大分県災害医療研修会
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大分県医師会長 近藤 稔先生のご挨拶
大分県でも過去に佐伯市で大きな津波が発生した。東海地震・東南海地震・南海地震が
300 年から 500 年の周期で発生し今年が 304 年目にあたる。三つの地震が連動した場
合に大きな被害が予想される。今日は福島県いわき市の医師会長の長谷川徳男先生から東
日本大震災そのとき地元医師会はどう動いたかというテーマでお話をいただく。大分県で
DMAT が 20 チームあり、東日本大震災の際にも 5 チームが派遣された。本日の講演を
踏まえ大分県医師会でも災害に備えた対策を講じて行きたい。パネラーの先生には
DMAT の先生や行政の方、救急対策のメンバーの先生にも参加していただいており有意
義な会になることを期待する。
半澤 一邦会長挨拶
開催の趣旨を説明する。東日本大震災では死者行方不明者を含めて 2 万人を超える未
曾有の犠牲が出た。わが国の災害医療対策は、１９９５年の阪神淡路大震災を期に、日本
DMAT 等の見直しがされた。今回の東日本大震災は地震と津波そして放射能汚染の複合
災害となったため、災害対策が十分に機能しなかった。昨年の７月に災害医療についての
市民公開講座を開催し、『その時被災地病院で何が起こっていたのか』 (磐城共立病院
心臓血管外科部長 廣田潤先生、『低線量放射線が人体に及ぼす影響』（大分大学医学部
先端分子イメージングセンター准教授 菓子野元郎先生）をテーマに講演頂き、市民の皆
さんが正確な知識を得ることに役立ったと思う。今回は近い将来起こるであろう複合災害
の際に地元医師会がどのように動けば良いのか、皆さんと一緒に考えて行きたいと思う。
講演１
講演１） 南海トラフの巨大地震と大分県地域防災計画（地震・津波対策編）
大分県生活環境部防災危機管理課 後藤 大課長

今年の 3 月に大分県地域防災計画を見直し改定した。命を守ることを第一義として、
ハード対策からソフト対策へ移行し、避難を優先とした防災教育に重点を置いた。津波高
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の想定は今までの約 3 倍を想定した。3 月に津波高の想定がでて、高知県の黒潮町では
34.4ｍの津波が到達する。佐伯市では 14.4ｍ、津久見では約 10ｍの津波が襲ってくる
。各県で事情が違ってくるが、昨日防災会議では、10ｍ区切りの津波高と浸水地域及び
被害想定がマスコミに発表された。しかし解禁日が 8 月 29 日とされているので今日は
詳細な発表はできないが、3 月 31 日に発表した震度、津波高の被害想定に近いものとな
っている。大分県の被害は、冬の深夜に地震が発生した場合には最大で東日本大震災に匹
敵する死者が発生すると考えられ、住民の避難意識が高い場合は、早期に非難することは
可能となり数は激減すると思われる。
マグニチュードは 0.2 増えると地震のエネルギーは 2 倍になる。マグニチュードが 1
違うと 32 倍、 2 違うと 1000 倍のエネルギーとなる。南海トラフの巨大地震の想定マ
グニチュードは 9.0 である。津波の速さは海上では時速 800ｋｍ、海岸に達すると時速
32km となりオリンピック選手でも間に合わない。
今後 30 年以内に東南海地震は 70%、南海地震は 60%の確率で発生すると考えられ
るので明日起こってもおかしくない。古文書に地震津波記録が残されており宝永 4 年西
暦 1707 年には宝永地震が発生し米水津村では津波が 11.5ｍに達したと考えられる。喫
緊の防災対策としてはソフト対策が主であり学校における避難対策マニュアル作成、避難
所訓練の実施、治療や投薬の状況等を記載した難病患者災害時準備マニュアルを作成した
。大分県の地域防災計画における救急医療と福祉保健対策見直しも行った。
講演２
講演２）

東日本大震災そのとき地元医師会はどう動いたのか
忘れ得ぬ 3.11 pm 2：46 マグニチュード 9.0 震度 6 弱
いわき市医師会会長 長谷川 徳男先生

7 月の九州北部豪雨で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げる。一刻も早い復旧復
興を心よりお祈りする。
東日本大震災の際には全国の皆様から心温まる支援をいただき本当に感謝したい。 1
年 5 ヶ月が過ぎていわき市は復興に向けてがんばっている。福島県は東北の最南端の太
平洋岸沿いにあり、浜通り地域と呼ばれ、北から相馬郡医師会、原発を抱える双葉郡医師
会、いわき市医師会がある。いわき市は人口 34 万人、27 病院 280 名の勤務医、225
診療所、 265 名の開業医がいる。
自院でのエピソードを 2 つ。待合室で被災した広野町から来た中学 1 年生で、1 年前
から両拇趾の陥入爪があり巨大肉芽を形成していた。今後の避難生活も考えて、嫌がる本
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人を説得して余震の中で手術を決行した。術後はきれいな水で洗えば良いと指導したが、
水不足なることは想定外で、貴重なペットボトルの水で洗浄していた。傷の洗浄は井戸水
で良いと指導すべきだった。津波で流されてトタン屋根に左手 1 本でつかまって助かっ
た方が、左手を近くの病院で縫合されたあと 4 日目に当院を受診した。前腕部まで著明
な発赤と腫脹を認め、抜糸すると大量に排膿、テタノブリンは入手不能で破傷風トキソイ
ドのみを筋注して、避難先に井戸水があるということで、朝晩の創洗浄を指示した。後日
腰痛で来院した際、創はきれいに治癒していて一安心した。汚染創の縫合は最小限に、絹
糸はダメ、と言う教訓。

揺れの周期の関係で建物はあまり倒壊せず、最大震度 7 を記録した宮城県栗原市でも
倒壊による死者は 1 人も出ず、溺死が 9 割であった。関東大震災では火災が 87% 、阪
神淡路大震災では建物倒壊によるものが 83%。いわき市の被害状況は、死者 430 名(福
島県全体で 3,762 名)死亡原因は津波による溺死がほとんどで、重傷外傷患者の搬送や、
瓦礫の中の生存者救出はほとんどなかった。29 病院中、4 病院が津波によって床上浸水
となり、診療所 225 施設中、津波被害が 7 カ所、地震損壊が 3 カ所。老健施設 12 施
設中、海岸から 150ｍにあった精神科病院と療養型病院に併設された 1 カ所が津波によ
る大きな被害を受けた。3 月 23 日新舞子海岸沿いの松村総合病院の関連 3 施設の被害
状況。舞子浜病院精神科の病院と長春館病院とシーサイドパインビレッジ(老健施設)の写
真。3 施設とも 1 階部分が津波で大きな被害を受けた。シーサイドパインビレッジでは
1 人の職員が津波で流されて亡くなった。沿岸部に建物被害が集中し、多くの避難者が発
生した。原発事故の発生により双葉郡からの避難者がいわき市に殺到した。避難所 140
カ所、避難者総数 19，574 名。避難者に対する医療の確保は喫緊の課題となった。「
籠城を余儀なくされ、兵糧攻め」これは前いわき市医師会会長木田先生の言葉。3 月 12
日の福島原発 1 号機の爆発事故後に食料、ガソリン、医薬品などの物流が風評被害もあ
って途絶した。港湾が使用不能となり海路からの物流も停止した。長期間の断水は 4 月
11 日までに 97% が復旧したが、震度 6 弱の大きな余震で再び断水に見舞われた。ス
ーパーマーケットは数日で閉鎖した。ガソリンスタンドで 5 時間にわたる長蛇の列がで
きた。医薬品が底をつき、3 月 16 日に市に医薬品のリストを提出、その確保を陳情した
が届いたのは 10 日後。3 月 16 日に日本医師会の働きかけで常磐道が通行可能となった
ことは有難かった。東北地方の港湾施設の復旧状況。8 月 31 日には 57%、翌年の 4 月
30 日に 86%、100%の復帰までには約 2 年がかかる予定。
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日医の JMAT 構想がいきなり実践活動に突入することとなった。前々いわき市医師会
長の石井正三常任理事が、震災 1 年前の 3 月 10 日に JMAT 構想を提案された。医師会
JMAT とは、災害発生後に、日医から都道府県医師会の要請に基づき待機、出動し
DMAT 及び被災地医師会とのあいだで役割分担をし、有機的連携を行うものである。3
月 12 日に白鬚橋病院に DMAT の先遣隊が到着したが、溺死が主だった為に郡山方面に
向かい、翌 13 日にいわき市に戻り巡回診療に加わっていただいた。3 月 13 日には石井
先生と一緒に姫野病院救急診療科部長、日総研研究員の永田高志先生が加わり JMAT の
トリアージカードの作成と総合的な指導をしていただいた。JMAT のミーティングは、
4 月初旬までは毎朝 9 時と夕方 5 時、その後は朝のみ行った。JMAT のトリアージカー
ド、赤カードはすぐに治療が必要な患者、黄色のカードは数日のうちに投薬などの治療が
必要な患者、白カードはもう一回フォローが必要な患者を示す。避難所で診療を行った際
にカルテの代用として使った診療記録リスト。治療費は災害救助法適用で無料。処方は最
大限でも 1 週間処方を限度とした。高血圧や糖尿病など慢性疾患では、継続的な記入と
なるために、用紙をホッチキスで止める必要が出た。JMAT 間の引継ぎ円滑化のために
、避難所内で患者ホルダーを作った。避難所の電子カルテの導入は今後の重要な検討課題
。これは避難所の状況申し送りの文書。いわき市保健所の保健師さんが毎日新しい情報を
書き加えて作成して JMAT ミーティングに参加してくれた。避難所の問題点や気になる
患者さんの申し送り事項が記入されており、当日の活動報告がやりやすく翌日の巡回避難
所もすぐにわかり大変重宝した。JMAT と DMAT と地元医療機関の役割分担。大半の病
院は地震による損壊、断水、ガソリン不足による職員の通勤困難などの問題を抱えながら
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も、入院患者を市外に搬送するなどして、なんとか診療機能を維持していた。JMAT に
はいわき市の病院チームと地区を分担して、避難所の巡回診療を担当していただき、巡回
診療の中で、入院が必要と思われる患者が発生した場合には、機能している病院に紹介し
ていただいた。そのため休診している病院、診療所は診療再開に専念することができた。
DMAT は、先遣隊としての活動と入院患者の避難業務が主な活動となった。JMAT ミー
ティングを朝、夕行うことによって、避難所の状況やニーズなど情報の共有から図られた
。避難所の衛生面や生活環境の問題も提起され、行政も参加していたことから、早期の改
善が図られた。巡回チームに、現在診療可能な医療機関及び調剤薬局のリストを配布した
ので、避難所の近隣の医療機関への受診を促すことができた。福島医大の心のケアチーム
への円滑な引継ぎと連携ができた。

寸断された医師会の連絡網について。電話と fax によるいわき市医師会の連絡網は寸断
され、携帯電話は au はほとんど不通、ドコモはかろうじてつながり、ソフトバンクは比
較的つながる状況だった。電子メール、SNS 、Facebook 、Twitter 等のパケット通信
は遅延はあったが利用可能で、災害関連や被ばく医療の情報交換が可能だった。しかし残
念なことに利用者が限られていて緊急時の安否確認にはあまり役立たなかった。大手マス
コミ関係者は、いわき市内から避難してしまい、地元のコミュニティー放送 FM いわきや
地元テレビ局が避難所、支援物資、医療機関情報などを伝えて高く評価された。3 月 18
日、愛知県医師会からの医薬品空輸決定より、本格的な避難所巡回診療が始まった。3 月
16 日、市の対策本部に水、ガソリン、医薬品の調達を要望した。必要薬剤一覧表と対応
可能調剤薬局リストを提出したが、薬剤がいつ届くのかは全く不明であった。3 月 18 日
、愛知県医師会が必要な薬剤を調達し、三菱重工が提供するジェット機で福島空港に空輸
することが決定され、3 月 19 日、名古屋小牧空港から福島空港までジェット機で 2 往
復し 850kg の薬品を空輸、福島空港からいわき市医師会館までは自衛隊が車で搬送した
。 3 月 20 日、21 日は医師会館と保健福祉センターに臨時診療所を開設し、約 200 名
の診療を行い連休を乗り切った。医薬品は JMAT の避難所巡回診療で有効に活用された
。いわき市医師会のホームページ CMS(コンテンツマネジメントシステム)とこれの活用
について述べる。3 月 18 日夕方に、JMAT 第 1 班として愛知県医師会副会長の大野先
生が率いる 5 名の JMAT のメンバーがいわき市医師会館に到着した。夜から日医常任理
事の石井先生、医師会長の木田先生と私でいわき市の災害対策本部に赴きいわき市長を表
敬訪問し、 youtube を使っていわき市の現状と、3 月 19 日にいわきに届く医薬品で復
興に向けて動き出すという力強いメッセージを全国に発信した。医師会には後でご紹介す
る会員用の SNS があるが、アクセスするのが面倒だという意見があり、医師会ホームペ
ージに事務局から情報を発信していただいた。医師会のホームページでは、 4 月 30 日
には医療機関の 9 割が診療再開したので近くの診療所を受診してくださいというメッセ
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ージを発信することができた。5 月 3 日には JMAT や薬剤師会の支援で概ね復旧するこ
とがでたので、これからは健康管理に充分注意して、限られた医療資源を有効に使いなが
らいわき市の復興に勤めて行きましょうというメッセージを送ることができた。事務局か
らの連絡のページを会員に開放し、いろいろなメッセージを流した。スタッフと薬局スタ
ッフを連れてお戻りくださいというメッセージや、いわき市医師会で臨時診療所を開設し
たこと、また確実な給油所情報を伝えた。またチラージン S 等の供給再開の取り組みに
ついてや医療支援カレンダー等を会員に知らせることができた。避難されていた先生方へ
は、先生方が戻らないといわきの風評被害が消えないので早く戻って診療を再開して欲し
いとメッセージを流した。保健所所長の新家先生には診療所開院についての情報を流して
いただいた。震災後に診療を行っている医療機関の数だが、1 ヶ月で 7 割、2 ヶ月でほ
とんどの診療所が診療再開することができた。JMAT カレンダーの活用について。各地
の医師会からの支援申し出に対して、チームが重複せず、かつ切れ目のない支援をお願い
するために JMAT カレンダーを作成した。このカレンダーを見て全国の医療チームがい
わき入りの日程を調節していただいた。3 月 21 日に、東京都医師会中央ブロックが、い
わき市医師会の JMAT 支援を決定し、連絡調整のために Google カレンダーを活用して
いただいた。Yahoo!グループ掲示板には、5 月 10 日までには 124 通のメール交換が
なされた。このカレンダーを確認し、一日に 4 チームを県外から募集し、避難所の巡回
診療お願いしたいとメッセージを送った。医療支援チームは、所属する医師会から日本医
師会の JMAT に登録し、いわき市医師会事務局の電話番号に連絡していただく。3 月
27 日には富山県、京都府、山梨県、愛知県と日曜日にはたくさんの JMAT チームが支
援をしていただいた。

放射線と安定ヨウ素剤について。1999 年の JCO 臨界事故後に緊急被ばく医療のあり
方についてが取りまとめられ、汚染傷病者受け入れの協定が福島県では福島労災病院と、
新潟県は刈羽郡総合病院と東電との間で結ばれた。いわき市は、北の福島原発から
44km 、南の東海村からは 85km 離れている。当時いわき市医師会長であった石井正三
現日医常任理事のご尽力で、いわき市医師会も緊急被ばく医療福島フォーラムに参加する
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こととなり、我々も研修や訓練に参加してきた。これは 2001 年と 2007 年度の緊急被
ばく医療福島フォーラムのプログラムの目次だが、総論としての被ばく医療勉強すること
ができたが、今回の原発事故対応には残念ながら役に立なかった。これは机上演習の問題
だが、密封線源の容器が破損していないことを前提とすると、特別な受け入れ態勢は必要
ではないとある。当時は今回のような事故は全くの想定外だった。そんなに安全ならば東
京湾に原発を 1 つ作ってほしいと申し出したが、何の回答もなく、只ありがたく受講証
をいただいて帰った。これは県合同庁舎の地上 1ｍでの放射線量の測定値だが、3 月 15
日午前 4 時の 23.72μSV/h を最高値として、4 号機が再出火したと考えられる 3 月
16 日の午前 11 時には 8.35、3 号機の核燃料再溶解が起こったと考えられる 3 月 21
日は朝から雨だったが、6.0μSV/h だった。国の避難指示は最初 2km から始まり続い
て 3km 、10km 、その後いわき市の一部が含まれる 30km へと変わった。その頃アメ
リカでは 80km の避難勧告が出されていた。3 月 15 日の早朝、家内と子供達が水戸へ
非難する決断を行った。安定ヨウ素剤の配布については、 3 月 12 日市医師会対策本部
で協議され、準備が出来次第配布し内服させるべきと決定したが、市は国の指示なしには
配布は困難で、配布によるパニックも懸念されるとの回答だった。3 月 14 日に保健所所
長の新家先生と一緒に市の対策本部に行って、配布だけでもしていないと繰り返しのつか
ないことになると市長に直談判し何とか配布を決定したが、内服の指示は出なかった。3
月 18 日に配布を開始したが、とりあえずの配布が完了するまでに 4 日を要した。もし
あの時点で服用させていれば今よりも安心して暮らせていたではないかと思う。これは日
経メディカル 4 月号に投稿したものだが、最後に放射線防護対策としては、屋内退避や
避難が優先されるべきであって、安定ヨウ素剤を服用させられる事態になることなどごめ
ん被りたいという気持ちを付け加えた。国が事実上機能不全に陥っていた時に、地方自治
体の長に権限が移譲されていれば投与可能であったことから、配布と内服の権限移譲の国
への申し入れ、錠剤の事前各戸配布、乳幼児用の長期保存可能な剤型の開発、医師会を対
策本部に加えることをいわき市医師会から市長に陳情した。配布した安定ヨウ素剤が、昨
年 12 月で有効期限を迎え、11 月に郵送で新しい薬剤と交換した。内服指示も市長の判
断で出すということを明言していただいた。自治体で内服指示を出したのは福島県の三春
町のみであったが、福島県の備蓄薬であったため回収命令が出された。いわき市は独自に
備蓄していたが配布だけで内服指示を出すことができなかった。2 月 7 日の原子力安全
委員会が示した安定ヨウ素剤の予防的服用に関する提言骨子には、事前配布を検討すべき
、より住民に近い組織が投与判断をなすべき、液剤、水溶剤等の錠剤を用意すべきと記さ
れており、ようやく国の方針が変わることとなった。復興に向けてようやく本格的に動き
出した 3 月 21 日には、 3 号機の核燃料再溶解により、放射性ヨウ素を大量に含んだプ
ルームがいわきの上空を通過していたが当時は知る由もなかった。
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活用されなかった災害医療救護計画と協定書について。平成 16 年には福島県と福島県
医師会との間に、災害時の医療救護に関する協定書が締結され、平成 17 年にはいわき市
といわき市医師会との間に災害時の医療救護に関する協定書が締結されている。震災当日
には会長と電話で連絡しあい、翌日朝 9 時には災害対策本部を立ち上げるというところ
までは計画通りだった。連絡網が寸断されてしまい、情報係が最も重要であることを痛感
させられた。医療救護班の編成では、連絡がつかず 30 診療所ごとのチーム編成は不可能
であった。医療救護活動は、津波による溺死がほとんどで救急患者は少なく DMAT 対応
やトリアージを要さなかった。超急性期 48 時間のいわき共立病院の救命救急センターの
救急搬入は 47 件で、医療救護は避難所での慢性疾患対応が主となった。災害拠点病院の
いわき市立総合磐城共立病院は、重症患者域外搬送、救急対応、処方対応、巡回診療等に
すばらしい機能を発揮した。避難所等での医療救護班活動マニュアルでは、今回は大規模
複合災害であったため、避難所の巡回診療は JMAT と地元病院チームを中心にお願いし
、地元医療機関には自院の日常診療体制を 1 日も早く取り戻すこと方針とした。いわき
市医師会の災害医療救護対策規定だが、連絡がつかずに支部の設置は不可能だった。いわ
き市といわき市医師会の災害時の医療救護に関する協定書。医薬品が数日で底をついてし
まい、3 月 16 日に必要医薬品のリストを提出、確保を陳情したが、届いたのは 10 日後
だった。風評被害で流通がストップすることまでは想定していなかった。これは福島県緊
急被ばく医療活動マニュアルだが、救護所等において安定ヨウ素剤の予防服用を行うとか
放射性影響予測ネットワークシステム SPEEDY を使うことについては全く役に立たなか
った。現地本部に設置されたオフサイトセンターは、地震による停電と事故後の放射線量
の上昇などで全く機能しなかった。オフサイトセンターには放射性物質の流入を防ぐ空気
清浄フィルターがなく、事故直後に室内の放射線量が、毎時 200 マイクロシーベルトま
で上昇したために、事故の 4 日後に放棄された。これは県北地域における災害時におけ
る透析医療についてだが、患者の移送や、連絡網の確立について書かれている。共立病院
、労災病院、いわき泌尿器科がある内郷地区を最優先として、いわき市と全国の水道局が
総力を挙げて、水道工事を行いながら給水車で水を補給した。広大ないわき市の透析患者
を送迎するだけのガソリンを確保することができなかったため、市内の透析１０施設で協
議し、県外移送を決定した。合計で５８４名の患者さんをバスで東京や千葉、新潟に移送
した。
緊急連絡網をどう構築するかについて。自治体、病院、日医レベルでは衛星携帯電話、
郡市医師会レベルでは携帯電話やスマートフォンが良いと思う。携帯電話のパケット通信
網は、災害時の利用制限は最大 30%で、音声通話に比べてつながりやすく、インターネ
ットへの接続、 Facebook や Twitter の利用、災害用伝言板の利用に有用と思う。震災
から 3 ヶ月後の 6 月に、現在の会員情報登録項目に携帯電話番号とメールアドレスを追
加し、大規模災害時でも携帯電話で緊急連絡を取れる体制をつくる方針を固め、登録を依
頼したが回答率が低く、11 月に再度登録要請をしたが登録数は伸びず、強制はできない
ために棚上げとした。年末に国から福島県浜通り地域医療情報ネットワーク基盤整備の予
算がついたので、病院や診療所間の医療情報ネットワークシステムを構築し共有するシス
テムを検討中。これに加えいわき市医師会 SNS&CMS をクラウド上に移転し、地域医療
介護福祉の関係者にスマートフォンを配備し、安価で顔の見える連携体制を構築する話も
検討中。これがいわき市医師会の SNS、震災直前には 123 名、現在は 145 名で会員の
3 分の 1 が登録している。25 位のコミュニティーがあり情報交換をしているが、積極的
に参加している方は 20 数名。Facebook メンバーは震災前に秘密のグループを作って
いたが、現在は 41 名が登録している。これは名古屋大学で開発された初期患者誘導シス
テムホスピタルナビだが、当日の診療時間を携帯電話から変更できる災害時向けの医療機
関検索システムである。いわき市医師会からは約 70 名が登録しており、利用は無料。診
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療所での停電対策ではプロパンガスやカセットガスが使えるインバーターガスエンジン発
電機が有用であると思う。スマートフォンの欠点であるバッテリーについては大容量のモ
バイルバッテリーが安価で販売されている。
まとめ、津波による溺死が主で、重傷外傷やがれきの中からの生存者救出はほとんどな
かった。巡回診療は JMAT を中心に、地元医療機関は診療再開に専念としたのが功を奏
した。物流の途絶、特にガソリン、水、食料、医療品の不足に苦労した。保健所との連携
については、安定ヨウ素剤の配布や JMAT 巡回診療に非常に重要だった。医師会の災害
対策本部の参加は必須。大規模複合災害では、災害医療計画や協定書は活用されなかった
。DMAT、JMAT、学会、出身医局、離れた病院と連携構築が重要。非常時でも稼働す
る通信網の確立が重要で、パケット通信やスマートフォンの活用推進に期待している。自
然災害は常に想定外で、柔軟な対応が必要であることを痛感した。大規模災害には自らも
被災者となるために支援調節の窓口が重要である。
パネルディスカッション
昨年の 7 月の市民公開講座の時の廣田先生のご提言のように災害医療を支える 3 つの
キーワードは、情報、マネージメント、繋ぐということであるが、今回のパンディスカッ
ションは、いかに迅速に正確に被災医療機関の情報、被災者の状況を集めていくかという
ことに絞って、被災後の時間経過にそって、フェーズ 0 から 3 にかけてどのようなこと
が起き、どのような対策をとっていくかついてディスカッションする。
フェーズ 0（発災から
発災から 8 時間）
時間）DMAT が現場に
現場に到着するまで
到着するまで
（説明１
説明１）発災時に災害医療対策本部はどう立ち上がるのか
大分県福祉保健部医療政策課 清末 明地域医療政策監

県の災害対策本部は、震度 5 強以上の地震が発生した場合と、大分県瀬戸内海沿岸、
豊後水道沿岸に大津波警報が発令した場合に、県知事をトップとした災害対策本部が立ち
上がる。県の福祉保健部が災害医療対策本部を設立し、医療機関の被災状況、受け入れ状
況、負傷者の発生状況等を情報収集して災害拠点病院や、DMAT との調整に当たる。災
害医療対策本部には、救護活動統括する災害医療コーディネーターを配置するが、これは
県の統括 DMAT のメンバーから事前に登録をして決める。急性期から復興期間にかけて
は県医師会医療救護統括のメンバーに加わってもらう。各診療区域毎に災害対策本部が設
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置され、保健所が中心となって被災状況の確認や被災者の救護活動について統括する。大
規模広域災害の場合は、超急性期には重症患者は被災地以外に搬送することを基準とする
。急性期から復興期、慢性期については JMAT や日赤医療救護班や災害支援ナースが連
携して取り組み、保険所や郡市医師会が調整役として医療を支援していくという仕組みと
なる。
（議論 1）被災直後の安否確認、被災状況の確認はどうするのか、どこにどうやって情報
を集めるのか
長谷川先生
当初数日間は電話と fax は役に立たなかった。被災１～２日は携帯電話はダメだったが
その後復旧し、医師会館に立ち寄った先生方と携帯電話番号交換し、私の携帯電話の使用
料は平時の 5 倍に増加した。電話回線が復旧した後でも、医師会の携帯電話番号の控え
がなかったために医師会から会員への連絡ができなかった。27 病院の被災状況は、医師
会の事務局長が車で回って確認し、5 病院が診療不能になっていることを確認した。在宅
医療や介護事業所では自らの足や車で回って確認をした。最初の数日間を乗り切れば、電
話や携帯電話が普及した。報道では電話や携帯電話は使えなかったと言うことであるが、
携帯電話やメールで安否確認をした例が多かった。日ごろつながりにくい携帯電話のほう
が、古い回線を利用しているために却ってつながりやすかった。
鶴崎・明野災害医療研究会
馴松 義啓先生
鶴崎・明野地区では、東日本大震災以降に災害医療研究会を立ち上げ、まず安否確認の
方法について取り組んだ。災害時には連絡網、交通網が遮断されるので、グルーピングは
徒歩でも移動可能な近隣の会員（時速 3ｋｍで約 3ｋｍ圏内）にて構成される。災害時に
はグループ毎に近隣会員の安否を確認し、地区の情報を集約・発信し、以降の活動に繋げ
ていくのがねらい。その他①緊急連絡網②災害伝言ダイヤル③携帯電話の災害伝言掲示板
④携帯電話の電子メール機能、SNS、Twitter 等を用いて、安否確認および自院の被災状
況(ライフラインも含めて)を報告してもらい、周辺地域の情報を把握していく。しかし、
安否確認においては、発災時間によっては（特に夜間）、会員の在院がない場合の対策、
また、直接の確認作業においては、個人情報の取り扱い等今後の検討が必要。
大分大学医学部心臓血管外科 廣田 潤先生
発災後数時間以内は、電話やファックスが通じる時間帯があるのでその時間をチャンス
として捉え安否確認を行えるのではないか。災害時の電話回線は、約 30%は防災用とし
て使うようになっているので、警察や消防署、災害拠点病院などの強い回線が残っている
場所に会員の安否状況を持ち寄り情報収集するという手段があり、事前に情報収集する場
所を決めておく必要がある。
長谷川先生
災害時には会員から、安否状況や被災状況を医師会に知らせると言う事が大事だと思う
。定時に使い慣れているシステムではないと、災害時に突然衛星携帯電話を使えといって
もうまく使えない。今後は携帯電話を使った SNS 等の連絡網システムが有効であると思
う。携帯電話のメーカーには災害時に飛行船を飛ばしたり、中継局車を派遣するとか、基
地局も早く復旧させる等の対策をとってもらえるように、行政からも働きかけてもらいた
い。
フロアーから佐藤愼二郎先生
由布市は人口 3 万人ぐらいで、医療機関は 19。医師会員の携帯電話番号やプライベー
トの電話番号を封筒に入れて消防署の方で保管をしており、災害時に開封するというシス
テム作っている。災害時には、自衛隊にも加わってもらった防災無線を使った連絡システ
ムを既に構築している。
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長谷川先生
封筒作戦は非常に素晴らしいので、帰ったら早速やってみたい。
（説明２
説明２）広域災害救急医療情報システム(EMIS)について
大分県立病院救命救急センター所長 山本 明彦先生

災害拠点病院とは、災害時に被災地からのとりあえずの重症傷病者の受け入れ、広域搬
送の対応ができる病院。災害拠点病院同士の連絡は広域災害救急医療情報システム
(EMIS)を使って行われる。発災直後の緊急時の入力情報としては、建物・医療施設の倒
壊または倒壊の恐れがあるかどうか、受け入れ人数の限界を超えているかどうか、ライフ
ラインが使用不可能かどうかを入力する。詳細入力の項目としては手術、透析が可能か、
赤タグ、重傷患者の受け入れ数、黄色タグ、中等症患者の受け入れ数、転送が必要な重症
患者数、広域搬送基準を満たした患者数。電気、水道、医療ガスのライフラインの状況を
入力する。災害拠点病院の入力が終了すると、一覧表からそれぞれの病院の状況が把握で
きる。災害拠点病院以外の病院、診療所の情報は、大分医療情報ほっとネットを通じて今
後可能になると考えられる。
フェーズ 1（8～48 時間）
時間） ～DMAT 撤収まで
撤収まで
（説明２
説明２）大分ＤＭＡＴは何を担当するのか、ＤＭＡＴと地元医師会はどう連携するのか
、大分 DMAT が地元医師会に期待すること
大分 DMAT 代表幹事 玉井 文洋先生
大分 DMAT は県下で 20 の医療機関が登録され(全国一)、救命医療、災害拠点病院の
支援、広域搬送を担当する。東南海、南海地震の防災計画では、広域搬送拠点空港は大分
空港に指定されているが、被害が四国近畿東海地方に集中すると考えられ、大分にはほと
んど支援が入らない計画である。大分県は独自の力でしのがなければならないが、災害時
において活躍できる DMAT はたかだか 16 チームに限られ、そのほとんどは県南地区と
広域搬送拠点大分空港に派遣される。防災計画では、四国から 21 名の重傷者が広域搬送
される予定である。大分 DMAT は、救急医療に専念せざるを得ないので、その他の傷病
者の支援を医師会にお願いしたい。軽症者、中等症者は、骨折の患者さん等を診療してい
ただきたい。もう一つは、黒タグ、亡くなられた人への対応検案、検死。
清末さん
中央防災会議の防災計画は、今後南海トラフ巨大地震の被害想定に基づいて再度防災計
画が建てられる。
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半澤会長
DMAT には日本 DMAT と地域 DMAT の 2 つがある。地域 DMAT は県が発令する。
自然災害は同じパターンや想定された通りになることはまずない。状況に応じてフレキシ
ブルに行政や関連機関が組織作りをして行く。医師会が大分 DMAT に期待することは、
コマンダーとしての役割である。また急性期を過ぎた後も、災害拠点病院の支援等を通じ
てトータルに災害医療を支援していく役割が期待される。
清末さん
災害医療対策本部には、統括 DMAT の先生にも参加していただき、活動拠点本部にも
参加してもらいたい。
山本先生
災害拠点病院の役割として、被災して機能継続できなくなった病院や診療所の患者さん
の受け入れやその地域の患者さんの受け入れをどのようにするかを地域の医師会と協議し
て今後決めていく必要がある。
フェーズ 3 急性期～
急性期～復興期の
復興期の医療をどう
医療をどう支
をどう支えるのか JMAT 到着から
到着から地域医療復興
から地域医療復興ま
地域医療復興ま
で
(説明３
説明３)ＪＭＡＴ、ＪＭＡＴⅡの概要
大分県医師会常任理事 三倉 剛先生
JMAT の発想は、医師のオートノミー自律性からなっている。DMAT は救急救命医療
が主体で、外科系の医師しか参加できなかったが、JMAT には外科系以外の内科系や他
科の先生方の参加が可能となったことを評価している。JMAT は被災した地域の医師会
の要請に基づいて、日本医師会が全国に募集して組織し被災地の支援をする仕組みになっ
ている。急性期から復興期の医療を、被災した地域の医師会が担えない部分を支援する形
で JMAT の活動が行われる。JMAT2 の活動は、災害関連死を防ぐことや避難所の公衆
衛生的なものを担当する。JMAT は自前で医薬品を持参して自由診療を行うので、地元
医師会が行う保健医療とのバッティングが生じる。JMAT は 4 人のチーム構成であるた
めに、診療所の先生が手あげしても、なかなかチームが組みずに支援を行えない場合があ
り調整が必要である。
(説明４
説明４)東日本大震災の際に避難所医療はどう支えられたのか
大分大学医学部心臓血管外科 廣田 潤先生
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レスキュー隊 市の災害対策本部
（ 消防、 警察機能）

JMAT

大分市では地震、豪雨、大規模火災に備え、市内 8 地区に学校や公民館など計 130 カ
所の避難所が指定されている。大分市に災害対策本部が設置された時に開設され、大分市
福祉保健課が担当となる。東日本大震災の際にいわき市では避難所 157 カ所に最大
19,813 人が収容され、避難所の医療は、震災翌日から災害拠点病院、地元医師会、保
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健所スタッフ、DMAT を中心に開始。情報収集と避難所回診、次の回診へのフィードバ
ックを毎日継続した。地域ごとにエリアを区切り 10 カ所の回診グループは継続担当して
、慢性疾患の投薬、発熱や腹痛などの急性期治療、軽傷外傷の治療中心に疾患重症化の防
止と対応に努めた。回診医薬品は当初は自前で用意した。地域社会の初期回復が得られ、
JMAT などの外部からの応援が得られるフェーズ 3 に向けての基盤を作り、避難所収束
と地元医療機関の回復まで活動を継続した。フェーズ 3 に入り JMT の応援が開始されて
からポイントは
1)圏域をエリアに分けて本部マネージャを中心に情報、評価、協議、指揮を継続。各避難
所管理担当から収容者数、救援物資の充足度、医療ニーズなど経時的に保健所へ報告が
入り、情報共有する。
2)全国からの救援チーム(JMAT)との接点と配置をコントロール
3)数日で交代する各回診チームは受持エリアの情報と問題を本部に持ち寄り、マネージャ
ーを中心にミーティングを日に行う。
4)ミーティングでは各避難所の医療や介護のニーズと解決を協議する。初動からのカルテ
システム必要性が問われた。
5)災害拠点病院と DMAT、医師会と JMAT、災害拠点病院と保健所と医師会の相互関係
は避難所医療と福祉のために継続、機能した。
(説明５
説明５)東日本大震災の際の保健所の役割について
いわき市保健所長 新家 利一先生

東日本大震災と福島第一原発の事故の際に大分県医師会から多大なご支援をいただきあ
りがたかった。保健所の役割については、今回は広域災害であり、通常の災害時の保健所
の役割とは違っていた。一番の大きな役割は、避難所と地域の医療ニーズを正確に把握し
全国からの支援と連携することである。今回はいろんな問題が生じたために保健所が医療
に集中できないという問題があったが、いわき市医師会の木田先生や長谷川先生の力を借
りて JMAT の支援を調節することができた。各避難所に保健師を派遣し行政と医師会、
JMAT との調整役、医療ニーズを伝達する役割を担わせた。反省点は、避難所の情報に
ついて色んな困難がありなかなか保健所に上がってこなかったため、情報集約することが
できなかったことである。避難所の医療で重要なのは感染症、そしてアウトブレイクを防
ぐことであるが、幸いに医師会、JMAT の先生方のおかげで集団感染は予防できた。被
災地には避難所だけではなく、その地域にダメージを受けた患者さんがいる。そういう方
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をどうするかというのは 1 つの問題である。大分市保健所からは保健師が 4 月 23 日～
8 月 24 日まで派遣され述べ 315 人になり、いわき市では一番多く、感謝したい。今回
は原発事故があったために保健所の役割が医療に専念することが十分できなかったが
JMAT や医師会の先生方には大変お世話になった。
大分県中部保健所 藤内 修二先生
今回の東日本大震災では、原発事故が重なったために保健所は十分に医療に対応するこ
とができなかったわけではあるが、保健師を各地避難所に派遣し行政と医師会と JMAT
との調整役にした事は大変良いことだと思う。具体的にいつからどのような形で派遣した
のか教えて欲しい。
新家先生
3 月 17 日～5 月 20 日までの 2 ヶ月弱。基本的には一名を派遣。いわき市の場合は
地域保健対策室が本庁の中にあり、そこから職員が派遣された場合もある。
（議論２
議論２）避難所、救護所医療を支えるために保健所と地元医師会がうまく連携するため
には何が必用か
大分市保健所 保健総務課 釘宮 祐一課長
先生方が経験されたことをこれからの対策に参考にさせていただきたい。今年の 3 月
に大分市地域防災計画を策定した。大分市保健所は災害対策の医療福祉部を担当する。災
害時には大分市では計 130 カ所の避難所が指定されており、医師会との協定の中で医師
の派遣等を取り決めている。いわき市の場合のように保健師を避難所に派遣して医療ニー
ズを把握し、医師会や JMAT との連携、調整役を担って行きたい。本日の発表を参考に
医師会との強い連携を築いて行きたい。
新家先生
今回の東日本大震災、原発事故で感じたことは、情報の集約が大切であることである。
どのようにして地域の医療情報を集約するかというのは大きな鍵である。常日頃から医療
情報の集約について考えていく必要がある。日ごろから保健所と医師会との間で情報交換
、意見交換をしておくことが大切である。
長谷川先生
JMAT のミーティングに、保健師に加わってもらった事は非常に有効に働いた。保健
師さんが作った避難所の情報リストがなかったら有効な活動はできなかった。JMAT に
は医師・看護師さん・事務員さんと、いわきの JMAT には薬剤師さんが加わった。
JMAT のミーティングで一番大切なのは自己紹介。大規模災害では自らが被災者となる
ので、窓口を早く作ることが重要である。自然災害では常に想定外のことが起こりうるの
で、柔軟な対応が必要である。
総評 半澤会長
自然災害は、規模、パターン、被害の数それぞれに違う。それぞれの現場での素晴らし
い具体的な取り組みを発表していただいた。一つとして見逃してはならない。災害の知識
を十分に持ち、それぞれの機関が何をしなければならないかを十分に協議して行くことが
大切である。さらに実行されなければ絵に書いた餅になる。常日頃から訓練を重ねて行く
ことも大切である。
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三春の滝桜
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