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はじめに

「リアル」なマニュアルの重要性
　大災害が起こった時に，被災地病院においてま

ず最も大事なことは，迅速な初動対応と被災者の

受け入れ体制の確立である．中小規模の病院であ

れ ば， い か に 業 務 を 継 続 す る か， い わ ゆ る

business continuity planning（BCP）にのっとっ

た体制準備が必要となるだろうし，大規模の，災

害拠点病院級の中核病院であれば，それに加えて

DMAT（Disaster Medical Assistance Team：災

害派遣医療チーム）の参集，当該地域の医療救護

活動の統括までも視野に入れた備えが要求される

であろう．

　それには，発災後速やかに対応するための災害

対応マニュアルとそれを検証するための実動訓練

の繰り返しの実施が必要だ．ただし，それらは「リ

アル」でなければ意味がない．中でもマニュアル

は，災害発生後の被害状況やライフラインのチェ

ックは誰がどのような手順でやるのか，指揮命令

系統や連絡体制はどうなっているのか，職員はど

のように動くのか，担当部署はどこなのか，必要

な物資はどこにどのくらい保管して誰がどこに展

開するのか，などが具体的・実務的に見やすく示

されたものでなければならない．

東日本大震災での経験
　筆者は，2002 年から 2012 年に現職に移るま

で石巻赤十字病院に外科医として赴任していた．

2007 年，同院の災害救護関係の業務を担う「医

療社会事業部長」に任命されたため，外科医とし

て勤務する傍ら，マニュアルの改訂など同院の災

害対応の準備を進めていた．そこへ，2011 年 3

月 11 日に東日本大震災が発生した．

　石巻医療圏は最大被災地となったが，石巻赤十

字病院は，圏内 86 の医療施設のうちただ一つ

100％機能を維持しえた中核医療施設であったた

め，必然的に現地医療救護活動の拠点本部となり，

また筆者は宮城県災害医療コーディネーターでも

あったため，「石巻医療圏」の医療救護活動を統括

する役割を担うことになった．

　この震災において石巻赤十字病院は，発災後 4

分で災害対策本部を立ち上げレベル 3（後述）を

宣言，トリアージエリア設置完了までに要した時

間はわずか 57 分であった．1 年がかりで改訂し

た院内災害マニュアルや，それまで行っていた実

「使える」マニュアル整備
のための見直しポイント
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動訓練が有効であったためと考えている．

　そこで本稿では，われわれが災害マニュアルを

どのような観点で，どのような機能を求め，どの

ような体裁に改訂したのか，われわれの考える「キ

モ」を紹介してみたい．

マニュアルの捉え方

マニュアル化できる項目は 
多くない

　第一に，前提としてどんなに優れたマニュアル

でも，それはあくまで災害時の初動体制の迅速な

確立を可能にするためのものであって，それ以降

の具体的対応については応用問題の連続であり，

災害対応すべてをマニュアル化することは不可能

であること，マニュアル化できる項目は決して多

くないことを認識しなければならない．

すべてを想定できるわけでは 
ない

　第二に，一言一句にわたりとにかくマニュアル

通りにのみ忠実にこなそうとする「マニュアル原

理主義」に陥ると，必ず出現する不測の事態に対

して的確に対応できなくなるため，すべてを想定

しようとしてはいけない．

　例えば石巻赤十字病院では，震災時，押し寄せ

た多数の来院者に対し，院内での混乱を避けるた

めに，マニュアルには記載されていない「プレト

リアージ」と名付けた部署を外来事務が新たに立

ち上げ，治療以外の目的で来院した被災者（家族

探し，トイレを使いたい，避難したいなど）を正

面玄関前で選別し，該当エリアへ動線を別にして

誘導した．これなどは，マニュアル通りではない

が，その場で対応策を考え混乱を未然に防いだ良

き一例である．

あくまでも初動対応のための 
「あんちょこ」である
　第三に，「マニュアル作りは，災害への備えの一

部に過ぎない」ということを頭に入れておくべき

である．誌面の関係でここでは詳細は省くが，訓

練，研修会の開催，関係機関との連携体制の構築，

自治体との調整など，ほかにもやるべきことはた

くさんあることを，災害対応担当者は自覚してお

く必要がある．

　すなわち，マニュアルとは思考停止を可能にす

るものではなく，あくまで「初動対応のための『あ

んちょこ』であり，万能でもなければ絶対ルール

でもない」と思っておくことが大切なのである．

マニュアル見直しの
進め方のコツ

病院認定のプロジェクト 
チームを作る

　マニュアルを本当に使えるものにするための見

直しには時間と手間がかかるため，「有志で就業時

間外にボランティア的に集まって（または一人で）

見直していく」という発想をまず排除した方がよ

い．そのやり方は個人の「善意」に依存した方法

であり，長続きしにくい．

　石巻赤十字病院では，2007 年 2 月に院内災害

対策委員会の下部組織として，多面的な視点を確

保するために多職種（医師，看護師，事務，コメ

ディカルなど 15 名）で構成された「災害マニュ

アル小委員会」を設置し，2 週間に 1 回のペース

で夕方 18 時くらいから定期的に集まり（業務と
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して認定），少しずつ見直しを進めていく，という

方法をとった．

　業務として認定されたので，各委員の所属部署

の上司の理解が得られやすく，時間外業務として

時間外手当も支給されたため，モチベーションを

保ちやすかった．この方法で 1 年かけてマニュア

ルを全面改訂した．コツは，「お菓子などを持ち寄

りリラックスしながら議論し，かつ集中力の続く

1 時間くらいでスパッと会議を終わりにする．た

だし，2 週間に一度のペースは死守する」である

と思っている．「継続は力なり」である．

　出来上がったマニュアルを上部委員会である災

害対策委員会に諮り承認を受け，正式なマニュア

ルとしてオーソライズした．このやり方をお勧め

する．もし読者の皆さんの病院幹部が，「人手も足

りないしそんな余裕はない」という態度をとるな

らば，それは病院が本気でマニュアル見直しに取

り組む気がない証左であり，より良いマニュアル

作りはかなり厳しいものになるであろう．

現状を把握する
　進め方としては，まず現状を把握することが肝

要である．すなわち，マニュアルは自作か外注か，

予想される災害タイプ，想定被害，病院のインフ

ラ（耐震構造なのか，免震構造なのか，臨時診療

用スペースの有無，電気・ガス・水道水などのラ

イフラインの備えの状況，支援救護チームを受け

入れるスペースなど），物資の備え（食料，飲料

水，医薬品，医療物資，救護物資など），関係機関

との連携体制，自治体の防災計画における自施設

の位置付け，などをプロジェクトチームで確認す

る．その上で，改善すべき点や必要なことを抽出

しておくとよい．

 

 
たたき台を決める

　議論を進めるにはたたき台が必要である．既存

のマニュアルをたたき台にするのが通常の方法で

あろうが，筆者らの場合，それまであった石巻赤

十字病院のマニュアルでは病院移転前のマニュア

ルであり，必要な内容に極めて乏しい「まったく

使えない」ものであったため，国立病院機構災害

医療センターのマニュアルをお手本とさせていた

だき，それをたたき台にして全面改訂した．これ

も一つの方法であろう．

マニュアルに必要な
内容とは

7 つの基本原則「CSCATTT」
　われわれは，マニュアルに必要な内容とはずば

りMIMMS （Major Incident Medical Management 

and Support：英国 Advanced Life Support Group

［ALSG］による災害対応教育コース）で提唱され

ている大規模災害発生時の体系的な対応の 7 つの

基本原則 CSCATTT（Command & Control：指揮

命令・統制，Safety：安全確保， Communication：

情報伝達・共有， Assessment：評価， Triage：ト

リアージ， Treatment：治療， Transport：搬送）で

あると考えている．

　中でも Command & Control が，特に新設部門

（トリアージエリアなど災害時に立ち上がる部署）

においては最重要項目であると考える．以下に 7

原則ごとに必要な項目を，多少内容がオーバーラ

ップするが列挙する．少なくともこれらの内容が

盛り込まれていることが望ましい．マニュアルを

手直しする際には，この 7 原則が網羅されている

かチェックしながら進めていくと整理しやすい．
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Command & Control 
（指揮命令・統制）

・災害の規模別に分けた対応体制

・災害対策本部（構成員，場所，業務内容）

・職員の自主参集基準・登録方法

・院内の指揮命令系統図

・ 部門ごとの責任者・役割分担・構成人数・職種

の明記　など

Safety（安全確保）

・自分（職員）の安全・安否確認手順

・ 現場（建物 / 手術室や透析室など）の安全確認

手順

・患者と家族の安全・安否確認手順

・病院が被災した場合の避難方法・経路　など

＊ 原子力発電所が周辺にある病院では，緊急被ば

く医療や病院退避手順についても記載項目とし

て検討しておいた方がよいかもしれない．

Communication （情報伝達・共有）

・ テレビ，ネット，ラジオ，衛星携帯電話，無線

などによる，現状把握のための情報収集手順

・関係各機関との連携体制の確立

・安否情報室の設置

・広報体制およびその戦略

・院内情報のシステム管理　など

Assessment（評価）

・院内・地域の全体の被害状況

・ライフラインの状況

・食糧や飲料水の確保状況

・医療物資や診療機能の状況

・病床管理体制

・支援チーム（DMAT など）

＊ これらについての評価手順と管理体制の確認の

方法（各種記録部門の立ち上げも必要）．

Triage（トリアージ）

・トリアージポストの設置

・トリアージエリアの設置

・トリアージタッグの取り扱い

・ご遺体の安置所の設置

・被災者以外の来院者選別法　など

Treatment（治療）

・ トリアージエリアにおける治療体制（人員配置

の手順など）

・ 入院，臨時薬局，手術，透析，要介護者管理，検

査の各体制　など

Transport（搬送）

・院内患者搬送

・入院待機患者管理

・後方搬送体制　など

使いやすい「災害初動
体制確立ガイドブック」
にするための工夫

　前項に挙げたような内容（CSCATTT）をきち

んと盛り込んだとしても，誰も目を通さないマニ

ュアルでは意味がない．筆者らは，なるべくスタ

ッフが手に取りやすく分かりやすい「ガイドブッ

ク」となるよういろいろと工夫を重ねた．本項で

は，その工夫について紹介する．ご参考になれば

幸いである．

①見やすく，読む気が出て，しかも必要な業務を

素早く検索できるように，チャート図（図 1）や

サイトマップ形式（表 1）を採用し，また見取
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災害発生

既設部門

第1章42ページ参照

暫定災害対策本部

正式災害対策本部

第1章8ページ参照

総務・広報
救護班支援

新設部門

関係機関

第2章56ページ参照

1．災害発生時対応チャート

震度5強以上で自主登
院，その他は召集
→ 到着後本部に登録

医事課
医療情報管理課
薬剤部
放射線科部
検査部
栄養課
リハビリテーション
外来
病棟
透析センター
中央手術室
中央材料室

被害状況確認
避難準備
二次災害防止

（状況に応じて連絡）
○日赤宮城県支部
○厚生労働省
○自治体
○保健所
○警察
○災害拠点病院
○統括DMAT

ライフラインの状況
  20分以内に報告

1．災害規模の把握
2．当院の被災状況
3．避難の要否
4．行うべき災害医療
5．マンパワーの再配分

施設・物品・保安部
第1章21～25ページ参照

災害の状況により
DMATチーム，日赤救
護班を派遣する
第1章8ページ参照

GM・GM付
トリアージ・緑・黄・赤・黒エリア

安否情報・助産センター
第1章24～25ページ参照

宮城DMAT
日赤救護班

院外職員

各部署

図 1　チャート図の例
（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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災害レベル 3

項　目 対　応 参　照

災害対策本部

□災害対策本部を設置する
（正式：2 階事務室，暫定：防災センター）

P.8
P.15

□職員召集：原則自主登院 P.14

□災害従事者登録名簿を作成 P.48

□新設部門を設置 P.16 

□患者受入口……正面玄関使用

□患者受入対応場所
緑：玄関前救護所　黄：赤十字プラザ　赤：救急センター

□トリアージタッグを使用 P.52

□災害カルテを使用 P.55

□被災患者登録名簿を作成 P.55

□各県支援 DMAT チーム，支援日赤救護班の受入調整 P.22

病棟部門 □新設部門への応援スタッフ派遣など P.44

手術室部門 □手術体制：災害対策本部の指示により予定手術中止を検討 P.45

外来部門

□診療体制：災害対策本部の指示により外来中止を検討

P.46
□患者対応：外来中止の説明，帰宅を促し
　　　　　　帰宅困難者は地下駐車場へ案内

透析部門 □透析体制：災害対策本部の指示により予定透析を検討 P.44

薬剤部門
□処方：外来→伝票運用　　　入院→オーダリング
□臨時薬局の設置

P.44

検査部門 □検査：外来→伝票運用　　　入院→オーダリング P.46

放射線部門
□検査：外来→伝票運用　　　入院→オーダリング
□ポータブル専任者を赤治療班へ派遣

P.46

リハビリ部門
□患者対応：外来リハビリ中止の説明，帰宅を促し
　　　　　　帰宅困難者は地下駐車場へ案内

P.47

栄養課部門 □非常食対応：ライフライン停止時 P.47

表 1　サイトマップ形式の例（見出しと参照欄）

（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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トリアージタッグ・災害カルテ使用,  紙運用災害レベル　３　　　　患者受け入れ対応場所

小児科
小児外科 眼科

耳鼻咽喉科
皮膚科
整形外科

内科
神経内科
心臓血管外科

循環器科
呼吸器科 泌尿器科

授乳室
オムツ交換室

自販機電話

赤十字コーナー

赤十字プラザ

GMエリア

水飲み

ATM 2階専用

総合受付

コンビニ

救急待合室 自販機

自動精算機
■心エコー・トレッドミル室
■心臓カテーテル検査室
■結石破砕室

救急受付
防災センター

救急センター

■X

線
テ
レ
ビ
室

■
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
室

健診入口
受付

受付

受付 受付

放射線治療室

採尿室

採尿室

■内視鏡室
■気管支鏡室

放射線科
■X線撮影室
■X線テレビ室
■CT室
■核医学検査室
■MRI室
■IVR室

処置ゾーン

助
産
セ
ン
タ
ー

看
取
室

安
置
所

リハビリテ
ーション科

搬送

搬送 搬送 搬送

搬送

搬送

搬送

搬送
搬送

搬送

処置終了帰宅

誘導
案内

誘導
案内

誘導 誘導

緑
救護所

黄 

家
族
控
室

正面口
トリアージ 内玄関口

トリアージ

シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト

黄治療班

 臨時薬局
赤
家
族
控
室

赤治療班 安否情報室

マスコミ
対応

（２階）

移動 移動ベッド設置
ベッド組立て移動
はニチイ職員

災害ベッド
　　(倉庫）

エレベ
ーター

患者さまの
相談窓口 在宅療養

支援室

医療相
談室

処
置
終
了
帰
宅

入院待機ゾーン

医事課・
地域医療連携室

夜間・
休日入口

図 2　見取り図の例（トリアージエリア）

り図（図 2）や説明図（図 3）を多用し，視覚

に訴えた．

②新設部門については，責任者名に加えて開設基

準，設置場所，連絡先，構成要員および人数，

必要物品についての情報を部門ごとに 1 ページ

にまとめて記した（表 2）．

③業務内容の記述はなるべく簡素になるように箇

条書きを基本とし，そのままアクションカード

に転用できるようにした（表 2）．

④災害医療センターのマニュアルにならい，災害

対策本部要員名，新設部門を含む各部門の責任

者を可能な限り実名で記した．担当者に当事者

意識を持ってもらい，マニュアルに目を通し準

備することを促すのがその狙いである．

⑤さらに各部門の必要物品については，何がどれ

だけ必要で，どこに保管してあって，誰が管理

するのかを別ページにまとめて表示した（表

3）．

⑥災害レベルを規模別に明確に設定し，レベル別

対応を明記した（表 4）．

⑦電話帳代わりに使えるよう，関係機関の通信法・

連絡先一覧を巻末にまとめて記載した（表 5）．

（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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7－2 トリアージの流れ

7－1 トリアージカテゴリー

識別色 分　類 傷 病 等 の 状 態

死亡群

即治療群

待機治療群

軽治療群

傷病の緊急性・重症度に応じ，次の4区分に分類する．
各カテゴリーの境界は流動的なもので，災害の種類・規模，発生場
所，傷病者の数や後方搬送能力等によって変化する．

既に死亡している者及び心肺停止状態の傷病者．
（当院ではCPA患者といい，黒という表現は使わない）

直ちに処置すれば，生命が救われる可能性があり，
一刻も応急処置が必要な傷病者（重傷者）

多少治療の時間が遅れても，生命には危険がない傷病
者（中等症）

治療しても生存の期待が持てない者．あるいは治療に
多大な資器材を要する傷病者（重傷すぎる傷病者）

外来で処置が可能な傷病者（軽症者）
災害カルテは使用しない．

黒色
（0）

赤色
（Ⅰ）

黄色
（Ⅱ）

緑色
（Ⅲ）

7－4 トリアージ区分変更とタッグ

①患者の緑タッグをもぎ黄色に
変更する．

②患者の搬送と共に，1枚目のコ
ピーを黄エリアに渡す．

③1枚目のタッグを整理する．

①患者の黄タッグをもぎ赤色に
変更する．

②患者の搬送と共に，1枚目の
コピー・災害カルテを赤エリ
アに渡す．

③1枚目のタッグを整理する．

①患者の赤タッグをもぎ黒色に
変更する．

②患者の搬送と共に，1枚目の
コピー・災害カルテを黒エリ
アに渡す．

③1枚目のタッグを整理する．

①旧タッグに大きく×印を付
ける．

②新しいタッグを緑色にして
旧タッグの上にホッチキス
で留める．

③災害カルテと1枚目コピー
を緑エリアに渡す．

④1枚目をホワイトボードに
貼る．

①旧タッグに大きく×印を付
ける．

②新しいタッグを黄色にして
旧タッグの上にホッチキス
で留める．

③災害カルテと1枚目コピーを
黄エリアに渡す．

④1枚目をホワイトボードに貼
る．

変更の原則：
・決定者は各エリア医師・看護師
・タッグの1枚目は初回受付で保管．エリア移動は1
枚目をコピーして次のエリアに渡す．

・2枚目は災害カルテに貼り患者と共に移動
・緑患者は災害カルテを使わない．
・GM情報担当者に報告すると共に，被災患者名簿
 （PC）に変更を登録する．

緑

黄

赤

黒
（CPA）案内係　　事務　　名

交通整理　防災センター職員

正面口トリアージ

看護師　　
看護師　　
事　務　

CPA（死亡） 緑（軽治療群） 赤（即治療群）

赤（即治療群）

赤（即治療群）

黄（待機治療群）

黄（待機治療群）

黄（待機治療群）

遺体安置所
医　師
看護師
事　務　　

応急救護所
医　師
看護師
事　務　　

検　死

内玄関口トリアージ

医　師
看護師
事　務

赤十字プラザ
医　師
看護師
事　務

救急センター
医　師
看護師
事　務　

手 術 室

帰　宅 入　　　院

後 方 病 院 に 搬 送

図 3　トリアージに関する説明図の例
（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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表 2　新設部門ページの例（正面口トリアージ）

区分 内　　　　　容

開設基準 災害レベル 2・3

責任者 脳神経外科部長　■■■■　　　看護師長　■■■■　

設置場所 正面入口前

連絡先
脳神経外科部長　■■■■（PHS：4695）
看護師長　■■■■（PHS：3156）

構成要員

看護師 3 名（救急係長　■■■■，手術室 1 名，救急 1 名）
主事責任者（医療者事業課長　■■■■）　事務 1 名（■■■■）
ME センター 1 名　　リハビリテーション科 1 名，ニチイ学館 10 名，
防災センター警備員 2 名　　　

役割及び
活動内容

医師責任者
　1．スタート方式トリアージで緑，黄，赤の振り分け
看護師責任者
　1．トリアージ責任者補助
　2．トリアージ要員の役割分担
　3．患者受け入れ状況の把握
　4．ＧＭへの連絡 (PHS トランシーバー機能の確認 )
　　1）応援の要請
　　2）トリアージセンターの状況報告
主事責任者
　1．トリアージ部門立ち上げ
　2．必要物品指示・調達
　3．トリアージ医師・看護師の補助
メンバー
　1．必要物品の配置
　2．トリアージタッグの通し番号の確認
　3．トリアージ医師・看護師の補助
　　1）トリアージタッグの記入・切り離し
　　　　氏名や住所などの患者基本情報は本人記入も可
　　2）トリアージ実施者の記入
　4．緑患者の場合タッグは作成せず緑救護所へ誘導　　
　5．黄・赤タッグの場合トリアージ搬送班へ搬送を依頼

備考
受診時少しでも呼吸があれば一時的に赤エリアに搬送する．
ミーティングを行い，各自の役割を明確にする．

必要物品 第 2 章 76 ページ参照

6 － 3 － 2 正面口トリアージ

＊責任者名に加えて開設基準，設置場所，連絡先，構成要員および人数，必要物品についての情報を明記．
＊そのままアクションカードに転用可能な箇条書きによる業務内容の記載．

（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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2 － 4 － 1 緑救護所（正面玄関ロータリー）②

物品名 数量 チェック 保管場所 準備者

医療資器材セット

救護準備室

構成員

アミ包帯　4 ～ 6 号 各 3 箱

ソフトシーネ小・中・大 各 20

アルフェンスシーネ 20

ネックカラー 5

プラスティック手袋　Ｍ・Ｌ 各 3 箱

滅菌手袋　6.5 ～ 7.5 各 1 箱

エース帯　5 ～ 7.5 各 1 箱

ウェル帯　2 ～ 7 号 各 1 箱

滅菌ガーゼ 8 つ折 5 枚入り 各 1 箱

滅菌ガーゼ 4 つ折 5 枚入り 各 1 箱

滅菌ガーゼ 16 折 1 枚入り 各 1 箱

ヒビスティック 5 箱

滅菌綿球　＃ 20 10 Ｐ

カップ入綿球　20-3 30 Ｐ

ディスポセッシ　　 1 箱

バイオシン，PDS 各 1 箱

針付きナイロン糸　30，40 各 1 箱

キープポア　2.5cm 1 箱

ハイラテックス　5cm 1 箱

ワンショットプラス 1 箱

輸液セット　大人用 1 箱

注射針　18G 5 本

注射針　23G 1 箱

ディスポ膿盆 30 個

救護所用緑ビブス

災害対策マニュアル 1

トリアージタッグ 100

小型コピー機 1 医事課受付（1）

車椅子 2 赤十字プラザ

待合用緑椅子 10 外来 6 番受付

速乾性手指消毒剤 5 薬局

表３　必要物品の表示の例（緑エリア）

（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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4 － 1 災害レベルの基準

災害レベル 0

状　　　　 況 災害対策本部の設置が必要な状況

想定される災害
県内発生の震度 5 弱程度の地震（在院者が不安を訴える状況）
県内に大津波警報等が発令（多数避難者が来院する状況）

診 療 体 制
○診療体制は平常通り
○災害対策本部の指示により院内を調整

対　　　　 応 第 1 章 13 ページ

災害レベル 1

状　　　　 況 救急センターの対応能力を超える状況または災害対策本部の設置が必要な状況

想定される災害 近隣大事故：バス横転事故等・大規模爆発事故等，県外大規模災害

診 療 体 制
○関連職員の応援
○診療体制は概ね平常通り，一部の外来で対応可
○災害対策本部の指示により予定手術の延期を検討

対　　　　 応 第 1 章 14 ページ

災害レベル 2

状　　　　 況 多くの関連職員の対応を要する状況

想定される災害 近隣大事故：バス横転事故等・大規模爆発事故等

診 療 体 制

○外来を中止または被災患者優先とし必要な新設部門を設置
○職員のマンパワー，被災患者の数に応じて中等症患者（黄）　

対応に救急センター観察室を使用
○軽傷者（緑）は赤十字プラザで処置

対　　　　 応 第 1 章 15 ページ

災害レベル 3

状　　　　 況 全職員，関係機関で活動する状況

想定される災害 大陸断層型地震，直下型地震など

診 療 体 制
○被災患者優先とし必要な新設部門を設置
○中等症患者（黄）は処置エリアを赤十字プラザに展開
○軽傷者（緑）は玄関前に大型テントを設営し対応

対　　　　 応 第 1 章 16 ページ

※時間経過に伴うニーズにあった診療体制等の整備へ移行

状　　　　 況 全職員，関係機関で長期間対応する状況

想定される災害 大陸断層型地震 + 大津波

診 療 体 制

○被災患者優先とし必要な新設部門を設置
○中等症患者（黄）は処置エリアを赤十字プラザに展開

収容能力を超えた場合は大型テントを設営し展開
○軽傷者（緑）は玄関前に大型テントを設営し対応
○ HOT 患者専用エリアを設営し対応
○処方・安否情報等は大型テントを設営し対応
○地域の大規模避難所に 24 時間拠点救護所を設営し対応
○地域に設置された避難所の巡回診療

対　　　　 応 ※災害レベル 3 と同様（第 1 章 16 ページ）

（石巻赤十字病院 2013 年版マニュアルより）

表４　災害レベルの設定の例
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1 － 1 被災情報発信・収集

関係機関名 通信手段

・厚生労働省
・宮城県（医療整備課，保健所）
  （全国都道府県含む）
・全国災害拠点病院
  （全国 DMAT 関係機関含む）

インターネット環境のある PC より広域災害医療情報システムへ必要事項を入力する．
パスワード設定済 PC は総務課・企画調整課・管財課・会計課・社会課・防災センター
★他 PC からの入力はパスワード必要

・宮城県
・宮城県救急指定医療機関（129 施設）

インターネット環境のある PC より宮城県救急医療情報システムへ必要事項を入力する．
パスワード設定済 PC は総務課・企画調整課・管財課・会計課・社会課・防災センター
他 PC からの入力はパスワード必要

・関係機関すべて 衛星携帯
設置場所：総務課長机上，社会課

・関係機関すべて 災害時優先電話
設置場所：総務課机上，防災センター

・赤十字各機関 日赤無線
設置場所：2 階事務所　窓側

・宮城県（医療整備課），災害拠点病院
・透析施設，宮城県内医師会

MCA 無線
設置場所：2 階事務所　窓側

・石巻市，石巻市立病院 石巻市防災無線
設置場所：2 階事務所　窓側

1 － 9 血液・ライフライン・食料など

機関名 ＴＥＬ・ＦＡＸ

宮城県赤十字血液センター

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■
無線　（車載移動局）

■■■■■■■■■
■■■■■

東北電力株式会社石巻営業所 TEL ■■■■■

石巻ガス株式会社 TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

石巻広域水道企業団 TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

食料
株式会社　光洋

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

衛生材料
株式会社　ミックス

TEL ■■■■■
TEL ■■■■■
TEL ■■■■■

中央リネン
株式会社　小山商会　仙台支店

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

中央滅菌
鴻池メディカル

TEL ■■■■■
TEL ■■■■■
TEL ■■■■■
TEL ■■■■■

独立行政法人国立病院機構
災害医療センター
担当　■■■■先生

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

山形県立救命救急センター
担当　■■■■先生

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

宮城県医療整備課
担当　■■■■主査

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■
MCA 無線：■■■■■
衛星携帯：■■■■■
E － mail  ■■■■■

表５　関係機関の通信法・連絡先一覧記載の例

機関名 ＴＥＬ・ＦＡＸ

宮城県東部保健福祉事務所
担当　■■■■所長　
　　　■■■■次長

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

石巻市医師会
担当　■■■■主任

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

石巻広域行政事務組合消防本部
担当　■■■■救急救助補佐
担当　■■■■救急救助主査

TEL ■■■■■
TEL ■■■■■
FAX ■■■■■
E － mail  ■■■■■

登米市広域行政事務組合消防本
部
担当　■■■■消防司令

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

気仙沼・本吉地域広域行政事務
組合
南三陸消防署

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

宮城県石巻警察署警備第二係
担当　■■■■警備課長 TEL ■■■■■

石巻市防災対策課
担当　■■■■課長補佐　
　　　■■■■課長補佐

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

東松島市健康推進課
担当　■■■■課長　
　　　■■■■班長

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

登米市防災対策課
担当　■■■■危機管理監

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

女川町防災対策課
担当　■■■■主幹

TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

南三陸町危機管理対策室 TEL ■■■■■
FAX ■■■■■

   

（石巻赤十字病院 2010 年版マニュアルより）
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見直し後の 
バージョンアップ

　マニュアルの見直し終了後，実践的マニュアル

として本当に機能するのかどうか検証しなければ

ならない．それが実動訓練の目的である．例えば，

広場にテントを張ってそこに模擬患者を運び入れ

トリアージするというような訓練をよく見かける

が，地域に対する啓発や災害対応の技能向上のた

めの訓練であるならばそれもよいと思うが，もし

本番でそうしないのであれば，いくら訓練したと

してもそれは訓練のための訓練と言わざるを得な

い．石巻赤十字病院では，そうした理由から，あ

くまで「リアル」な訓練を行うこととした．その

シナリオも災害の想定，模擬患者の投入タイミン

グ，行政や関係機関からの仮想事案のみを決めた

ものとし，マニュアル改訂後の 2008 年 1 月に机

上訓練を，同年 7 月および 2010 年 6 月に実動訓

練を行い，マニュアルのバージョンアップを図っ

た．

　要するに，訓練の目的はマニュアルの整合性を

検証し，どこにマニュアルの不備があるのかを抽

出することであって，従って「うまくいく自信が

ないので訓練したくない」という考えは，本末転

倒である．ちなみに石巻赤十字病院は「東日本大

震災」という本番の経験を基にマニュアルをバー

ジョンアップした後，震災後の 2012 年 11 月 3

日に実動訓練を行い，バージョンアップを重ねて

いる．

　このように，マニュアルは一度作ったら終わり

ではない．いくら良いものを作ったと思っても，

必ず不備や問題点が見つかるので，定期的な訓練

（または本番）による検証を常に行い，より良いバ

ージョンに繰り返しグレードアップしていくこと

が肝要である（図 4）．

おわりに

　以上，院内災害マニュアルの見直しのためのス

トラテジーについて，筆者らなりの考え方，コツ

を紹介した．繰り返すが，「マニュアル＝病院災害

対応」ではない．あくまで有効な初動体制の迅速

な確立を目指すためのものに過ぎないことを常に

念頭に置いておく必要がある．しかし逆に言うと，

災害初動体制確立ガイドブックとして，有効で，

皆が読みやすい，使いやすい「使えるマニュアル」

がない限り，さらには災害対応練習・マニュアル

検証としての繰り返しの訓練を行わない限り，い

ざ病院周囲で災害が起きた時に，迅速かつ効率的

に臨戦態勢を整えることは不可能である．このこ

とを自覚して（あるいは覚悟して），少しずつでよ

いので粛々と準備を進めていただきたい．

検証

実動訓練 災害実動

マニュアル・体制のバージョンアップ

机上シミュレーション

繰り返す

問題点・改善点の抽出

図 4　マニュアルの検証とバージョンアップ
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