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災害時に備える～西土佐診療所の取り組み～

発 表 者 篠田 知佐 （高知県：四万十市国民健康保険西土佐診療所）

共同研究者 西村 光太郎、井上 睦子、林 由紀、永井 敏久
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はじめに、四万十市国保西土佐診療所は、高

知県の西部、四万十川の中流域に位置し、ベッ

ト数１９床の有床診療所です。今年の夏、国内最

高気温４１度を記録した江川崎観測所のすぐ近く

にあります。
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当診療所では平成２４年４月、院内に災害対策

委員会を立ち上げ７人の担当者が対策について

話し合いを重ねながら避難訓練や炊き出し訓練

を行ってきました。その取り組みについて報告

させていただきます。
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きっかけとなったのは、東日本大震災発生後

に、日本栄養士会の派遣栄養士として岩手県山

田町で３日間支援活動に参加し、全国から応援

にきた派遣栄養士と共に、食料の配給作業や避

難所での食事状況調査などを行ったことでし

た。この経験が災害時の取り組みに繋がりまし

た。
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まず、訓練を行うにあたって３つの基本姿勢

を確認しました。

１つ目は、やりっぱなしにしないで、そこで

でた問題点を次の訓練につなげること。

２つ目は、西土佐診療所ならではの方法でやっ

てみること。

３つ目は、救護者と要救護者それぞれの立場

になって考え行動してみることです。
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災害時を想定した訓練の、第１回目は、診療

所内の危険箇所を把握することや災害時に最低

限必要なものを把握することを目的として行い

ました。

炊き出し訓練はライフラインがすべてストッ

プした状態で、備蓄してあった非常食をどうやっ

て提供するかということをテーマとしました。

調理には羽がまを利用し、必要な水と燃料とな

る薪は診療所の裏山に取りに行くことも訓練内

容に取り入れました。
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訓練後は水や食料を始め、災害時に必要なも

のを優先順位の高い物から揃えていっていま

す。
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平成２４年５月に２回目の炊き出し訓練を行い

ました。備蓄していた非常食は底をつき、厨房

内に残されていた食材で、できるだけ食べ慣れ

た食事を提供することを目的としました。
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入院患者さんの中にはトロミが必要な方や、

軟らかい食事しか食べられない方がいるため、

主食形態は米飯とお粥の２種類としました。
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お米は洗わずそのまま炊飯袋に入れ、お粥は

米の量を１／３にしました。それをお湯の中に

入れると２０分でご飯が炊き上がります。

みそ汁のだしには長期保存が可能な「干しい

たけ」を使いました。
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この訓練では竹がとても活躍しました。竹で

ご飯を炊いたり、お湯を沸かしたりと西土佐な

らではの内容も取り入れました。

当日は、西土佐消防分署の協力を得て避難方

法の学習も行いました。毛布で患者さんを包み

階段を使って避難させる方法などを学びまし

た。

訓練後、「階段にスロープがあるともっと避

難させやすいのではないか？」といった意見が

でました。
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平成２４年９月の訓練では、事務局長手作りの

スロープを使っての避難方法と、竹と毛布の担

架で避難させる方法を試してみました。
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実際に訓練してみると、階段の傾斜がきつく

スロープを使っての避難は、滑り落ちそうで人

手がないと危険であること。また、竹と毛布の

担架の場合は竹が長過ぎて避難できませんでし

た。竹の長さなど基本的なことを事前に確認し

ておくことの重要性を感じた訓練となりまし

た。
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平成２４年１２月には、火災時の避難訓練を行い

ました。寝たきりや、骨折で痛みのある患者さ

んなどを、どうやって建物の外に避難させるか

を職員がそれぞれ考えながら行動しました。こ

の訓練から、リーダーが的確に指示をだすこと

が必要だということ。そして、お互いへの声か

けがないと迅速な避難ができないということが

わかりました。
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病院改革プランにおける検査室の取り組みと検証

発 表 者 三島 一巳 （岐阜県：郡上市国保白鳥病院 臨床検査部）

共同研究者 鷲見 まつ代、山下 哲生、青木 洋子
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おわりに、訓練を通して感じたことは、「やっ

てみないと分からない！」ということです。実

際にやってみることで問題点が見えてきます。

その解決策を考え、次の訓練に繋げていくこと

に意味があると思います。

地域の特性を活かし、手に入るものを利用し

ながら、長期化すると思われる被災生活に対応

できる力をつけることが大切だと思います。

食は命をつなぎます。命をつなぐ食を守るこ

とは私たちの重要な使命です。
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西土佐地区唯一の医療救護所として、機能で

きるよう西土佐診療所ならではの訓練はこれか

らも続きます。ご清聴ありがとうございました。
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はじめに、郡上市は岐阜県のほぼ中央部に位置

し、７ヶ町村、総面積約１，０００km２、人口約４５，０００

人の中山間地域です。

東海北陸自動車道が郡上市を縦断し、車で金沢

市、名古屋市まで約１時間半の所にあります。

当院はベッド数６４床、内科、外科、人工透析な

どの医療の他、在宅介護支援センター、訪問看

護ステーション、デイケア、住民健診などを一

体的に提供し、郡上市北部における中核的な医

療機関です。
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