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三豊・観音寺市市民災害フォーラム 

巨大地震 災害想定と危機管理 そのとき何をすべきか 

日時：平成３０年２月１７日（土）１３：００～１５：２１ 

場所：観音寺グランドホテル 

主催：一般社団法人 三豊・観音寺市医師会 

後援：香川県西讃保険福祉事務所、観音寺市、三豊市、観音寺警察署、三豊警察署、三観広域行政

組合消防本部、三豊総合病院、観音寺・三豊薬剤師会 

内容： 

13:01～13:05 開会あいさつ 三豊・観音寺市医師会会長 河田健介              

・３０年以内に７０％の確率で起こるといわれている南海

地震に、その時にどうしたらいいか考えていく。 

・この地域は地震が少なく、大きな地震を経験したことが

無く、意識が低い地域だと思う。 

・高知に行くと避難タワーが避難所への道案内のごとく

点々とあり、みなさんは避難訓練をしている。 

・まずは自分を助ける「自助」、そして余裕があれば家族や

地域の人を助ける「共助」、それから公の「公助」がある。

まずは自分を助けるための知識が必要である。 

・医師会も共助と公助の役割として、１３カ所に救護所を

設けることになっているが実際にどれだけ開所できるか。 

・本日はお二人の講師にお話しいただく。 

・少しでも防災意識が高まり、実際に災害が起きたときに

落ち着いて正しい行動ができることを願い、挨拶とする。 

 

13:05～13:09 保険福祉事務所                               

・みなさまの防災に対する関心の多さに大変、心強く思っている。 

・熱意、ご尽力に敬意を表する。 

・南海トラフ、３０年以内に大規模な地震が発生する確率は、これまでは７０％程度だったもの

が７０％～８０％と改められたところ。必ず地震が起こるものとして備えなければならない。 

・自分の命は自分が守る。そのためには高い意識と日頃の備えが大事。阪神淡路大震災では家具

や建物による圧死でした。避難経路や避難所の確認をし、日頃の安全に備えて欲しい。 

・毎年、連携し大規模災害を想定した医療機関尾訓練を実施している。全国の災害へ支援者を派

遣し、衛生対策などの活動をしている。香川県で発災したときにも対応できるよう備えている。 

・医療体制についても話があると思う。必要な人に必要な医療が提供できるよう、市民が何をす

ればいいかを考える機会となることを願う。 

 

13:09～13:11 来賓紹介 

・○○、観音寺警察署、三豊警察署、三観広域行政組合消防課長、三豊総合病院、薬剤師会 

 

13:11～14:06 基調講演１ 南海トラフ地震 －起こることとその対応－            

○講師：関敬輔（せきけいすけ） 社会医療法人財団 大樹会 総合病院 回生病院 副院長兼救
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急センター長兼災害管理室長 

 

○最近の地震災害 

・阪神淡路大震災：火災、脱線 

・岩手・宮城内陸地震：内陸の地震 

・東日本大震災：津波の被害、原子力発電所の被災、化学コンビナートで火災 

 

○日本周辺のプレート 

・海溝型地震の発生メカニズム：周期的に地震、津波も発生 

・東海地震と東南海、南海地震：１００～１５０年周期で起きている 

・歴代の南海地震と近畿地方で起きた内陸直下型地震：静穏期から内陸型の地震が起き始めると

２０～３０年で南海地震が起きてきている。 

 

○震度について 

・震度５程度まではけが人が出ることは希。 

・損度６を超えてくると、けが人が出てくる。震度６強では這わないと動くことができない。 

・震度７では耐震性の低い木造建物は倒壊。 

・観音寺、三豊地域は震度７ 

 

○瓦ぶき屋根の損傷 

 

○揺れに対する備えは 

・耐震改修：筋交いや壁を追加して丈夫にする。 

・耐震シェルター、耐震ベッド：屋内で生き残れる空間を確保。 

 

○香川県住宅の耐震対策補助 

・耐震診断：要した費用の９割、９万円を限度。 

・本格的な耐震改修：要した費用に対して９０万円を限度に全額補助。 

・耐震ベッドなど：要した費用に対して２０万円を限度に全額補助。 

 

○津波 

・川を遡上し、どこかで決壊して家屋を襲う。 

・瓦礫と共に流れてきて、被害を大きくする。 

・高知なら５ｍ以上の津波。 

・２０ｃｍの津波の到達には、高知なら数分、香川なら３時間弱。 

・５０ｃｍの津波で人が立っていることは不可能。 

・６０ｃｍの津波で車は流される。 

・三観地域：１～２ｍの津波 

 伊吹島：２～３ｍの津波 

 

○津波到達までの３時間でなにをするか？ 

・初期消火活動をする。 
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・逃げる。 

・避難させる。 

・倒壊家屋の中から被災者を救出する → 軽傷なのに避難できずに津波で亡くならないように 

・車で逃げると渋滞し、逃げられなくなる。 

 

○津波てんでんこ（三陸地方の教え） 

・死者・行方不明者は約３，１００人 

・１０歳未満が１１７人 

・男では６０歳代が２０人 

・女では５０歳代が２０人 

・女性の２０歳代が１７人 子供を迎えに行って津波に飲まれる 

 

○液状化 

・液状化の危険度の高い地域が、津波の影響とほぼ同じエリアにある。 

 

○地震によるため池の決壊 

・東日本大震災 藤沼貯水池決壊による長沼地域・滝地内に被害が発生 

・単位面積当たりのため池の数は香川が全国第１位。 

・地震被害があったため池：東日本大震災では約２，０００カ所、阪神・淡路大震災では１，２

００カ所 

・地震によるため池の被害形態： 

・２ｍ以上の浸水：高台に逃げる 

 １ｍ～２ｍ： 

  

・香川県のＨＰからハザードマップを見ておき、どの地域に被害が出るかを把握しておく。 

 

○火災被害 

・多数の火災が発生すると「火災旋風」が発生し、火がないところにも火災が延焼。 

・家具を持って逃げた人が逃げ遅れ、焼け死んでいる。 → 家具を持たずに逃げる 

 

○ＤＭＡＴ 

・１チーム４８時間を単位に、被災地で活動。 

・現地での医療支援、搬送支援、病院避難活動、避難所巡回活動 

・広域医療搬送：被災地の医療機関は被災しており、そこに大量の患者さんが発生 → 被災地

外に患者さんを搬送 

 

○被災時の医療機関の診療 

・入院施設ありか、外来診療のみ 

・歩けるような人は、大きな病院（手術可能な病院）に行かないで、診療所や救護所に行って。 

・退院可能な入院患者さんの転出。 → 入院が必要な患者さんのベッドを確保する 

・自院での診療が不可能な場合、ドクターは入院機能のある病院に支援に行く 

 



H30.2.17 三豊・観音寺市市民災害フォーラム 

 - 4 - 

○住民さんの受診について 

・歩ける人は小規模医院か救護所で診療 

・手術が必要な緊急患者様は大規模病院で診療 

・ 

 

○クラッシュ・シンドローム 

・４時間以上圧迫されている状態から解放されると、「悪いもの」が全身にまわり、心臓が止まっ

たり、急性腎不全に。 

・適切な処置をしてからでないと、重量物をのぞいてはいけない。 

・感覚がないような状態（４時間以上）になっている場合は、点滴や除細動器を用意してから、

重量物を取り除く。 

・下肢静脈血栓症と肺梗塞（エコノミークラス症候群）：避難所などで活動せず、足に鬱血するよ

うな状態で発生。トイレに行くのがおっくうなので、水分をとらず、動かないでいるとより起

こしやすくなる。 

 

○屋内でいるけがの原因 

・ガラス 

・家具の転倒防止：金具で固定、ベルト式器具、つっかえ棒、粘着パッド、転倒防止プレート 

・身近なもので家具の転倒防止：新聞紙、段ボールで転倒防止に 

・家具の配置を変える：ベッドやドアとの位置関係 

・ガラスの飛散防止：防犯の効果もある。 

 

○非常食の用意 

・一人１日３リットル、７日分で２１リットル 

・食料 

・カセットコンロ 

・米、粉もの、レトルト食品、缶詰、汁もの、乾物、菓子（チョコレートなど） 

・ローリングストック法：まとめて購入、少なくなったら補給、賞味期限の早いモノから消費 

・断水で洗い物ができないとき：新聞紙のさらにラップで。 

 

○トイレ 

・排泄物を固まらせるモノなど 

・生活不活発病や、肺尖症の防止に 

・ライターが使えないので懐中電灯やランタン 

・手回し充電が可能なライトやラジオ 

・スリッパ：底が堅くてガラスの通らないモノを 

 

○会社用、屋内用 

・ＮＨＫの「備える防災」に掲載されている 

 

14:06～14:15 休憩 
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14:17～15:18 基調講演２ 日常に活かす、防災の考え方                   

○講師：香川大学危機管理先端教育研究センター 特命教授 萩池昌信 

○自己紹介 

・香川県高松市出身、趣味はバスケットボール 

 

○災害とは 

・人間社会の環境破壊をもたらす出来事で、 

・自然災害、 

 人為災害 お祭りなど 

 テロ、戦争 

 

○救急医療と災害医療 

・病院に患者さんがあふれ、病院も被災し病院から避難 

・平常時の医療は治療対象に対して医療資源は充足している 

 しかし、災害医療では大量な治療対象に対して医療資源が不足 

・災害時のマネジメント 適切な時に、適切な場所に、適切な治療 それには適切な情報が必要 

 

○ＣＳＣＡＴＴＴ 

Ｃ Ｃｏｍｍａｎｄｏ ＆ Ｃｏｎｔｒｏｌ：指揮と統制 

Ｓ Ｓａｆｅｔｙ：安全 

Ｃ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ：情報伝達 

Ａ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ：評価 ＰＤＣＡサイクル 

Ｔ Ｔｒｉａｇｅ：トリアージ 最大多数の最大幸福 トリアージに資格はない 

Ｔ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ：治療 

Ｔ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ：搬送 

 

・災害時は、通常の医療体制では対応できない部分がある 

・三豊地域の場合は、三豊総合病院が指揮命令系統を作る。 

・災害時の指揮命令系統には上下関係はなく、それぞれが統制を維持する。 

 

○安全Ｓａｆｅｔｙ ３Ｓ 

・Ｓｅｌｆ：自分 

 Ｓｃｅｎｅ：現場 

 Ｓｕｒｖｉｖｏｒ：生存者、患者 

・自助、共助、公助に似ている、まずは自分の安全 

 

○情報伝達 

・衛星携帯電話 

・ＳＮＳも使い方によっては有用：家族でグループを作り情報共有とか 

 

○トリアージ 

・赤： 
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・黄：歩行不能  

・緑：歩ける人 治療不要もしくは軽処置群 

・黒：死亡している人、心肺蘇生しても蘇生の可能性が低い ← 死亡診断とは違う 

 

・一次トリアージ（ＳＴＡＲＴ法） 

 歩行、呼吸、呼吸回数、脈拍、単純命令 

・トリアージは時間と共に状態が変わる ３０分、１時間おきに再評価を 

・軽症の患者が先に運ばれてきて治療を受けてしまうと、重傷の人の治療が遅れ、死亡率が上昇

する。 

 

○最近までの災害医療の概念 

・時間軸を補正した災害サイクル → 最終目標は地域医療の再生までを目的に 

・救急医療だけでなく、 

 

○災害時のお願い 

・医療関係機関は、ＣＣＡＴＴＴに従って動いています。 

・自分が希望する診療（かかりつけの大病院）が受けられないことがあります。 

・お薬手帳は必ず持参しましょう。 

・病院だけでなく、薬局も助けてくれます。 

・実は医療従事者も被災しています。 

 

○危機管理の考え方 

 ビジネス  訓練による実践力の向上   危機管理による対応 

 人命安全  マニュアル 

       被害想定          想定外 

・想定外は「無限大」 

・人間は、わかっている範囲を１００とする主観がある（見えない部分はないものとする） 

・いくらマニュアルを整備しても、想定外は起こりえる 

・原則と考え方を整理しておく 

 

○組織論 

・一人の上司に対して４～７人までなら指示できる。 

 

○業務の優先順位設定マトリックス 

優先度 高い   Ｂ  Ａ 

    低い   Ｃ  Ｄ 

完成に要する時間 短い 長い 

Ａに着手、Ｂに着手、 

 

○リスクコミュニケーションとは？ 

・自分だけが損失を被ることは不平等 

・あらかじめリスク事象には合意形成が必要 
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・痛み分け 

 

○災害医療におけるリスクコミュニケーション 

・トリアージ 

・避難所運営 

・対立すべき立場ではなく、連携・協力するチームであるべき。 

・同じ目的に向かう同士のような形に持って行く。 

・被災者の利益のために、被災者の行動、考えを変えてもらう。 

 

○避難所運営に必要なこと 

・組織作り 

・部屋割り、名簿の作成 

・ 

・ 

・避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）１セット７千円ぐらい。香川大学の共同教育センターで貸し出し

もできます。 

 

○ＨＵＧ 

・避難所の生活は、地域を元にした集団生活。 

・避難所の環境は、住民自身が作っていく。 

・訓練のカードの数は２００枚で終わりがきますが、本番の時にはカードは終わりません。 → 

あきらめない心が大切です。 

 

○災害を学んできて心に残っている言葉 

・”規則を守れ”ではなく、”目的を達成せよ” 

・”あきらめたらそれで試合終了ですよ” 

・”一人の１００歩よりも、１００人の一歩” 

・”健康問題は人生最大の身近な災害である” 

・”災害対策は限界があるが、災害対応には限界はない” 

 

15:06～15:18 質疑応答による公開討論 

男①Ｑ：人生をおくるうえでも参考になる内容、ありがとうございました。ＣＳＣＡとは？ 

萩池Ａ：コマンドとコントロール、セーフティ、コミュニケーション、アセスメント 余震があっ

たときに我が身を守れるよう、白衣ではなくヘルメットや防護服を着用し医療行為をする。 

 

男②Ｑ：ＤＭＡＴ 南海トラフ地震の際に広域災害となり、香川は被害が少ないだろうから、香川

のＤＭＡＴは高知や徳島などへ行くなど、地域の医療がどうなるのか。どれほどの人が助かる

のだろうか。 

関Ａ：香川のＤＭＡＴが支援に行くかどうかはわからない。全国からＤＭＡＴが集まってくる場所

が香川内にも設定される。そこで指揮を行うには、土地勘のある医療従事者が出ていく必要が

ある。院内で治療に携わる者もいる。 
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男③Ｑ：自主防災組織の者。毎年防災訓練を行っている中で、安否確認、高齢者や障害のある人を

救助、家具に挟まった人は早急に救うようにと言っている。津波が来る３時間間までに救出を。

またクラッシュ症候群の恐れから２時間を超えたら医療関係者にといわれた。時間の目安は？ 

関Ａ：２時間ならまず問題ない。症状が出ているようなら４時間は医療関係者に連絡を。 

 

15:18～15:21 閉会あいさつ 三豊・観音寺市医師会 副会長 國土修平            

・熱心に聴講いただきありがとうございました。 

・関係する機関からの参加、お二人の先生には講演をいただきありがとうございました。 

・お二人の先生からは、災害時医療のスペシャリストとして貴重な話をしていただいた。その後

のディスカッションでは活発な質疑により、何をすべきか深まったとのでは。 

・それぞれの立場で話し合っていただき、南海トラフ地震に備え、減災のために役立てていただ

ければ幸い。 

 

－以上－ 

 


