハサミ、体温計（予備電池）、ピンセット、
爪切り、ボールペン、シャープペン、消し
ゴム、輪ゴム、クリップ、結束バンド、
歯間ブラシ、拡大鏡、USBメモリー、
定規、磁石、ガムテープ

104



外出中の災害 EDＣ
通勤用バック

ラジオ（電池）、予備電池（単三AA,単四AAA)
ニッケル水素電池（充電可能）、USB→充電器、
AC→USB電源アダプター、
スマホ充電ケーブル（２種類）、
コンパス（方位磁石）、印鑑(朱肉)、リチウムイオンモ
バイルバッテリー、ガラ携（電池）、USBメモリー（住
所、写真データ）、LEDライト、着火
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外出中の災害 EDＣ
身に着けるもの

【前ポケット】
小さい財布（手作り）
カード、小銭、1000円札、
レシート

【ベルト装着】
流せるティッシュ、サニー
ナ（お尻洗浄・詰替え）、
自動車キー、自宅キー、
ボールペン、LEDライト、

【後ポケット】
レジ袋

中身の紹介動画
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外出中の災害 GHB:Get Home Bag

出張時用

バックインバック、空気枕、手ぬぐい、襟巻、アルミブランケッ
ト、予備メガネ、予備腕時計、コンパス、医薬品類、ステンレス
カップ、ガラン（水道水）、携帯おしり洗浄（ペットボトル使用）
簡易トイレ、ティッシュ、ビニール、手袋、パイズンリムーバー、 107



アプリ
出張時用

GHB:Get Home Bag
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ブランド 井村屋

梱包サイズ 8.64 x 8.38 x 4 cm; 260 g

メーカー 井村屋

原材料 砂糖(国内製造)、生あん(小豆)、水あめ、寒
天

商品の重量 260 g

外出中の災害
持出非常食 井村屋えいようかん（１個６０ｇ１７１ｋｃａｌ）

手軽にカロリー補給可能な長期保存型、食べきりサイズのミニようかんで
す。アレルゲンフリー。万が一の災害・避難時に、水がなくてもおいしく食べ
られます。備蓄・保存用に最適な5年間のロングライフ備蓄スペースを考慮
した省スペース設計です。暗闇で見つけやすいホログラムや点字付きで、
裏面には災害用伝言ダイヤルの使用方法を掲載した、こだわりのパッケー
ジデザインです。

約600円

GHB:Get Home Bag
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外出中の災害
持出非常食

森永ウィダーインゼリーエネルギーイン

栄養成分表（１袋180ｇ当り）熱量 180kcalビタミンB1 0.09～0.22mg ビタミンD 
0.42～1.7µg たんぱく質 0g ビタミンB2 0.11～0.21mg ビタミンE 0.74～1.2mg 
脂質 0g ビタミンB6 0.10～0.20mg 葉酸 20～80µg 炭水化物 45g ビタミンB12 
0.20～0.67µg パントテン酸 0.46～2.1mg ナトリウム 41mg ナイアシン 1.0～
1.9mg ビタミンA 45～120µg ビタミンC 80～190mg

Get Home Bag

カロリーが高い
水分補給も兼ねる
入手しやすい
栄養バランス良い
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東京防災
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非常用トイレ 日常備蓄
１名×５回×最低7日以上

凝固剤（個別包装） 黒いビニール袋
（４５リットル）

約5000円
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カセットコンロ 日常備蓄

カセットボンベ1～２本×7日以上

１本当たり約６０分使える

耐熱ポリ袋（高濃度ポリエチレン）でご飯が炊ける
（約20分～30分ボンベ使用）

消費期限は約７年 1年１本使用して、新たに購入 113



回転備蓄 日常備蓄

イラスト・田中美里

「いつも」食べている
食品の買い置きを多

めにする

賞味期限が近いもの
から順番に食べる

全て食べきる前に
買ってきて補充する

備蓄品に慣れる
余計な出費不要
期限管理が不要

ミマニストは無理
インスタント嫌い
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水（液体） 日常備蓄

４人×３リットル×７日＝８４リットル

１人×３リットル×７日＝２１ℓ
２リットルのペットボト
ルでは１１本必要

サーバーでも20リットル

給水車の配給に頼る
容器はあるか
高層ビルで運べるか
浴槽に貯められるなら貯めておく

普段飲むお茶でも可能

水の消費期限は無期限？
容器が劣化する期限
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食料品 日常備蓄

普段使っている食料品を多めに

冷凍庫の中の物で２日分くらいは食べられる

普段からインスタント
ラーメンを食べない

野菜が食べたい
缶詰の野菜系
果物系を使い備蓄

食品単位に
マークをつける

半年単位で箱を
分ける

コメからカセットコン
ロで炊飯する練習

１人×３食×７日＝２１食

場所と賞味期限切れが課題
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食料品 日常備蓄

アレルギー食、低糖質、低血糖、
減塩、低残渣、ミルク、離乳食など

普段慣れている食料、または、試食して安全な
物を備蓄食料にする（賞味期限管理重要）

食事制限
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電気 日常備蓄

ポータブル電源（リチウムイオン電池）

スマホを満タンに出来ないが、乾電
池があれば充電できる

過充電・過放電に弱い

半年に一回は充電必須

スマホ（安否確認・情報）

乾電池：消費期限7年～10年

NGの使い方→ 118



参考文献

https://sonaeru.jp/

そなえるTV
https://www.youtube.com/c/sonaerujp-tv/
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参考文献
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備えよ常に！

あなたも、備人BIJINになろう
スタジオジブリ「耳をすませば」121



ポータブル電源の比較と性能
2020年10月3日にオンライン講演

動画を閲覧できるのでご参照ください
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県非常時電源確保事業（小児）選択機種

A

850W
プロパン
ボンベ購入
16時間

2400W
ガソリン
冷房使用
5時間

900W
プロパン
ガス契約
110時間

200W
蓄電池
200Wで
１時間

B C D
1台20万円程度
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助成金の狙い

購入・レビュー

医療機器で操作実験

県の貸与選択に追加

県に提言（要望） 自費購入としての
お試しレンタル

台風時レンタル

2020年度

2021年度以降
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●有毒の一酸化炭素ガスが排出

火力発電機は、取扱注意
●通気の良い屋外で使用が必須

●雨等の水に濡れてはいけない

●稼働時に、
トルクを引っ張る腕力が必要

●燃料の取扱いに注意が必要
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多用途AC電源供給装置

値段：約20万円
容量：250Wh
規格電圧：２００W

ママさん
人気

この機種のメリットは医療機器であること
デメリットは、２００Wをつなげば
１時間で終了。

災害用としては物足りない
126



ポータブル電源
蓄電池・バッテリー
多用途電源装置
ポータブル電源
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ポータブル電源

安く、高性能
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ポータブル電源
着眼点 値段

8万円 8万円 6万円 8万円 16万円

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ

2020年8月31日現在

129



電池︓単位名称のイメージ
電圧（V)ボルト︓
ホースの太さ

放電容量（Ah):
アンペア・アワー

バケツの中の水の量

電流（A)アンペア︓
水の出る速さ

電力（W)ワット︓
水の出る量

電力＝電圧×電流
W  ＝ V   × A
W   ＝ VA 130



ポータブル電源
着眼点 放電容量(Ah)

アンペア・アワー

200 10 45 32 350

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ

１，０００ｍAh＝１Aｈ
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ポータブル電源
着眼点 電池電圧(V)ボルト

3.6 27.5 11.1 22.2 50.4

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 電池容量 電力量(Wh)

720 377 500 704 1260

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 使用可能時間(単純計算)

100W家電の場合

7.2 3.8 5.0 7.0 12.6

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 使用可能時間(充放電係数0.6)

60％が実際(40％はロス)

4.3 2.3 3.0 4.2 7.6

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 金額あたりの容量

2.50 0.13 0.75 0.41 2.19

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 重さ(kg)

11.3 5.3 6.2 6.3 14

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 1kgあたりの電池容量

17.7 2.0 7.3 30.5 25.7

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 使用可能電圧(W)

500 300 300 500 1600

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源
着眼点 満充電時間(0→100%)

5～6 5 6～7 11 2

スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ
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ポータブル電源比較表
機種名 SUAOKI HONDA E500 Power ArQ2 Jackery EF DELTA

画像

金額 ¥79,880 ¥79,920 ¥59,800 ¥79,800 ¥159,500 

使用可能電力(通常/最大) (500/1000) (300/500) (300/450) (500/1000) (1600/3100)

大きさ(幅×奥行×高さ)
42.79 x 35.19 x 

25.59
266×182×248

29.5 x 19.5 x 
19.1

30 x 19.3 x 19.2 39.9x 21 x 27

重さ(kg) 11.32 5.3 6.2 6.3 14

電池容量

放電容量
(mAh)

200,000 10,400 45,000 32,000 350,000

電力量(Wh) 720(3.6V) 377(27.5V) 500(11.1V) 704.6(22.2V) 1260(50.4V)

充電時間 5～6時間 5時間 6-7時間 11時間 1時間40分

1000円あたりの電池
容量※3 9.01 4.72 8.36 8.83 7.90 141



ポータブル電源
高いのを１台購入するか
安いのを２台購入か？

OR
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ポータブル電源
加温加湿器：消費電力はどれくらいか

102

150

195

16

91 84

137

84

73

87

10台平均：
約102ワットW
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ポータブル電源
吸引器：消費電力はどれくらいか

92

3120

18

33

20

26

44

33

26

110

33

37

30

1４台平均：
約40ワットW
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ポータブル電源
放電・充電サイクル

7時間使えた
7時間使えた

発電機で充電

7時間使えた

充電時間は？
145



ポータブル電源
放電・充電サイクル

7時間使えた

７時間使えた

発電機で充電

7時間使えた

充電時間は11時間

４
時
間
は
使
え
な
い
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ポータブル電源
繰返し限度消費電力＝電力量(Wh)÷充電時間

720 377 500 704 1260
スアオキ ホンダ パワーアーク ジャクリー デルタ

5～6 5 6～7 11 2

120 75.4 71 64 630

電力量
(Wh)

充電時間

限度電力
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ポータブル電源比較表
機種名 SUAOKI HONDA E500 Power ArQ2 Jackery EF DELTA

画像

金額 ¥79,880 ¥79,920 ¥59,800 ¥79,800 ¥159,500 

使用可能電力(通常/最大) (500/1000) (300/500) (300/450) (500/1000) (1600/3100)

大きさ(幅×奥行×高さ)
42.79 x 35.19 x 

25.59
266×182×248

29.5 x 19.5 x 
19.1

30 x 19.3 x 19.2 39.9x 21 x 27

重さ(kg) 11.32 5.3 6.2 6.3 14

電池容量

放電容量
(mAh)

200,000 10,400 45,000 32,000 350,000

電力量(Wh) 720(3.6V) 377(27.5V) 500(11.1V) 704.6(22.2V) 1260(50.4V)

充電時間 5～6時間 5時間 6-7時間 11時間 1時間40分

1000円あたりの電池
容量※3 9.01 4.72 8.36 8.83 7.90 148



ポータブル電源 SUAOKI

メーカー情報

・5WAY出力式＆12ポート：①ACコンセント(4口)、②Type-Cポート（1口）、③USB
ポート（4口）、④DCポート(2口)、⑤シガーソケット（1口）
・iPhone 11なら約43～46回、Nintendo Switchなら約34～36回、MacBook 
Proなら約10～11回、USB扇風機（10W）なら約57時間、小型冷温庫（50W）なら約13
時間、車用炊飯器（110W）なら約5時間使用可能。

・充電時に音がなる
・LED電球が付属しており、非常時の光源として使用可能
・電源・出力の各ボタンは長押しにて起動
・取っ手の格納はできない
・AC出力の際、20W以下はディスプレイに0KWと表示される(出力は可)
・充電はACアダプタ、シガーソケット、ソーラーの3WAY
・充電はディスプレイと同じ面にソケット
・パススルー充電は可能だが、バッテリー劣化につながるため、メーカー非推奨

レビュー所感
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ポータブル電源 HONDA E500
メーカー情報

・2WAY出力：交流コンセント×2口、
USB出力端子：2口
・液晶テレビ(69W)約5時間、スマートフォン(5W)約20回充電可能、ノートPC(65W)
約4回充電可能

・電源(長押し)をONするとUSB出力は自動でONになるが、ほかの出力は各出力ボ
タンの長押しで起動
・取っ手の格納はできない
・ACアダプタの表示に注意(緑：充電準備or充電完了/オレンジ：充電中)
・同機種を専用コードでつなぐことで並列運転が可能(500W↑も可)
・充電はディスプレイの側面のソケットから
・パススルー機能に関する情報なし

レビュー所感
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ポータブル電源 Power ArQ2
メーカー情報

・[AC出力]：100V/3A、出力周波数：60HZ、 [USB Type-A出力]：5V / 3A（二口
合計）×2 [USB Type-C出力] 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V 
/ 2.25A [DC/5.5mm（5521）出力]9.6-12.6V / 10A [シガーライターソケット
出力]：9.6-12.6V / 10A [DC/7.9mm（7909）入力]：14-40V

・取っ手の格納が可能。
・3段階LEDライト(強/弱/点滅)があり、非常時の光源として使用可。
・電源ボタンは長押しじゃない。各出力用のボタンは長押し。
・充電はACアダプタ、シガーソケット、ソーラーの3WAY
・充電はディスプレイと反対側のソケットから(壁にくっつけて置けない)
・ACアダプタの表示に注意(緑：充電準備or充電完了/オレンジ：充電中)
・パススルー充電は可能だが、バッテリー劣化を防ぐため、常時利用は控える

レビュー所感
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ポータブル電源 Jackery
メーカー情報

・AC/USB/シガーソケット出力
・液晶ライト(5W)が約130時間、ノートパソコン(50W)が約12-15回、小型ドロンが約
11-12回、携帯電話(12W)が約56-60回、ミニ冷蔵庫(40W)が約16-18時間使用で
きます｡
・大容量のため、充電中は最大65℃まで温度が上昇し、手で触れるとかなり熱く感じられ
ますが、最大75℃の耐熱設計になっておりますので、ご安心ください。

・取っ手の収納が可能
・電源ボタン・各出力ボタンは長押しじゃない
・充電はACアダプタ、シガーソケット、ソーラーの3WAY(ジェネレータも
いれると4WAY)
・パススルー充電に対応

レビュー所感
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ポータブル電源まん丸ママさんの

レビュー所感

・呼吸器と加湿器を繋げて６時間。大体この位と思っていたけど短い。

・残量４%〜100%までの充電時間が11時間は長い。
・充電中ACアダプターがかなり熱くなる

・充電中のファンの音は小さく全然気にならない
・88%〜位からゆっくり充電される
・充電中残量が細かく表示される所が良い
試してないけどジャクリーは充電中でも使えるみたいで良い。

・呼吸器と加湿器を繋げて６時間半持つ
・充電時間が100%まで６時間位で早い。
・充電中ACアダプターがかなり熱くなる
・充電中ファンの音が気になる位の大きさ
・残量が20%単位でしか表示されないので少し分かりにくい
試してないけどスアオキは充電中は使えないみたいですね。

重さはスアオキは車イスには重いかなと、ジャクリーはまだ置けそう。
コンセント形はジャクリーは３口は下に何か置かないと使いにくいです。
3口は加湿器とパルスオキシメータです

SUAOKI

Jackery

１つずつほしい（笑
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機種名 max PRO

画像

先行販売金額 53,600 64,900

一般販売金額 ６３，８００ 79,800

使用可能電力(通常/

最大)
500 600

大きさ(幅×奥行×高

さ)
28.8x18.5x25.3 28.8x18.5x25.3

重さ(kg) 7.6 7.2

電池容量

放電容量
(mAh)

160,000 200,000

電力量
(Wh)

500 720

充電時間 1.6 1.6

Makuakeクラウドファンディング
https://www.makuake.com/project/r
iver_600/

2020年10月30日締め切り

ポータブル電源 RIVERシリーズ予約受付中

【Makuake限定・19％OFF】
ポータブル電源RIVER 600 Pro×1台
一般販売予定価格：79,800円（税込）
■付属品 AC充電ケーブル ソーラーパネル
充電ケーブル シガーソケット充電ケーブル
DC5521-DC5525ケーブル ユーザーマ
ニュアル＆保証カード

EcoFlow 社
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GREENFUNDINGクラウドファンディング
https://greenfunding.jp/lab/projects/4154
2020年10月31日締め切り

ポータブル電源沖縄の那覇にある会社も

世界初！カートリッジ型超大容量バッテリー【RELIFE】
大容量270,000mAh / 高出力1,000W / 交換可能カートリッ
ジ式
次世代ジェネレーター！AC / USB / DC/Qi充電に対応!

ZITSUGEN 社

Early Bird バッテリー1台コース限定 99 個 108,473円(税込)
メーカー希望小売価格¥161,900-
RELIFEハウジング 1台, カートリッジバッテリー 1台,ACアダプター 1台 ,取扱説
明書, 製品保証２年

予定配送時期： 2021年2月
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https://kakuichi-
tekko.jp/column/%E8%93%84%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E3%83%AA%E3%83%B3%E9%85%B8%E9%89%84%E3%83%AA%E3%83%81%E3%82%A6%
E3%83%A0%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA/

KAKUICHI

リチウムイオン電池といっても

何
を
使
用
？
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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新商品がぞくそく
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最新情報は？

• 各メーカーに登録する案
165



停電時の照明確保
166



照明がないと生命の危機？

• 夜間での地震などにより停電となった場合のリスク

• 現状把握がしにくい

• 安全行動ができにくくなる（家具の転倒、ドアの崩壊、
窓ガラスなど）

• 周りの危険物が分からない（足元ガラス破片・天井か
ら照明器具落下など）

• 避難が遅れる（布団から出る、寝室から出る、玄関ま
での経路、玄関から避難場所までの経路）
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皆さんの準備している
照明器具を教えて

• 種類

• 電源の種類とその管理（乾電池の状態）

• 保管場所
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照明器具の種類

• ろうそく・マッチ・ライター・灯油ランタン

• 懐中電灯（白熱球/LED)・LEDランタン

• スマホ（画面・ライト）・ケミカルライト・
蓄光

• LEDヘッドライト・LED自動点灯ライト

169



まさかやー、
意外と知らないこと

• 乾電池サイズが合えばいいんじゃない？

→電圧が異なることになるので、液漏れや発熱の原因になる
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まさかやー、買っちゃた！
意外と知らないこと

• リチウムイオン電池式手回しラジオは
買ってはダメ？

→リチウムイオン電池は
100％充電も嫌いだけど、0％も嫌い

日常的に使用していれば問題ないが

災害用としてタンスに半年以上放置していると電
池はダメになる
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もっと知って
電気を賢くつかう
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●電池（バッテリー）

●インバータ

●発電機

●充電器

●コンバーター

直流ＤＣを交流ＡＣに変換する装置

交流ＡＣを直流ＤＣに変換する装置

まずは、覚えよう

コンセント（ＡＣ）から、バッテリー（ＤＣ)に充電

ガソリン等で電気（ＡＣ,DC)をつくる

電気を貯めておくバケツ

電池（バケツ）に電気を入れる
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電池（バッテリー）

一
次
電
池

（一
回
か
ぎ
り
）

•アルカリマンガン乾電池、空気アルミニウム電池、ブンゼン電池、クロム酸電池（英
語版）、クラーク電池、ダニエル電池、乾電池、エジソン・ラランド電池（英語版）、グ
ローブ電池ルクランシェ電池、リチウム電池、リチウム・空気電池、水銀電池、ニッ
ケル系一次電池、シリコン空気電池（英語版）、酸化銀電池、ウェストン電池、カドミ
ウム標準電池、ザンボニー電池、空気亜鉛電池、空気鉄電池、マンガン乾電池、空
気電池、空気マグネシウム電池、塩化亜鉛電池

二
次
電
池

（繰
り
返
し
）

自動車蓄電池（英語版）鉛蓄電池制御弁式鉛蓄電池リチウム・空気電池リチウムイ
オン二次電池リチウムイオンポリマー二次電池リン酸鉄リチウムイオン電池チタン
酸リチウム二次電池リチウム・硫黄電池デュアルカーボン電池（英語版）溶融塩電
池ナノポア電池（英語版）ナノワイヤ電池（英語版）ニッケル・カドミウム蓄電池ニッ
ケル・水素充電池ニッケル・鉄電池ニッケル・リチウム電池ニッケル・亜鉛電池多硫
化物臭化物電池（英語版）カリウムイオン電池充電式アルカリ電池ナトリウムイオン
二次電池ナトリウム・硫黄電池レドックス・フロー電池亜鉛・臭素フロー電池シリコ
ン電池亜鉛・セリウム電池（英語版）

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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主なバッテリー（電池）の種類１
リチウムイオン電池【Li-ion】（二次電池）３．７ｖ
（携帯電話、人工呼吸器等）
●メリット
コンパクト（小さい）
▲デメリット
過充電、過放電で使用不可になる。
□注意点
自己放電するので、定期的に充電が必要
充電しないと数か月で空になる
空の状態を放置すると、使えなくなる。

※新品を一回も使用しないで、故障したケースが生じている。175



急速充電の懸念
ある程度まで急速充電し、満タンまでは低速充電で電池長持ち

パナソニック・ホームhttps://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/powertool/option/charger.html

リチウムイオン電池は45度超
えると劣化しやすい。

45
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リチウムイオン電池の劣化条件
【1】満充電に近いほど劣化が進む

◆残量と電池劣化のイメージ図

電動アシスト自転車まとめ@ Wiki

https://w.atwiki.jp/den-assist/pages/23.html

【2】高温になるほど劣化が進む
◆温度と電池劣化のイメージ図

【3】経年劣化で容量が減る
◆経年劣化のイメージ図…あく
までイメージ。実際にこの通りに
容量が減る訳ではない。
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主なバッテリー（電池）の種類２
ニッケル水素電池【Ni-MH】（二次電池）1.2v

（ゲーム機・ラジコン・リモコン・ストロボなど）

●メリット

乾電池と同じサイズ・繰り返し充電

▲デメリット

充電器が必要、高額
□注意点
ニッケル水素電池の終止電圧(電池切れになる電圧)は約1.0Vです。電池切れになった電池を充電せずに放
置しておくと自然放電により電圧が終止電圧を下回り、0V(完全放電)になってしまいます。この状態になると
電池にとても大きな負荷がかかって寿命を著しく縮めてしまうのです。電池が切れたな、切れそうだな、と感じ
たら即充電しましょう。2/3程度使ったら充電が最も劣化を抑えられる良い使い方です参考文献）© 2018 えこじじいの店＆てぶくろ星人. 178



鉛電池（２次電池）１２V
（自動車、バイク、船など）
●メリット
汎用性が高い、
▲デメリット
硫酸が入っている。充電の際に水素が発生
□注意点
接続順番がある（取扱例は別途資料参照）
転倒すると硫酸がこぼれ危険

主なバッテリー（電池）の種類３

取扱方法を覚えると、割と長時間使用が可能、リサイクルも可能 179



交流

＋

ー

＋

ー

家庭用コンセント
１００V

ヨーロッパ、中国、韓国など
は２２０ボルト(v)

発電所：２万ボルト

変電所：
２０万ボルトにアップ

中間変電所：
２．２万ボルトにダウン

電柱変電：
１００ボルトにダウン

家庭用コンセント
１００ボルト

（クーラー用等で
２００ボルトもある）

AC:Alternating Current（交互の流れ）

電圧

時
間
（流
れ
）
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直流

DC : Direct Current
（(進行方向が)真っすぐな流れ）

電圧（V)
19V

3.7V

12V

1.5V

時間（流れ）

PC,家電等

5V

乾電池

リチウムイオン電池

ＵＳＢ

鉛電池・シガーソケット

直流

1.2V ニッケル水素電池
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コンセントから家電

直流交流
交流→直流変換

（アダプター）

１００Ｖ交流

１００Ｖ交流→５Ｖ直流

「機器は直流で動いている」が多い
182



おさらい
電池
（バッテリー）

直流

インバーター
（変換）

交流

家電機器

充電器

交流 直流
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おさらい

・充電器

・電池（バッテリー）

・インバーター

ポータブル電源の中に入っている

（リチウムイオン電池が沢山）

184



大橋産業(BAL) 
3WAY正弦波インバーター400W
No1787

￥9,581

正弦波インバーター

電菱 インバーター SK350-112

￥18,000
電菱 インバーター SK350-112
https://www.amazon.co.jp/dp/B005PKFPP0/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_V48DFb75HKNDQ

大橋産業(BAL) 3WAY正弦波インバーター 400W No1787
https://www.amazon.co.jp/dp/B00JHVG22S/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_g08DFb3J30XC6
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リチウムイオンバッテリー互換ユアサYTX4L-BS YT4L-BS
NSR250R リトルカブ
￥7,080 

１２V電池

Renogyリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
50AH 12Ｖ (PSE認証取得済一年間保証付き)
￥50,000

ACDelco [ エーシーデルコ ] マリン用ディープサイクル
バッテリー国産車 [ Voyager ] M24MF【鉛】

￥11,990 80Ah   20.7 kg

4Ah   468 g

50Ah(640Wh) 6.5kg 186



１２V電池の充電器

BAL(大橋産業) 充電器スマートチャージャー
15A 自動車・農機・建設機械など 2707

￥6,909
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乾電池、使えなくても、電気あり

https://misoji-engineer.com/archives/battery-capacity-mah.html

乾電池の寿命は
0.9ボルト

（終止始電圧）
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明かりセンサー付き

コンセント式

乾電池式

が主流
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突然の停電でも
電池切れなし
充電式

自動点灯（停電）
（他には人感・揺れ)

携帯灯
→実物

190



使用推奨期限

最近は10年保存可能なものも
191



消費期限

2020 2021 2022 2023 2025
192



保管するには

まとめ保管は右が正解。マイナス面を保護すること

左側は

接点が金属と通
電してしまう。

193



保管時は
絶縁して
保管

194



種類の違うものはNG

2020 2021 2022 2023 2025
195



１つで複数のサイズをカバー

最近は、透明度がクリアで中の電池が良く見える

単四サイズの電
池で単三サイズ
に合わせる

196



同じサイズで種類が異なる電池

単三（AA)でも電池の種類（電圧）が違う

リチウムイオン(3.7V)2次

ニッケル水素(1.2V)２次

乾電池 (1.5V)一次

197



白熱球からLEDへ(省エネで長持ち)

198



お風呂場・トイレにも照明器具を

199



ランタン（灯油・乾電池・充電式）

地震後の生火はNG 200



EDC（０次）毎日持参

やりすぎ 201



突然の停電でも
日常でも

202



猫用おもちゃレーザーポインター光るおもちゃ猫おもちゃ LEDポインター USB
充電式 2メートル照射距離便利ポケット入れる可能￥999 / 本)

過去価格:￥1,099 203



各操作手順等は、安全に使用してもらう為の、
資料ではありますが
安全を保証したものではありません。
あくまでも、利用者の自己責任で、
管理・運用をお願いします。

最後に

不明点、気になる点は、随時確認をお願い致します。

沖縄県難病相談支援センター
認定ＮＰＯ法人アンビシャス
ＴＥＬ．０９８-９５１-０５６７ 204



防災クイズ

２０２０10０３

12問

205



全て地震の時に必要なものです
が、大きな地震の直後、命を守る
ために最も重要な物はどれ？

①水
②懐中電灯
③笛

クイズ 質問１／１２

206



回答

最悪のケース、自分が生き埋めになり脱出できない
場合、所在を知らせるため最も重要となります。阪神
淡路大震災では、３万５千人の方が生き埋めとなり自
分で脱出できない状況に陥ったといわれています。

①水
②懐中電灯
③笛

207



自宅が停電し、復旧しそうもな
いので親戚の家に避難する。
復旧したことが判らないので、
ブレーカーはそのままが良い。

クイズ 質問２／１２

208



回答

不在時に停電復旧した場合、アイロンな
ど発熱するものから、火事になる。

地震後には、断線している場合にも火
事になる場合があります。

避難時は、
ブレーカーをオフ（OFF)

209



カーバッテリーの接続は

黒色（マイナス）を先につなげ

次に赤色（プラス）をつなげる。

クイズ 質問 ３／１２

210



回答

電気はマイナスから伝わってきます。
マイナスを先につなげると、電気が流れ
てしまって、危険な状態になります。
必ず、プラス＋（赤）から先につなげま
しょう。

赤色（プラス）＋を先につなげます。

赤十字が先 211



災害用伝言ダイヤルは

１７７である。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 ４／１２

212



回答

災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火など
の災害の発生により、被災地への通信
が増加し、つながりにくい状況になった
場合に提供が開始される声の伝言板で
す。

災害用伝言ダイヤル：（１７１）

いない（１７１）と覚えましょう 213



次のものは、

停電時に使えない

IHクッキングコンロ、炊飯器、電気鍵、自動
ドア、エレベーター、立体駐車場、テレビ、ス
マホ充電、Wi-Fi、水道ポンプ、電気式トイレ

クイズ 質問 ５／１２

214



回答

充電式の家電以外の電気で動くもの
は、使えなくなります。乾電池など電
池で動くようにするか、代替え品の
準備をしましょう。 215



ポータブル電源装置を準備し
ておけば、停電時に人工呼吸
器につなげることが出来る。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 ６／１２

216



回答

しかし、大災害等で使用しないと生命維
持が出来ない場合には、自己責任でコン
セント以外の機器から電気をつかう

人工呼吸器は生命に関わる精密機器で、
商業電力（コンセント）以外につなげて
はいけない。

217



同じ、単三電池であっても、
メーカーが違うのを、同時に
使うことは良くない。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 ７／１２

218



回答

メーカーや種類が同じであっても、残量
などが違うのを同時に使用すると、機
械の故障や発熱をする危険がある。

複数の乾電池を使用する際には、同時
購入したのを使うようにする。

219



エレベーターに乗っている時、大
地震が起きました。

外に出るために1階を押しまし
た。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 ８／１２

220



回答

すべての階のボタンを押して、

最初に止まった階でエレベーターから
降りましょう。
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「避難勧告」「避難指示」「避難準
備情報」のうち、

一番危険が迫っているのは、
「避難勧告」である。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 ９／１２

222



回答

「避難準備情報」は、避難に時間のかかるお年寄りや障害
者に避難の準備を呼びかけるもの。
「避難勧告」は、住民に安全な場所への立ち退きを促すもの。

「避難指示」は、さらに危険が迫っている場合の「命令」にあ
たるものです。

さらに厳しいものが「警戒区域」の設定で、市町村長が強制
的に立ち入りを禁じたり、
退去を命じたりできるものです。
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夕方に地震が発生、まだ停電してい
ます。食事時間にロウソクで食卓を明
るくしました。

○でしょうか？×でしょうか？

クイズ 質問 １０／１２

224



回答

地震の余震があるかもしれません。
生の火は倒れて火事の恐れがあり
ます。
LEDランタンなどで食卓を明るく
しましょう 225



手回し充電可能な防災ラジオを買っ
たので、いざという時にも安心であ
る。 ○でしょうか？×でしょうか？

軽量で多機能な防災ラジオ。ソーラー充電や手回し充電ができ、乾電池でも使用可能。ス
マホの充電も可能で、音楽プレイヤー機能も付属。1年保証と説明書付きで、安心して利
用可能。【楽天4週1位獲得！防災士推薦】多機能防災ラジオ ポータブルラジオ 防災グッ
ズ AM/FMラジオ ワイドFM対応 LEDライト スマホ充電 SOS AUX 防水 IPX3 リチ
ウムイオン電池 USB充電 4000mAh ソーラー充電 手回し充電 単4乾電池 コンパク
ト 懐中電灯 災害【安心1年保証＆説明書

クイズ 質問 １１／１２

226



回答

手回し充電で、内蔵の電池に充電する機能である
が、内蔵電池の種類がリチウムイオン電池だと、
定期的な充電をしないと、自己放電し、二度と使
えない状態になり、いざという時に充電出来ない。

定期的に充電するか、ニッケル水素式にする。
227



カーバッテリーの

電圧ボルト（V)数は

１００ボルトである。

クイズ 質問 １２／１２

228



回答

カーバッテリー（鉛電池）は通常

１２ボルト（V)、と

２４ボルト（V)があります

１００ボルトは、家庭用電源（交流）の電圧
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