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岩見沢の高等看護学校卒業後、札幌市立大学の大学院看護マネジメント学分野の修士課程

を修了。手稲渓仁会病院のICU、心臓センター、消化器センター、救急救命センターでの

勤務を経て、2008年から手稲渓仁会病院の副看護部長、2013年から現職。札幌保健医

療大学で災害看護の非常勤講師も務める。

（全国基幹災害拠点病院等災害医療従事者研修修了者）
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詳しく！もっと αナース　 ワゴン 55No.

過去に日本で起きた災害

道
外

もし、冬の札幌で直下型の地震が起きたら

　災害は「忘れる前にやって来る！」ものです。マグニチュードが1増える

と地震のエネルギーは32倍になるといわれます。小さな地震でも震源地か

ら近いと大きく揺れ、大きな地震でも震源地から遠いと揺れが小さくなりま

す。

　札幌市は断層そのものを確認できない伏在活断層が3つあるといわれてい

ます。もし、冬の厳寒期に札幌で内陸直下型の地震が起きた時には、最大震

度7で死者数は8000人を超えると推計されています。死者の多くは倒壊の

建物に閉じ込められたまま凍死し、逃げ出したとしても被災者の収容が不十

分であれば、さらに凍死者が増えるとの懸念もあります。

●濃尾地震…1891（明治24）年10月28日

日本史上最大の内陸地殻内地震で、マグニチュード8を記録。

●阪神・淡路大震災…1995（平成7）年1月17日

非常に甚大な被害が出る。この時に初めて「クラッシュシンドローム

（挫滅症候群）」という言葉が報道で使われる。災害医療体制を整備し

ようとDMATの体制がつくられる。

●地下鉄サリン事件…1995（平成7）年3月20日

オウム真理教の無差別テロ事件。大都市で一般市民に対して化学兵器

が使用される。
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道
外

道
内

●JR福知山線脱線事故…2005（平成17）年4月25日

JR福知山線の電車がマンションに激突。車両が屈曲したために、救出・

搬送までに時間がかかる。トリアージが行われる。本来、傷病者を運

ぶ車両ではない近くにいたトラックが搬送を支援。

●東日本大震災…2011（平成23）年3月11日

地震の規模はモーメントマグニチュード (Mw) 9.0で、発生時点にお

いて日本周辺における観測史上最大の地震。死者数が非常に多く、津

波による溺死がほぼ9割を占めるなど、津波や福島第一原発事故と

いった複合災害で甚大な被害が出る。DMATや精神医療をカバーす

るチームDPAT、日本看護協会で結成された災害派遣ナース、日本医

師会によるJMATなどさまざまな医療チームが派遣される。

●熊本地震…2016（平成28）年4月14日

21時26分以降に熊本県と大分県で相次いで発生。2日目に本震が来

た非常に稀な地震で、多くの死者と甚大な被害が出る。

●十勝沖地震…1952（昭和27）年3月4日

マグニチュード8、震度6の地震が発生。この地域には50年以内に

30％の確率でマグニチュード8の地震が起こる予想（地震調査研究

推進本部による）があり、2003年9月26日にもマグニチュード8

の大きな地震が発生。50年後の2053年に大きな地震が起きるとの

予想がある。

●道央自動車道多重衝突事故…1992年(平成4年)3月17日

冬のスリップ事故。医師を乗せた道警ヘリが高速道路に着陸。以降、

ドクターヘリが高速道路や一般道路に着陸できるようになる。

●南西沖地震…1993（平成5）年7月12日

マグニチュード7.8の大地震が発生し、地震の3分から5分後に奥尻

島を高さ23ｍの津波が襲う。青苗地区は津波と火災で一夜にして壊

滅状態となる。

●豊浜トンネル崩落事故…1996（平成8）年2月10日

豊浜トンネルが岩石により崩落。路線バスと乗用車が巻き込まれる。

崩れた岩盤を取り除く作業が難航し、16日に1人が遺体で収容され、

翌日の17日の夕方に20人全員の死亡が確認される。

●有珠山噴火…2000（平成12）年3月29日

マグマ水蒸気爆発が起きる。定期的に噴火する火山だったことから、

地域住民の意識が非常に高く、ハザードマップの作成や防災教育など

が行き届いていた。死傷者はなく、被害も最小限と評価される。
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道
内

●佐呂間町の竜巻被害…2006（平成18）年11月7日

風速83ｍの竜巻が発生しプレハブが吹き飛ばされ、中にいた9人が

死亡。飛散物の一部は20㎞先まで飛んだといわれている。

●豪雨による災害…2014（平成26）年9月11日

石狩・空知地方と胆振地方に集中豪雨による特別警報が発表される。

ハザードマップの避難場所へ行っても開いていない、地区センターに

誰もいないなど、避難場所の不備が問題視された。

災害：暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地

震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象または大規模な火

事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類す

る政令で定める原因により生ずる被害をいう。（第2条第1項）

災害：人間とそれを取り巻く環境の生態系の巨大な破壊によって生

じた結果、重大かつ急激な発生のために被災地域がその対策に非常

な努力を必要とするか、時には外部や国際的な援助を必要とするほ

どの大規模な非常事態をいう。

災害の定義

災害対策基本法

災害医学用語辞典
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気象や地殻の変動など自然の力によって起こる地震や津波、風水害などで、

広域的な災害になることが多く、ライフラインが被害を受け、被災地域全体

が孤立化する恐れもあります。

家屋の下敷きや倒壊、土砂崩れなど、いろいろなことが起きるため、非常に

重症な外傷が発生し、即死あるいは早期死が多くなります。火災が伴うと、

熱傷、あるいは傷からの破傷風なども起こります。クラッシュシンドローム

の対応が遅れ、救命できないこともあります。

津波の死因の第1位は溺死ですが、漂流物に体が当たって起きる損傷も数多

くあります。

家屋の損壊や河川の決壊では家屋に挟まれたり、竜巻では吸い上げられて巻

き上がったところから落下することもあります。

●クラッシュシンドローム

長時間にわたり体が挟まれるなどの圧迫があり、その解放後に起こるさまざ

まな症候群です。挟まれた体を救出する瞬間に停滞した血流が一気に流れま

す。すると、カリウム、ミオグロビン、乳酸などが一気に体内を走り回るた

め、意識混濁やチアノーゼなどが起きてきます。災害現場に行って救出をす

るときに「これはクラッシュシンドロームになる可能性がある」と思ったら

血液浄化（透析）ができる状況があることを確認する必要があります。

●コンパートメント症候群

四肢はいくつかの筋ごとに骨、筋膜、筋間中隔などで囲まれていますが、外

傷を受けると筋肉内に浮腫が起きます。筋肉内圧が上昇すると筋肉、血管、

神経などが圧迫によって死滅することから、早急に筋膜を切開（減張切開術

など）する必要があります。

●遅発死

災害関連死ともいわれています。避難生活が長くなることで脱水症や熱中症

などいろいろな病気が二次的に起き、されにストレスなどが要因となって心

筋梗塞、たこつぼ心筋症、エコノミー症候群、抑うつ状態といった状況が起

きてきます。被災者の自殺や孤独死も含まれます。

災害の種類と死傷者の特徴

自然災害

◎地震

◎津波

◎風水害
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噴火によって火口から噴出した高温の火山噴出物が高速で火山体斜面を流下

するため、逃げ遅れた人々の命が失われます。

◎火山爆発

交通事故や列車事故、化学物質、爆発、テロなどで、地域のライフラインや

医療機関の機能は保たれています。例えば、どこかの工場で大きな爆発があっ

て非常に多くの被災者が出たときでも、病院自体は被災をしていないため、

非常にうまくいけば、かなりの人数を助けることができます。火災は複合的

に起きる災害の一つです。

戦争や内戦などでの核、生物、化学物質による災害で、放射線災害や化学災

害も入ります。対策としてはゾーンをしっかりと決める（ゾーニング）や私

たちが防具を着用する（防護）、除染などが重要になります。

人為的災害

特殊災害



－ 6 －

平時の医療と災害時の医療を比較すると

　平時の医療では1人の患者さんに医療資源を十分に活用することができま

すが、災害が起きると非常にたくさんの人が医療を求める状況になります。

限られた医療資源、枯渇された医療資源の中で、どのように災害傷病者を助

けるかということが重要になってきます。

　実際の現場では、全ての被災者を十分に治療することはできません。過酷

な状況下でいかに「避けられた死」あるいは「避けられた合併症」を少なく

するか、「最大多数に最良の医療を提供する」というのが災害医療の基本的

な目的になります。

実際の災害や事故の現場で医療者は…

　災害や事故などの現場に出向くと、痛みや痛覚を感じる方たちが早く助け

てほしいとアピールしてきます。受傷者が複数いる場合、医療者は誰を優先

させるべきか迷います。

　私は小学校の前で起きた交通事故で複数の生徒さんが倒れている現場に

行ったことがありますが、学校の近くなので、すぐに親御さんたちが駆けつ

けてきます。明らかに重症でトリアージ「赤」だなと思う子は声を出すこと

もできないのですが、「黄」くらいの子たちが「痛い」と泣いています。親

御さんたちも「この子を先にお願いします」と訴えてきます。そういう場面

で「黄」の子を待たせ、「赤」の子を優先させていると、親の目が痛いと感

限られた資源でできるだけ多くの命を助ける

傷病者 1 人の救命に全力を尽くす

傷病者

医療資源（人、物、時間）

災害医療

平時の医療

傷病者

医療資源（人、物、時間）

トリアージ
カテゴリー

入院治療の必要性は
ない軽症者

治療の必要はあるが
待機可能

緊急治療の適応あり

治療の適応なし

Minor

Delayed

Immediate

Deceased

区分 Ⅲ

区分 Ⅱ

区分 Ⅰ

区分 0
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じます。

　自然災害はどんな人にも関係なく振りかかります。私たちが救助する立場・

ケアをする立場に回った時には、その状況の中で自分自身も被災しており、

家族のことも心配です。しかし、医療者として病院にこもってしっかりと仕

事をしなければならない。被災者も医療者もとてもつらい現状に直面します。

災害医療が被災した医療者の
自己犠牲の上に成り立つことがないように…

　医療者には「人の命を救う」ということが骨の髄まで染み込んでいます。

傷病者が目の前にいれば、自分が多少の傷を負っていたり、自分の家族が同

じように被災していても、目の前の傷病者を助けようとします。自分が疲れ

ていても休むことができなかったり、休むということを考えなかったりしま

す。

　しかし、自己の安全確保は大切です。家族の安全確保・安否確認もしてく

ださい。自己を犠牲にせずに、みんなで助け合うことが大切です。

　東日本大震災でも医療者は家族と連絡が取れない中で、医療を展開してい

かなければなりませんでした。休むことができず、とにかく24時間ずっと

被災者を診ることを続けたと多くの医療者が振り返ります。

　超急性期や急性期で医療の担い手となった医師や看護師、多くの医療者が

「自分も被災者である」というつらさと、「医療者だからしっかりしなきゃい

けない」という使命感の間で、大きなストレスを抱え込みます。災害医療が

被災した医療者の自己犠牲の上に成り立つことがないよう、指揮系統をとる

人が現地の医療者のこともしっかり見る必要があるといわれています。

　仙台で看護師をしている友人は東日本大震災の時に「医療資源がない中で、

自分たちのところにいる患者さんをどうやって他県に送り出すか。後方支援

をどう成立させたら良いのか分からなかった」「DMATがどんどんどんどん

来て、どうすればいいと聞かれても、何をどうお願いしたらいいのか分から

ずに、ただただ混乱した」と話していました。

災害サイクル～時期により対応するべきことが変わる～

　災害サイクルとは、災害の発生直後から中長期、さらには平常に戻るま

でのいろいろな状況の変化です。サイクルは「発災時」「3日後の超急性期」

「1週間後の急性期」「1カ月後の亜急性期」というように分けられています。

超急性期では救命が最も必要ですが、亜急性期になると心的ストレスや心的

外傷が増えてくるなど医療ニーズが変わってきます。そのサイクルごとに必

要な医療を提供することが大切だといわれています。
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　災害が起きたばかりで、被害状況が把握できません。災害指令本部が立ち上がったば

かりで関係機関への連絡が行われます。現場は混沌としていますが、被災者の救援など

が始まります。

　災害の状況が少しずつ明らかになります。院内に救護所が設置され、人命救助がいよ

いよ本格化します。この段階では「CSCATTT」という災害対応の7つの基本原則を機

能させることが重要です。災害時の医療の特徴はまず、トリアージ「緑」の歩ける方や

軽傷な方がご自分の力で医療機関にやって来ます。その後、院内の態勢が整ってくるに

つれて「黄」「赤」と重症者が運ばれてきます。災害派遣医療チーム「DMAT」は、フェー

ズ1の段階で現場に入り、医療活動に参加します。

　亜急性期の医療支援立ち上げ準備への移行時期になります。重症者の救出や救助がほ

ぼ一段落します。多数の被災者の健康を維持するために、今後の生活環境をどう確保す

るか、今後の被災者ニーズをどう把握していくかを探ります。

フェーズ

フェーズ

フェーズ

0

1

2

超急性期
～救出・救助期

超急性期
～早朝

急性期

発災直後

数時間～72時間

72時間～ 1週間

　発災から1カ月後にはライフラインが少しずつ復旧してきます。院内でも

集中治療や術後管理などいろいろなことが行われるようになります。避難所

にもさまざまな支援物資が届き、ボランティア活動も行われますが、被災者

の精神的ダメージのケアや被災地の衛生管理などが必要になってきます。

　3年が経過すると、避難所から自宅へ戻ったり、仮設住宅で生活を始めた

りと、元の生活環境に近い状況になりますが、慢性的な心的外傷のストレス

で体調を崩したり、慢性疾患の方が後から重症化するケースもあります。そ

の後、静穏期を迎え、次の災害に対応していく時期となります。

　災害時要援護者という概念を覚えてください。

　災害時要援護者とは、災害時に必要な情報を迅速かつ的確に把握すること

が困難で、自分の身を守るために安全な場所に避難するなどの行動に支援を

要する人のことです。具体的には、高齢者や子ども、妊婦、乳幼児を抱えた

女性、障害者、帰宅困難者、出張・旅行先で災害に巻き込まれた人や外国人

などです。

　以前は「災害弱者」といわれていましたが、「この人たち自身は力を持っ

ている」とのことから「災害時要援護者」と呼ばれるようになりました。
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初期治療体制の遅れを教訓に誕生したDMAT

　DMATは災害派遣医療チームの略です。災害発生直後の急性期おおむね

48時間に活動できる機動性を持ったチームで、構成員は基本的に医師1人、

看護師2人、業務調整員1人。専門的な研修・訓練を受けています。自分た

ちで物資を持つ自己完結性を備えています。

　災害が発生すると、DMAT隊員に一斉にメールが入ります。その後、被災

都道府県から厚生労働省を経て、その他の都道府県にDMAT支援要請が入り、

動き出します。区域内の活動では、被災地域内でのトリアージや応急治療を

担当したりします。「瓦礫の下の医療」という言い方の通り、非常に過酷な

状況の中で救命活動も行います。病院へ出向いて、救急外来や救命センター、

夜勤業務なども行います。被災地を拠点に広域搬送できるシステムを使って、

被災地以外のところに被災者を運んだりもします。

1995年の阪神・淡路大震災を教訓に厚生労働省が10年かけて整

備したのが、2005年に発足した日本DMATで「災害急性期に活

動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」です。

日本DMAT、都道府県DMATと段階的に設置されており、訓練を

受けた医療従事者が参集され、災害医療を行います。

DMAT（災害派遣医療チーム）

目的　◦「防ぎ得た災害による死亡」を減少させる

目標　◦可能な限り多くの傷病者に対し、速やかに根本的治療を行う

　　　◦根本的治療までの安定化を図る

活動　◦現場の医療資源有効活用のための情報共有と組織化

　　　◦全ての場面における医療支援を確立する
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▼14：46　発災

▼15：15　全国5000人のDMAT隊員に待機要請

▼19：00　千歳基地集合の要請

▼19：48　自衛隊機で搬送するため新千歳空港に参集できるチームを募集

▼02：50　手稲渓仁会病院チームに正式要請

▼05：15　新千歳空港離陸

▼06：09　岩手の花巻空港に到着

▼12：48　初回の患者搬入、その後続々と患者搬入

▼07：00　SCUチーム全体ミーティングを行い、SCUで広域搬送の準備

▼21：15　ミッションを終了

▼07：30　全体ミーティング後、SCUで勤務

▼12：15　DMATに病院支援要請が入り、海上保安庁のヘリで釜石市へ移動

▼13：15　打ち合わせ後、状況確認のため市内へ

▼15：00　県立釜石病院で支援活動

東日本大震災での実際のDMATの活動

3月11日

3月12日

3月13日

3月14日

全国から8チーム、千歳・伊丹・福岡の各空港からDMATチー

ムがやってきました。広域搬送の拠点となるSCU（ステージ

ングケアユニット：Staging Care Unit）をつくりました。

最初は軽症者でその後、重症患者が運ばれてきます。トリアー

ジ後に花巻から自衛隊輸送機とドクターヘリを介して広域搬送

が開始されました。手稲渓仁会病院には70数人の患者搬入。

食事調達をした後、いったん休憩をして、日付が変わっ

た15日の2時30分から朝まで救急患者の受け入れ

を行いました。ミッション終了後、海上保安庁のヘリ

で花巻へ。千歳に戻り解散したのが23時でした。「ま

だ頑張れるぞ」と目だけはギラギラしていましたが、

身体はフラフラでした。

災害時に傷病者を航空搬

送するために空港の格納

庫や自衛隊基地などに一

時的に仮設する搬送拠点

としての医療設備。

SCU

手稲渓仁会病院は

災害拠点病院です。

DMAT隊員養成研修

を受講した職員16

人 が DMAT 隊 員 と

して登録されていま

す。

手稲渓仁会病院
チームの場合
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災害対応の7つの基本原則

CSCATTT

C Command ＆ Control
指揮命令系統の確立

S Safety
安全性の確認

A Assesment
状況の判断

T Triage
トリアージ

T Treatment
治療

T Transportation
搬送

C Communication
情報の共有化

災害時に伝えるべき情報をコンパクトに伝えるために

「METHANE」

〜救助隊到着〜

M Major incident
大事故・災害の発生、発信者所属・氏名

A Access
到達経路、進入経路

T Type of incident
事故・災害の種類

E

E Exact location
正確な場所

N Number of casualties
負傷者数、重症度、種類

H

Emergency services
緊急サービス機関

（現状と今後必要となるサービス）

場所は丘珠空港です

私は田中です。
大災害が発生しました

滑走路内での飛行機事故
が発生しました

ガソリンの流出があり、
引火爆発の恐れがあります

空港東側からの
進入が可能です

傷病者はおおよそ 300 人
以上と推定されます

消防車 10 台、救急車 8 台
が現場活動中です

Hazard
危険性、現状と拡大の可能性

災害対策の戦術的アプローチ

　災害が発生すると、超急性期に地方自治体の災害対策本部が設置されます。

被災地都道府県から救援要請が入ると、自衛隊、消防隊、DMATに派遣要

請が入り、被災地にたくさんの要員が集まります。しかし、統率がとれない

まま、それぞれの判断で活動に入ると、医療資源をバランス良く配置するこ

とができなくなります。

　そこで、「CSCATTT」という戦術的アプローチが現在の災害対策のメ

ジャーです。指揮命令系統の確立、安全性の確認、情報の共有化、状況の判

断で基本体制を整えてトリアージ、応急処置、搬送を行います。
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DMATとの協働を具体的にマニュアルに記載しましょう！

　北海道には2017年4月1日現在、基幹災害拠点病院1施設と地域災害拠

点病院33施設が整備されています。皆さんの病院にDMATが来るというこ

とは、札幌や近隣の街が被災していることになります。

　DMATはまず参集拠点病院に集まります。北海道の基幹災害拠点病院は札

幌医科大学付属病院ですが、被害を受けて機能を果たさない状況が起きてい

た場合には、勤医協中央病院が参集病院に指定される可能性があります。全

国から、あるいは道内各地からDMATが集まってきます。

　参集するDMATは、EMISによって活動状況が集約され、EMISに入力さ

れたタイムリーな情報に基づいて出動します。入力不備で情報が更新されな

いと実態と合わない派遣が行われてしまいますので、変化が生じたら必ず情

報を入力する必要があります。

　DMATと参集病院の協働で大切なのは、防災マニュアルに「病院が行うこ

と」「DMATに委譲可能なこと」を明確にしておくことです。手稲渓仁会病

院のマニュアルでは、「トリアージ赤と黄の治療は病院が責任を持ってやる。

DMATにはトリアージと搬送を依頼する」としています。

　DMATが所有している衛星携帯電話は南南西の方角で受信するため、提供

するスペースは南南西が確保できる場所で。集まったDMATは統括DMAT

により統率され、支援の充足が確認されれば順次撤収を開始することになっ

ています。

　災害訓練はとても大切です。平時の準備が「万が一」の活動の力になります。

EMISという広域災害救急医療情報システム

　災害発生の第1報は、マスコミや公共機関から内閣情報センターへ入り、

集約されて災害対策本部、DMATへ連絡が入ります。活動を開始するにあ

たり、病院の被害状況を把握する必要があります。そこで「EMIS」という

広域災害救急医療情報システムが整えられました。

　救命センターのドクターやナース、DMATなどの救急の医療に関する医

療者がアクセスし、自分の施設のパスワードを使って、被害情報・受け入れ

情報などを入力すると、どこで何が起きていて、病院はどんな傷病者がどれ

くらいいるかなどの現状がインターネットを通じ一覧で確認できるようにな

ります。東日本大震災の時には宮城県が参加していなかったので、現地の状

況がつかめずに苦労しました。

　私たち医療者が、EMISを使いこなすことが一人でも多くの被災者を救う

ことにつながります。

厚生労働省が運営

しているインター

ネット上のシステ

ムで、病院の被災

状 況 や DMAT の

活動状況、被災者

の搬送状況などの

情報を入力・閲覧

することができ

る。

阪神・淡路大震災

の翌年1996年に

運用開始し、機能

を拡張・強化。

EMIS
（広域災害救急
医療情報システム）
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【質問】

手稲渓仁会病院では災害対策のアクションカードを使ってい

ますか？

【回答】

アクションカードは結構前につくりました。発災直後に最低

限必要となる行動を簡単かつ具体的に示したカードを役割別

に作成しました。訓練ごとに見直し、更新しています。また、

トランシーバーを各セクションに配置し、一方通行用に別の

携帯電話を使うなど、通信手段は確保できています。倉庫に

は災害の時に持っていくもの一式が資機材も含め、全て入っ

ており、いつでも取り出せます。

　10月21日に行われる災害訓練によって、当院の防災マニュアルを改定し、消防隊や

DMATとの協働についても整備する予定です。本日の講演を学びにし、より良い防災マニュ

アルを作りたいと思っています。

防災委員会

司会

久保田 良子副看護部長

アクションカード
アクションカードは、東京医科歯科大学救急救命

センターの中島康医師が発案。緊急時に集合した

スタッフの「行動指標カード」であり、限られた

人数と限られた資源で、できるだけ効率良く緊急

対応を行うことを目的に作成されている。


