
仮想災害訓練アルバム
3者合同
勤医協中央病院 札幌市消防局・東消防署北海道DMAT

災害医療における最大の目的は、限られた医療資源で一人でも多くの命を救

うことです。大規模災害時は、北海道が指定している災害拠点病院が近隣の

医療機関の拠点となり、参集するDMATと協働し、被災者を受け入れますが、

当院でもあらゆる事態に対応できるよう訓練の幅を広げ、万が一の時に備え

ています。

ムラージュ

模擬患者の特殊メイクで

す。見せかけの外傷で、救

急隊員や医師のトリアージ

の能力をテストし、訓練し

ます。今回の中央病院の災

害訓練では、訓練用のム

ラージュ・キットで、20

人の救急傷病者を作りまし

た。より実践的なトリアー

ジ訓練のため、患者さん役

へ の演技指導も行われま

した。

8：30

患者役ボランティアのムラージュを行う
（共同ビル2階）
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「ただいま、訓練地震が発生しました。……（略）。管理部・本部担当者は災

害対策本部みなくるAに至急集合してください。各セクション長はフロアの被

害状況を確認し、10分以内に報告用紙（被害状況チエックリスト）にまとめ、

みなくるAに集合してください」

今回の訓練では通信設

備が使えないことを想定

し、院内の被害状況を報

告用紙で把握

◦各フロアの被害状況を記入した用紙を各部署担当者が本部に持参

◦報告用紙が届かない部署に対しては電話で確認

9：15

災害訓練開始館内放送

9：16

本部機能稼働開始

－ 2 －



◦被害状況を確認し、災害本部長（田村院長）・本部長補佐（松田事務長）

が災害コールの発令を決定

「お知らせします。ただ今より訓練用の災害コールを宣言します。要員になっ

ている医師およびブース責任者と看護師長は、患者さまの安全と被災状況を

確認の上、20分後の9時40分までに、みなくるAに集合してください」

◦要員医師、ブース責任者、看護師長から「空床情報・手術情報・透析情報」

を収集

9：25

災害コール判断

9：30

災害コール発令（館内放送）
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トリアージ災害モード発令（館内放送）

◦本部長がトリアージ災害モード宣言

◦トリアージ災害モード発令を館内に向けて放送

◦要員医師に配置指示

◦各部門責任者に無線機の配布

9：40

方針伝達会議

これよりトリアージ災害モードを宣言し

ます。外来診療は中止して、外部からの

被災者を受け入れるトリアージ災害モー

ドとします。各担当部署は早急にトリアー

ジおよび各ブースの設営準備を開始して

ください。全職員へのトリアージ災害モー

ドを館内放送で発令します。

被災者を受け入れるトリアー

ジ災害モードを宣言します。
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各ブース設営

トリアージブース

緑ブース

黄ブース

赤ブース 黒ブース
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DMAT到着

被災者来院

DMAT（災害派遣医療チーム）
Disaster Medical Assistance Team

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です。「災害急性期に活動で

医師、看護師、業務調整員（救急救命士、薬剤師、放射線技師、事務員等）を含む
4、5人

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、日本DMAT、都道府県DMATと

段階的に設置されています。

司令塔は都道府県が担い、DMAT指定医療機関

が、DMAT研修を受けた医療チームを必要な際

に組織し派遣します。

9：50

10：00 ～ 10：45

構成
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トリアージブース 傷病者の重症度・緊急度を判断

来院した傷病者を受け入

れ、重症度を判断してトリ

アージタグを付けて緑・黄・

赤・黒の各ブースへ送りま

す。基本的に、止血・気道

確保以外の治療は行いませ

ん。
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緑ブース 入院治療の必要性はない軽症者

緊急性が高くない軽症者の

治療を行います。簡単な処

置や投薬処方箋の作成が中

心です。処置が終わった患

者の帰宅誘導や、認知症高

齢者への対応も行いまし

た。
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黄ブース 治療の必要はあるが待機可能

今すぐに命に関わるほどの

状態ではなくても、処置が

必要な患者を受け入れま

す。病状の変化に伴って、

赤ブースへの移動を判断し

ます。
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赤ブース 緊急治療の適応あり

命に関わる重篤な状態で、

すぐに処置が必要な患者を

受け入れます。
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検査部門

黒ブース 治療の適応なし

すぐに処置を行っても救命

が難しかったり、すで死亡

している患者を受け入れま

す。死亡判断や死亡診断書

作成のほか、遺族対応を行

います。

黄・赤ブースと連携して、CT、X線など検査を行います。

訓練では、運ばれてきた患者に対してあらかじめ準備し

ていた検査結果を提出しました。
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災害対策本部

EMIS（広域災害救急医療情報システム）
Emergency Medical Information System

災害時の「被災地域での適切な医療・救護にかかわる情報」を都

道府県を越えてインターネット上で共有する厚生労働省が運営し

ているシステム。阪神・淡路大震災の翌年に運用を開始し、機能

を拡張・強化しながら進化を続けています。都道府県や区市町村、

医師会、保健所、消防機関などがネットワークで結ばれ、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ます。

院内のカメラや無線連絡か

ら、各トリアージの状況を

把握し、問題発生時の判断

を担います。また、病棟と

連携し、病床をの確保を行

います。今回は、北海道庁

の指導を受けながら、広域

災害救急医療情報システム

への情報の入力訓練も行い

ました。
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DMAT
DMAT の役割の一つであ

る「病院支援」。病院の指

揮下に入り、診療・看護・

搬送などの支援を行いまし

た。また、病院のやライフ

ラインの被害状況、来院被

災者の情報などを収集し、

DMAT本部へ提供します。

衛星電話で本部と連絡

病院とDMATで情報共有
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レスキュー隊は自然災害や火災現場などにいち早く

入り人命救助を行う専門部隊で、救急隊は救急現場

に駆けつけ傷病者に対して適切な処置（救急医療）

を行い、速やかに救急車で病院へ搬送する部隊です。

今回は両者が連携し、勤医協中央病院向かいの勤医

協札幌東ビルから負傷した被災者の救助と搬送を行

いました。

札幌市消防局レスキュー隊・札幌市東消防署

3階に取り残された傷病者を
救助ロープに吊り下げた担架で救出
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　院内無線を使った連絡体制は、われわれにも大変に参考になりました。

今回の訓練では、傷病者1人に対しスタッフや医療機器などの医療資源

がとても充実していました。劣勢な劣悪な環境を想定し、傷病者数が倍

だったら、医療資源等が半分だったらという訓練も必要かもしれません。

今後も協力しながら訓練を続けていきたいと思っています。

　北海道DMATとの初の協働訓練ということで、事前に打ち合わせを

していても、やはり想定外のことが多々起きました。指揮命令系統の確

立が重要になると思います。本当の有事では、医療資源がない、転院先

が見つからない状態に陥ります。リアルな想定に近づけた訓練も必要で

す。DMATには支援指揮所の上に活動拠点本部があり、さらにその上

に道の本部があります。組織力を生かした支援や役割分担ができるよう

に、本日の訓練を振り返り、課題を共有化していきたいと思います。

札幌市東消防署札苗出張所

北海道DMAT

森 弘毅（消防司令補）

石川 幸司 (                             )北海道科学大学 保健医療学部看護学科助教 
急性・重症患者看護専門看護師

　玄関前のトリアージブースは例年寒いため、院長に無理を言ってジャ

ンパーを購入してもらい、ぬくぬくの状態で訓練できましたが、薄着の

患者さんに使う毛布がなかったので、真冬の吹雪の日だったらどうなる

のだろう……と考えてしまいました。リアルな設定でも訓練したいと思

います。今回は、看護師が中心となってトリアージポストを運営しまし

た。うまくいかなかったり、うまくいったりということを経験できたこ

とが、良い訓練になったと思います。

トリアージブース

田口 大 救急センター長

災害訓練講評

各ブースからの講評
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　トリアージブースから本部に入る無線報告を聞いていて思ったのは、

患者さんの名前を最初に告げ、最後にトリアージの色を伝えるのではな

く、最初に「何色のブースの患者さんです。氏名は……、年齢は……」

と伝えた方が、受け入れるブース側も聞き落とすことなく耳を傾けるこ

とができると思いました。今回初めてDMATチームと一緒に転院搬送

を行いましたが、不明点が解決できました。協働の流れも分かり、有意

義な訓練でした。

　災害医療時は患者さんが一度にたくさん来るから大変！　と聞いてい

たのですが、訓練が始まっても黄ブースに患者さんがほとんど来ないの

で、もの足りなさを感じました。地震の発生から災害公示にかけての病

院の動きが事前の情報と違っていたので、やや混乱しました。

赤ブース

黄ブース

牧口 直子 看護師長

吉岡 敬介 課長

　受け入れ患者さんの数よりもスタッフが充実していたので混乱するこ

となく、一人ずつ対応できました。ほかのブースに援助を出せるのでは

ないかと考えた場面もありました。小さな改善が多々必要で、救助のマ

ニュアルもより良い内容に更新したいと思います。

緑ブース

谷間 百恵 看護主任

　黒ブースは待ちの態勢が続き、1人の収容で終わりました。赤ブース

から本部に「死亡」の報告が入った後、本部から「赤ブースに迎えに行っ

てください」という指示が来ると思っていましたが、赤ブースのスタッ

フが運んできました。忙しい赤ブースのスタッフが動くのではなく、余

裕のある黒ブースのスタッフが迎えに行くのが良いといった意見が出ま

した。

黒ブース

坂本 悠子 課長
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　私は近くの老人ホームから迷い出てきた認知症の患者さんという設定

で参加しました。何を聞かれても「分からない」と答え、勝手に動いて

いましたが、実際の災害時には、複数の高齢者が勝手に院内外を動き回

ることがあると思います。誰かが付いていないと、新たな問題も出るん

じゃないかと思いました。ちょっと考えさせられました。

　皆さん本当に本日はお疲れさまでした。今回の訓練で、新たに細かい

改善が必要だということが分かりました。今後に生かすためにも、しっ

かりと振り返り、総括したいと思います。

当院は基本方針の一つとして、災害時・緊急時には病院を挙げて地域の

患者・住民を守るために行動することを掲げています。災害時は指揮命

令系統や連絡体制が重要になるため、日頃の診療でもコミュニケーショ

ンを円滑にし、機能分担と責任を明確にしながら行動するようにしなけ

ればならないと思いました。

　訓練を重ねる中で、本部機能の混乱も抑えられるようになってきまし

た。講評で「医療資源が充実した中で行われた訓練」との指摘がありま

したので、次回以降の訓練では「医療資源が十分ではない想定」で一人

一人の職員のパフォーマンスをどう引き上げるかを検証し、さらなるス

テップアップを目指したいと思います。

　「災害は忘れたころにやって来る」という名言がありますが、昨今は

「忘れないうちにやって来る」と言ってもいいような状況です。いつ何時、

何か起きるか分かりませんので、何かあったときには皆さんに力を貸し

ていただきたいと思っています。

　参加者の皆さんの意見を生かして次の訓練を行い、訓練の継続を力に

したいと思います。本日は本当にありがとうございました。

ボランティア

勤医協中央病院 防災委員長

石井 靖恵さん

田村 裕昭 院長

防災委員長講評

傷病者・家族役などで
参加していただいた24人のボランティアの皆さま
ご協力をありがとうございました

◦勤医協札幌看護専門学校の

　学生…………………… 12人

◦札幌市立大学

　看護学部備災同好会…… 3人

◦勤医協西区病院………… 4人

◦友の会…………………… 5人

ボランティアの皆さん
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