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第 51回 全国自治体病院学会 市民公開講座 

今こそ見せよう！ 自治体病院の底力 ～地域に新たな架け橋を～ 

日時：平成２４年１１月９日（金）１４：４０～１７：００ 

場所：サンポートホール高松 大ホール 

主催：公益社団法人全国自治体病院協議会 

共催：全国自治体病院開設者協議会 

プログラム： 

14:40～15:35 特別講演（大規模災害） 

「福島第一原子力発電所事故の教訓」 

講師：寺澤秀一（福井大学医学部 地域医療推進講座 教授） 

15:39～ シンポジウム「大規模災害と自治体病院」 

座長：中島豊爾（岡山県精神科医療センター理事長兼名誉院長） 

15:40～16:03 シンポジスト 1「三陸大津波の歴史と東日本大震災から学ぶこと」 

講師：佐藤元昭（岩手県立宮古病院長） 

16:03～16:22 シンポジストⅡ「防災から機器管理への展開 ～想定外災害への備え～」 

講師：白木渡（香川大学工学部教授・香川大学危機管理研究センター長） 

16:22～16:47 シンポジストⅢ「東日本大震災における消防機関の活動及び医療との連携」 

長谷川学（厚生労働省医政局指導課 課長補佐 中四国コンベンショングループ） 

16:47～17:00 ディスカッション 

 

内容： 

14:40～15:35 特別講演（大規模災害） 「福島第一原子力発電所事故の教訓」         

○講師：寺澤秀一（福井大学医学部 地域医療推進講座 教授） 

○プロフィール 

・総合救急の仕事をされている。 

・偶然が重なって、福島に行くこととなった。 

・緊急被ばく対応、経験が少ない中でいろいろな活躍をされた。 

 

○はじめに 

・ソバの花が咲いている写真。ソバの花が咲いているということは、田圃に稲を植えないという

ことがわかる。手前には彼岸花を配置した。 

・こんな看板がある。全ての道は「福井」に通ずる。 

・福井の女性就業率は５１．６％で全国１位、未婚率は全国で最

も低い、共働き率５８．２％と全国１位、離婚率全国４４位、

１世帯あたり貯蓄現在高１６１４万円と全国１位。 

・福井県の子どもの体力（小学５年生）全国１位、子どもの学力

（中学３年）全国１位、保育所の入所待機児童ゼロと、子供は健康で、体力、学力がある。 

・ボランティア行動率３４．１％と全国２位。 
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・今年６０歳になった。今日しか着られないのに、この赤いちゃんちゃんこ、欲しい方があった

ら無料でおわけいたします。 

 

○正しく恐れる 

・東京出張中で地下鉄にいた。携帯のＧＰＳ頼りで移動し、床で雑魚寝していたところ、電話が

かかり、２日目（３月１３日）には福島県対策本部にいた。私のミッションは、いかに住民の

不安を取り除き、安心させるか。 

・「緊急被ばく医療に強い緊急総合医養成コース（科学技術戦略推進費）」に携わっていたから。 

・二人の助教のＤＭＡＴ活動（４８時間）が終わるということで、私の独断の判断で二人を福島

に呼び込んだ。 

・依頼されて出発したのに、私の派遣は宙に浮いていた。厚労省も文科省も、県も私の派遣の根

拠とならないような状態、私が独断で現場に入っているように解釈されかねない。事故が起き

たときには、身分の保障がない。 

・７月１３日 福島第一発電所 ５・６号機 救急診療室に居た。この場所には（放射線量が多

いということで）今でも救急車は来てくれない。心肺停止の患者さんでも、東京電力のワゴン

車が運んでいる。 

・緊急診療室の窓からは海が見える。津波が来れば逃げなければならない。逃げる訓練をしたが、

複雑すぎる経路で、決して覚えられる経路ではなかった。 

 

○私は分野外の人でした → だからしがらみ無く、全体を見て、最善を尽くすことが出来た 

１．私は原発推進論者ではありません。 

２．放射線生物学を研究してきた者でもありません。 

３．原発立地県で働く救急医として、緊急被ばく医療の体制構築をめざしてきた者です。 

４．国を初めとする行政や電力会社を特別に擁護する気もありません。 

５．医療職として常に患者、住民の視点で活動しているつもりです。 

 

○福島第一発電所事故の教訓 

・原発周辺の住民の放射線被ばくによる肉体的健康被害はどうなのか？ 

・体として被爆した。 

・心が被爆した。 

 

○内閣府 低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ 

１．避難地域の住民被ばく線量を計算 

避難区域に居住していた方の避難前、避難後の４か月の行動と行動した範囲の環境放射線量か

ら外部被ばく及び、吸入による内部被ばくを計算した結果。 

９，７４７名：９９．３％が１０mSv以下 

２．個人線量計の計測値から被ばく線量を計算 

年間１mSv以下：５１．６％、２mSv以下：８６．９％、３mSv以下：９７．７％ 
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○ＷＨＯの報告（２０１２．５．２４） 

１．推定被ばく線量 

   福島県：１～１０mSv、福島近県：０．１～１０mSv 

   他県：０．１～１mSv、他国：０．０１mSv以下 

２．甲状腺被ばく線量 

   福島県被爆地域：１０～１００mSv 

   他の福島県：成人；１～１０mSv、乳幼児、小児；１０～１００mSv 

   他県：１～１０ｍSv、他国：０．０１mSv以下 

 

・ＷＨＯが「福島第一発電所事故では、肉体的健康に影響がある放射線量を超えていない」と報

告した。 

・大丈夫だという報道を、マスコミはあまりしなかった。 

 

○孫たち 

・あみ、みな（３歳） ３歳なのにどうやったら姉よりかわ

いく写るか研究している。 

 

○福島第一発電事故の教訓 

・身体の中に入った放射線物質が少しずつ放射線を出す（低線量内部被ばく）のは危険ではない

のか？ 

 

○売られていない本 「福島原発事故 内部被ばくの真実」 編集：柴田義貞 

・柴田義貞：放射線疫学 

・山下俊一：甲状腺 国際放射線保健学 

・白石久二雄：農学 食べ物の放射線に詳しい 

・大野和子：放射線診断学の専門家 女性はうそつかない 

・木下富雄：文学者 社会心理、リスク管理 一般の人にどう伝えるか → リスクコミュニケ

ーションは大事 

・小島正美：毎日新聞の記者 

 

○「福島 嘘と真実 東日本放射線衛生調査からの報告」 高田純著 医学科学社 

 

○「図説 放射線学入門 基礎から学ぶ緊急被爆ガイド」 岡﨑龍史著 医療科学社 

・絵本 
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○書籍「福島原発事故」から 

◇低線量の影響評価は原理的に難しい 

・低線量の場合は、量～反応関係が統計的に有意な形で検出されない。 

・これは低線量ではそもそも死亡者や発がん患者が少ないので、他の撹乱要因、たとえば生活習

慣や通常の疾病などの影響を排除できず、統計量にかからない。 

・統計的に扱えないほど影響が小さいという意味である。 

・１回に１グレイ、２グレイ、３グレイ被爆すれば間違いなく遺伝子に傷は残るし、発がんのリ

スクもあがる。しかし、少しずつ照射すると変わらないという実験結果がある。 

・今回の事故で日本においては、内部被爆による健康リスクはほとんど無いと考えられています。 

 

○福島とチェルノブイリの子どもの尿中セシウム１３７（１３７Ｃｓ）の比較 

・６月末福島の子どもの尿から０．４１～１．３ベクレルの１３７Ｃｓ 

  被曝量からすると誤差範囲  ４０Ｋは毎日数１０ベクレル尿から排出 

・水やバナナの摂取で出てくるセシウム量より少ない被爆量。 

・チェルノブイリ 

 １３７Ｃｓが７５０ベクレル排出された子どもがいた。 

体重３０kgとして総量１５，０００ベクレル 

 

○小島（毎日新聞記者） 

・「こういう緊急事態では、絶対に煽ってはいけない。冷静に書きましょう」という雰囲気でした。

最初の１ヶ月は。ちょっとでも怖がらせるような表現になっていると、記事をチェックするデ

スクが冷静な表現に直していたくらいです。 

・ところが、例の◇◇大学の○○先生が涙の会見をして、２０ミリでも危ないのだという会見を

してから、すっかりと変わったのですよ。 

・冷静だった記者たちも「やっぱりそうなのか」みたいな感じになって、そのあとは不安を強調

する記事が増えたと思います。 

・○○先生以降、不安だと思っている母親のところへ行って、報道するようになったんですね。 

・そしたら、今まで１００ミリ以下なら安全だと、僕も自信を持って書いていたんだけれども、

少しずつ抗議が来るようになったんです。 

・そういう意味では、「専門家のアクション」というのがメディアや世論に与えるインパクトは非

常に大きいなぁという感じがしています。 

・７月には◇◇大学の△△先生が出てきました。これまたインパクトが大きく、国民の不安度は

ワンランクアップしました。 

・そして、内部被爆の危険性がとても強く出てきましたね。 

・新聞社内でも、内部被爆問題に詳しい先生は△△先生とか▼▼大学の▽▽先生だといったイメ

ージが熟成されたと思います。 

 

★内部被爆の危険性を訴える学者が、内部被ばくに詳しい先生だということになった。 
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○内部被ばくの危険性を強調している科学者に放射線生物学者が一人もいない 

・工学の先生ばかりで、危機をあおるばかりで、健康への影響を評価できる人がいなかった。 

・「だが、放射線被害と、その予防について、１週間でまとめて、国会で話せる自信はなかった。

間違ったことを言ってご迷惑をかけるかも知れない」 ← 「内部被爆の真実」幻冬舎、児玉

龍彦著 

 

○低線量内部被ばくに関して 

・低線量内部被ばくが人体にどれくらいの肉体的健康被害を及ぼすかは、しっかりした臨床研究

は無いので「現時点ではわからない」と説明するべきであろう。 

・しかし、放射線生物学者では、これまでの動物実験やチェルノブイリ原発事故での調査から、

福島第一発電所の事故による住民の肉体的健康被害が起きる確率はきわめて低いという点で意

見が一致している。 

 

○提言 

・日本の原発事故の際には、住民の被ばく、汚染による肉体的健康被害よりも、精神的健康被害

が主体になることを銘記して、住民対策を構築するべきだと思います。 

・事前の教育、啓発と発生時の精神的支援体制の構築が重要だと思います。 

 

○福島第一発電所事故の教訓 

・住民のサーベイの応援で福島に派遣される医療人は危険だったのか？ 

 

○２０１２年３月１４日の二つの電話 ← 医療関係者ですら、正しく理解されていない 

・「厚労省からの指示で、スクリーニングのチームを編成したが、出発の直前に看護師が泣き出し

て出発できない・・・・・先生、今回は勘弁して欲しい」 

 国立病院機構Ｋ医療センター Ｓ院長より 

 

・「水素爆発で発生した負傷者をオフサイトセンター → 第二発電所 → 近隣の病院へと手分

けして搬送しているうちに、うちの看護師が一人行方不明になったので、探してほしい」  

・この看護師は、積極的に現地で活動している。 

放射線医学総合研究所 Ａ医師より 

 

・官邸地下の厚労省の○○だが、１００チームの配置を検討してください → 実際には、８チ

ームしか来なかった。 

 

○チェルノブイリと福島原発の違い ← 書籍「福島 嘘と真実」より 

・チェルノブイリの黒煙炉には格納容器がないため、事故では直接放射性物質が大気中に出るこ

とと、日本の軽水炉では起きない黒煙火災が１０日近くも続いて、大量の放射性物質が大気中

に出た。 
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・４基の原発がコントロールを失ったにもかかわらず、今回の福島第一発電所事故による放射性

物質の飛散量が、チェルノブイリ原発の１０分の１と報告されているのはこのためである。 

・格納容器の有無が、そんな違いを生んだ。 

・チェルノブイリでは、状況を３日間は発表せず、大統領公式発表は１週間後。それまで、子ど

もたちは外で普通に遊び、水を飲んでいて、被ばくした。 

 

○線量６段階区分と人体影響のリスク 

線量レベル  リスク          線量 

Ａ    致死           ４シーベルト以上 

Ｂ    急性放射性障害 後障害  １～３シーベルト 

Ｃ    胎児影響 後障害     ０．１～０．９シーベルト 

Ｄ    かなり安全 医療検診   ２～１０ミリシーベルト 

Ｅ    安全           ０．０２～１ミリシーベルト 

Ｆ    顕著な残留核汚染がない  ０．０１ミリシーベルト以下 

 

○誰も怖がっていない 

・被災県に応援に入っている医療人は、この放射線量が問題がないことを知っているから、誰も

怖がっていない。 

・日本の原発事故で、事故が起きた県内に応援に入る医療人が怖がるのは間違っている。 

 

○提言 

・住民の汚染検査（サーベイ）に出動する医療人が肉体的健康被害を心配する必要はありません。 

・基本的にサーベイは住民に安心を与える作業であることを認識すべきです。 

 

○福島第一発電所事故の教訓 

・福島から他県に避難してきた住民と接触することは危険なことだったのか？ 

・親戚を頼って避難してきた人が、親戚から家に入れてもらえなかった。 

 

○医療者への影響はどれくらい？ 

・仮に全身（１．８ｍ２＝１８，０００ｃｍ２）が汚染されているとすると・・・ 

１００Ｂｑ／ｃｍ２×１８，０００ｃｍ２＝１，８００，０００Ｂｑ 

この環境で３０ｃｍ離れて１時間作業すると ０．０１ミリシーベルトになる。 

・胸部Ｘ写真１枚撮影時が０．０６ミリシーベルトの被ばくなので、胸部Ｘ線写真の１枚の６分

の１の被ばく 

 

★汚染、被爆の傷病者を正しく怖がるべし！ 

・汚染のある傷病者に、１時間、処置をしても胸部Ｘ線撮影時の被ばく線量の６分の１ 

・汚染のある傷病者を怖がって、救命処置を躊躇するのは妥当ではない！！ 
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・鉛のプロテクターなど不要。 

 

★被ばくの傷病者の血に触れたときは 

・Ｃ型肝炎の人が吐血したときの処置、対応と同様です。 

 

・私たちは、患者さんたちを安心させるために、防止とマスクと手袋だけで作業を行った。 

・他県に避難してきた原発事故周辺の住民との接触を怖がるのは間違っている。 

・他県に避難してきた原発事故周辺の住民のサーベイや診療を、医療人が怖がるのは間違ってい

る。 

 

○提言 

・避難者は全国どこの県にも避難してきます。 

・避難者の心の健康被害を増大させるような対応をしない心構え、準備をしましょう。 

 

○原発周辺の住民を全て避難させたことは正解だったのか 

・要介護者の避難で死亡者が発生！ 避難のための大型バ

ス、ふれあいセンター（避難所）の受け入れる条件が、

医者が同行すること。 

・８０～９０歳代の人が、３日間バスの中。明日には死ん

でしまう。 

・名前が書けない死亡診断書。名前の代わりに、顔の写真を死亡診断書にホッチキスで留めた。 

・これらの避難者には、スクリーニングし、誰一人として被爆者はいなかった。屋内避難は効果

的だった。 

 

○花粉と同じように考えたらいいですよ 

・放射性物質への対処は、花粉対策と同じ。 

・衣類等に付着したら払いましょう。吸い込まないようにマスクしましょう。 

 

○福島の食べ物、花火、松明は危険だったのか？ 

・福島を助けなければならない時期に、水がさされた。 

・４月から９月の間に検出され公表された一番高い値を入れて計算してみたら、その汚染食品に

当たりっぱなしで、一年間食べ続けた場合で５ミリシーベルトですよ。 

・東京とニューヨークを飛行機で往復したのと同じ汚染量 そんな汚染量で、福島は隔離された 

 

○提言 

・風評被害は避けられず、甚大です。出来るだけ被害を最小限にするため、事前の一般人への教

育が重要です。学校教育から変えていく地道な努力が必要だと思います。 
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○最後に 

・原子力施設周辺の住民の搬送や体表面の汚染検査（サーベイ）で搬送者や医療人が怖がるのは

間違っている。 

・原子力施設内から運び出された作業員、自衛隊、消防職員の搬送や救急治療を搬送者、医療人

が怖がるのは間違っている。 

・福島の食べ物、飲み物、ガレキなどを怖がるのは間違っている。 

 

１．原発事故に冷静に向き合うようお願いいたします。 

２．福島県への支援の姿勢をお願いいたします。 

３．万一、原発事故が発生しました際には、ご協力をお願い申し上げます。 

 

15:35～15:36 座長コメント  

・福島原発事故の収束はまだ見えていない。 

・まだ、数万の人が避難中で、生活の目処が立っていない。 

・寄り添うことが大事との思いを深めた。 

 

15:39～ シンポジウム「大規模災害と自治体病院」                      

○座長：中島豊爾（岡山県精神科医療センター理事長兼名誉院長） 

・自治体病院としてマニュアルを策定中。 

・みなさんが５分ずつ縮めていただけたら１５分の討論が可能となる。 

・原発を受けた国が、放射能を垂れ流したと怒られたが、そんなことはない。自信を持てとのメ

ッセージを受け止めた。 

 

15:40～16:03 シンポジスト 1「三陸大津波の歴史と東日本大震災から学ぶこと」        

○講師：佐藤元昭（岩手県立宮古病院長） 

○はじめに 

・本州最東端の町 ハワイにもっとも近い 

・三陸において東日本大震災は大水害（津波）であった。津波災害では生

きるか死ぬかで、けが人は少なかった。 

 

○甚大な被害であった 

・交通の不便な医療過疎地が広範囲に被災 

・行政、警察、消防なども被災し、機能低下 

・情報・通信・交通網・水・電気・ガスなどいわゆるライフラインが遮断 

・食料・薬品・衣類・燃料・ガソリン不足 

 

○医療者が被災者であった 

・災害拠点病院など医療機関が壊された 
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・患者を守ろうにも、医療者自身が被災 

・その中でできるだけの仕事をした（被災者が仕事をした） 

・かなりのストレスであった 

 

○岩手三陸を襲った津波・水害 

・縄文時代からしょっちゅう津波はあった 

・最近（過去１１０年間）の津波は 

  明治２９年 明治三陸大津波 

  昭和８年  昭和三陸大津波 

  昭和３５年  チリ地震津波 

 （平成１１年） （岩手県北軽米豪雨） 

  平成２３年３月 東日本大震災・大津波 

・親子３代津波経験者である 

 

○「津波てんでんこ」 

・津波から身を守るための鉄則（奇跡なんてないべさ） 

・地震の後には津波が来る 

・直ぐに、てんでんばらばらに一人で高いところに逃げろ 

 

○この大震災・大津並であらためわかったこと 

・情報は混乱する 

・地元岩手医大や医師会、内陸部の県立病院などの日頃からの連携 

・防災（避難）訓練の大切さ 

・自衛隊の力 

 

○この震災・津波から学ぶこと１ 

・情報・通信・連絡手段の途絶を前提とした対応 

・情報の直接収集。アナログ的なもの 

・複数の通信経路で誰もが使えるもの 

 

○この震災・津波から学ぶこと２ 

・水・食料・薬品・衣類・電気・燃料などの確保 

・ことに患者用だけでなく職員用の備蓄 

・ガソリンと車両（バイクなども）の確保 

 

○この震災・津波から学ぶこと３ 

・病院の設置場所は海岸から離れ、高台に 

・免震構造に 
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・非常用電源とトイレ関係 

・カルテなどの医療データをどう守るか 

 

○この震災・津波から学ぶこと４ 

・防災（避難）訓練の大切さ （時間経つと忘れる） 

・分かりやすい避難路の確保 

・ＤＭＡＴの役割について 

 患者輸送業務（災害拠点病院は中継基地） 

地域を知っている地元ＤＭＡＴとの連携 

 

○この震災・津波から学ぶこと もう少し言うと 

・災害時の死体検案の大切さ 医師会・歯科医師会・法医学会の活動 

・日頃からのご近所とのおつきあい 

・行政、医師会、歯科医師会、薬剤師会、民間の種々の組織の関わり、顔の見える関係 

 

○今後の津波災害時に望むこと 

・自衛隊の海からの支援 

・上陸用舟艇（のようなもの）で直接海からの支援を 

・空から飛行船はどうか 

 

○（災害拠点）病院について 

・当然ながら、被災地の（災害拠点）病院は破壊損傷し、機能不全になると考えて対応 

・優先事項を判断 

・病院機能は安全な遠隔地へ輸送するための中継機能 

・破壊されたらさっさと撤退 上手な撤収作戦を 

 

○防災マニュアルについて 

・マニュアルは守るものであり、破るものである 

・マニュアルを離れた柔軟な発想と状況に応じた対処（大災害では確実なものなど無い） 

・自然や地域の状況を肌で知る（動物的感覚） 

・優先順位を考える（時間と共に変わる） 

 

○被災した医療者 

・応援・支援が来たなら、救出されたなら早期に仕事を縮小 

・後は応援・支援のスタッフに任せる 

・休養を早くとる、とらせる 

・その次のことを考えて行動を 

・無理をしない、出来ることで十分 
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○「三陸大海嘯記念」碑文（昭和９年） （岩手県山田町大沢公園） 

・大地震の後には津波が来る 

・地震があったら高いところへ集まれ 

・津波に追われたらどこでも高いところへ 

・遠くに逃げては津波に追いつかれる 近くの高いところを用意しておけ 

・懸指定の住宅適地より低いところへ家を建てるな 

 

○縄文人は津波をよく知っていた！ 

・縄文人は自然をよく知っていた（当たり前） 

・三陸沿岸には多くの縄文遺跡があるが、今回の津波で縄文遺跡には水は来なかった（浸水しな

かった） 

・遺跡は高台にあった（当たり前） 

 

○岩手県・三陸に原発はない！？ 

・東日本の太平洋側沿岸にはずらりと原子力発電所がある（青森、宮城、福島、茨城） 

・なぜ岩手には原子力発電所がないのか？（地震津波が多いからではない） 

 

○三陸は海とともに生きてきた 

・三陸で生きていれば、一生に１、２回の津波に遭遇するのは普通なのだ 

・先人の教え（歴史）からすれば津波災害など想定外のこととは言えない 

・津波はまた来る、津波を忘れるな！ 

・しかし、三陸は豊かな恵みももたらす 

 

○結びに 

・現在、三陸は復旧・復興に取り組んでいるが、本格復興にはほど遠い状態 

・元々医師不足で苦労してきた地域 今回の津波で人口減は避けられない 

・三陸の医療体制は現実を直視して見直しが必要（再編、集約、分散など） 

・「津波てんでんこ」の精神を忘れない！ 

 

16:01～ 小熊豊（北海道・砂川市立病院長） 

・３代つづいての地震津波の経験が感じられた 

 

・次の講演は、白木さん。工学部の出身で、防災対策、都市計画に関わっている。専門家からみ

た防災という話。関西大学卒で、名古屋大学博士 各種の委員など 

 

16:03～16:22 シンポジストⅡ「防災から機器管理への展開 ～想定外災害への備え～」     

○講師：白木渡（香川大学工学部教授・香川大学危機管理研究センター長） 

○はじめに 
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・防災というと、そういうことが起こらないように守り、起こることはご法度。では、起きてし

まったらどうするか。 

・安心して、こういう風にしたら避難できるということが示されていないと、避難できない。 

・「津波てんでんこ」といっても、母親をそこにほっといて逃げることはできない。出来ないこと

を精神論で言っていてもしょうがない。どうすれば出来るようになるかを考える。 

 

・阪神淡路大震災では 救急医療が課題 

・東日本大震災では、避難者のメンタルのケアが課題 

 

・施設の耐震化 

・繋がる通信手段の確保 

・自家発電容量の増強、燃料の確保、備蓄品の増量、給水システムの整備 

 

○南海トラフ巨大地震への備え 

・次は、超巨大地震の可能性も 

・震度６～７ 

・高さ２０～３０ｍの津波 

・死者約３千５百人（香川県） 高知県は４万９千人、徳島県は３万１千人の死者 

 

○香川県の緊急防災対策への提言 

・「東日本大震災を踏まえた香川地域防災への緊急提言」香川大学、2011年 6月 13日記者発表 

１．防災意識を高める   ９．土砂災害対策 

２．被害想定の見直し   １０．長期の被災生活対応 

３．建物の耐震化    １１．震災廃棄物対策 

４．津波避難態勢の整備   １２．ＢＣＰからＤＣＰへ 

５．ハザードマップの積極活用  １３．災害医療への対応 

６．防災公園の整備    １４．メンタルヘルスケア 

７．液状化対策    １５．災害ボランティアの養成 

８．ため池の決壊対策   １６．防災・危機管理専門家の養成 

 

○防災から機器管理への展開 

・クライシスマネジメント：危機的事態発生に重点をおいた対応 

・リスクマネジメント：危機的事態の発生を予防するための対応 

 

○香川大学危機管理センターの事業内容 

（１）セキュリティ化学研究   （５）災害時緊急対応 

（２）健康危機管理研究    （６）リスクアセスメント 

（３）災害ディジタルアーカイブ研究  （７）事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援 
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（４）防災コンピテンシー研究   （８）防災研究拠点形成 

 

○ＢＣＰについて 

・専門家が作るのではなく、各部所から担当者が集まり、計画を作る過程が大事。 

・リスク（何が恐怖か） 

・被害想定（いつ、何が起こるのか） 

・重要業務（何を先に、何を後に） 

・目標復旧時間（現序との差を知る） 

・対応体制（誰が何をするか） 

・対応／代替拠点（対応できる場所の確保） 

・情報発信・共有（連絡先・連絡手段は） 

・人員・資機材（保有資源確認・調達手段は） 

・重要書類・情報管理（バックアップは） 

・訓練実施（事前の備えは） 

 

・ＩＳＯ規格 ２２３０１として、２０１２年５月１５日に発行 

 

○災害発生時の病院業務継続フローチャート」 

・災害対策本部設置 各部署は被害状況、患者状況、職員状況の確認 

・職員の動員体制の確保 被害状況の把握・とりまとめ、情報共有 関係機関との連絡調整 情

報発信 等 → 対応方針の決定 

・広域医療救護活動 疾病者の緊急受け入れ・措置 早期退院等平常時業務の最適化 

・重要業務継続  

 

○広域連携の重要性 

・地域継続マネジメント（ＤＣＭ）の実現 

  →組織化：行政、業界団体、大学を中心とした協議会の設置 

   ・平時から復旧の優先順位の検討、情報の蓄積、人材育成、訓練の実施など 

  →情報伝達、指揮命令系統の一元化： 

   ・平時とは異なる組織体の役割分担、権限の明確化 

   ・情報伝達方法・窓口の統一化、共通ルール化 

 

○防災士養成講座 １１０名ほど養成 

 

○おわりに 

・首都直下型地震や南海トラフ巨大地震の被害想定をもとに、地域の拠点病院では、「地域医療継

続計画（ＤＭＣＰ）の策定・運用」が急がれる 

・自院の位置づけ、災害時の行動計画の策定 
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・他医療機関の状況を把握・考慮した連携 

・災害時の地域連携医療体制を検討し、事前合意のもとに実行計画を策定 

・災害拠点病院を中心としたネットワークの再構築 

 

16:20～小熊豊（北海道・砂川市立病院長） 

・想定を越えてやってくる災害に、全員が危機意識を持って、いろいろな準備をしなさいという

ことか。 

 

・次は、行政の立場から、厚生労働省の長谷川さん。 

・平成１２年に九州大学を卒、 

 

16:22～16:47 シンポジストⅢ「東日本大震災における消防機関の活動及び医療との連携」    

○長谷川学（厚生労働省医政局指導課 課長補佐 中四国コンベンショングループ） 

○はじめに 

・個人的見解であり、厚労省の立場を表したものではない。 

・消防庁  

 

○東日本大震災の発生に伴う消防庁の対応 

・今すぐ出した方が良いのか、もう少し待った方が良いのか議論があった。

長官が「消防法を持ってこい」 そこには消防長長官が出せと指示すれば出せることとなって

いる。「俺が責任をとるので出せ」となった。 

・これまでは「要請」だったが、今回法改正後初めて「指示権」で出した。 

 

○日々の訓練が重要 

・想定を漏らさずに、訓練を実施。 

・地震３連チャンが起こるとの想定。道路が通れないなど、うまくいかなかった。きちんと対策

を考えろとの反省会となった。 → 各班対応を考えた。 

 

○主な被災県に対する他県の消防脳炎状況 

・普段の業務をしながら、対応していった。 

・大量のがれきへの対応ができていなかった。 

・渋滞 車両が送れないなら、人をヘリを使って送り込むことが大事だった。 

 

・消防は自治体消防であって、国家消防ではない。 

 

○救急需要の増加 

・通常の３倍に増加（翌日） ← 救急出場件数（仙台） 
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○災害時におけるトリアージの必要性について 

・被災地には医療資機材が有り余るほど投入すべきであった。 

・現地でのコーディネートが大事。コールトリアージが大事。搬送トリアージ、院内トリアージ。 

・コールトリアージ：１１９番電話対応時に、緊急性に応じて、救急車や消防車から連絡車、自

家用車、徒歩等自力などの仕分けを行った。 

・院内トリアージ：本院玄関でのトリアージ 

 

○救急搬送にかかる緊急度判定・運用体制（案）の想定図（平時） 

・そんな検討を行っているところに、今回の大震災。 

・平時からの取り組みが災害に 

 

○大規模災害時の受け入れ可能医療機関の把握と病院選定について 

・地域防災計画に基づいてあらかじめ定められている被災時の対応方針 

     ↓ 

現実の災害においては状況に応じて柔軟に対応する必要 

 

○ＤＭＡＴ活動 

・活動の基本は４８時間以内 

・本部活動、広域医療搬送、病院支援、地域医療搬送、現場活動等を主な活動とする。 

・医師２，０３４人、看護師２，５４１人、業務調整員１，６３３人、１，００２チームを養成

した（平成２４年３月３１日現在）。 

・消防機関とＤＭＡＴの連携・情報共有体制の確保 

 

○厚生労働省における課題 

・ＤＭＡＴ活動における物資の不足 →ロジスティックチームの編成 

・原則、４８時間以内の活動となっていた → ２次隊、３次隊の派遣 

・ＤＭＡＴ活動終了のタイミング → 被災地域の都道府県がＤＭＡＴ事務局及びＤＭＡＴ都道

府県調整本部の助言を踏まえて決定。医療関係団体から派遣される医療チームや、地域の医療

資源が確保され、組織的な支援が行われていることを確認。 

・通信手段の確保 → 衛生携帯電話の整備 

・ＥＭＩＳの整備 → 平成２６年度までに全ての都道府県でＥＭＩＳを導入。ＥＭＩＳシステ

ムの改善を予定。 

・災害拠点病院における業務継続 → 耐震化、水、非常電源確保、ヘリポート、ＤＭＡＴチー

ム（受け入れ調整のため） 

病院側がＤＭＡＴの使い方を知らないことがあった  

・ドクターヘリの活用 
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＜関係機関と医療チームの連携の重要性＞ 

○何のための救助・救命活動か？ 

・「目的」と「手段」の混同 

・救助・救命のために作られた組織、ルール 

○限られた資源、時間の中で一人でも多くの命を救う。 

・救助の優先順位 

・医学的観点の必要性（メディカルコントロール） 

○課題 

・消防緊急援助隊と医療チームの連携 

・警察庁広域緊急援助隊との連携 

・海上保安庁との連携 

・医療側の態度 

 

＜原発事故に対する対応＞ 

・医療、技師を送り込んだ 

・空間線量の情報を把握していなかった。 

・自衛隊、消防はドクターを連れてきていた。東京電力の職員を守るドクターがいなかった。 

・文科省が所掌している中で、厚労省が出しゃばるな！ 

 

＜医療機関における備え＞ 

○医療の継続（状況に応じた診療） 

そのためには・・・ 

○災害時の院内対応マニュアルの策定 

・都道府県災害対応計画、地域防災計画の確認 

・業務継続計画 ← 平成２５年度に研究班においてマニュアルを示す予定 

・訓練億実施 

・医療チーム受け入れ体制の整備 

○リーダーシップのあり方（病院長、事務長、医師、看護師、その他医療職種） ＝ 責任の取り方 

 

16:47～17:00 ディスカッション                              

小熊： 

・長谷川さんからは消防庁にいらっしゃった

ときの経験と今の厚労省の立場から、危機

管理意識が大事で、訓練など備えることが

大事と言うこと。 

・他の先生の話を聞いていて、これを言い残

したということがあえば・・・ 
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佐藤：「てんでんこ」はバラバラと言うことではない。 

 

白木：我が国の防災の文化は世界に冠たるものがあるが、危機管理、起こったときの備えはまだ。

悲しいことを美談として終えるのではなく、科学的に照査し、次に起きたときには防げるよう

に。 

 

長谷川： 

・災害の時にはモードを変えて発言すべき。 

・必要なときには助言が必要なのだが、はばかれたのかな。 

・花粉と同じようにすればいいんだ。「津波てんでんこ」、いかに「てんで」に避難できるか、被

害はゼロにはできない。病院は機能は可能な限り残す、機能を互いに補いあうこと、支援を必

要としているところから情報が出てこない、自治体病院が飛び込んでいくことが大事だが自治

体首長の指示が必要。姉妹病院が被害を受けたら理屈はなく駆けつける、そこから情報を出し

てく。 

・マスコミの伝え方、マスコミの映像の出し方。遺体の映像が流されなかったが、日本国民に実

体が伝わっていない。 

・まもなく、院内マニュアルが出てくる。これをしっかりとやることが、我々の使命である。 

・遅れて出てきた。死にたいという中学生が急増しているという話を聞いた。精神科は頑張って

いかなければならない。役に立たない人をＤＭＡＴに入れていることがチームを機能させる。 

 

小熊：いろいろな機関と連携し、行政と一緒になった訓練はどこもやっていない。訓練が出来て

いないと、何も実現できないことを持ち帰り、取り組んでいただきたい。 

 

－ 以上 － 

 


