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地域を守る災害医療の向上 防災活動大作戦
四万十町国保大正診療所

医療安全管理者・防火防災管理者
診療放射線技師・防災士・応急手当普及員

大川 剛史
石井隆之・伊藤浩史・林和人

～みんなで逃げる みんなで助かる～

　よろしくお願いします。
　こちらの写真は高知市内の昭和南海大地震の津
波のあとの被害の高知市の写真です。むこうが、
四万十町大正診療所で、このような山間部の小さな
有床診療所です。

平成26年8月10日台風11号四万十町では・・・。

　近年、毎年のように大きな水災害が全国で起こっ
ておりますが、四万十町でも去年の台風11号の影響
でこのような水災害に見舞われました。

土砂災害も・・・。
幸い人的被害は
ありませんでした。

　土砂災害も、幸い人的被害はありませんでしたが
起こりました。

大正診療所でも・・・。（撮影者 西尾美紀先生）

駐車場が膝の高さまで浸かりました。

　大正診療所でも、このように駐車場が膝の高さま
で浸かってしまいました。

長野地震2014.11.22午後10時8分震度6弱 5

　年末、長野県の方で地震がありましたね。皆さん
の記憶の中に新しいかと思います。

長野地震2014.11.22午後10時8分震度6弱

　

この地震、震度６弱でした。白馬村の写真になりま
す。

演 題
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長野地震震度6弱死者ゼロの背景
家が倒壊した方の話によると、自分が助かった理由として一番多

かったのは、「とにかく外に出ることだ」というふうに話していた。
地震が起きた際に外に出るのは非常に危険だが、今回の地震では、外
にすぐに出た方は比較的、無傷で避難できていた。他にも「たまたま
自分の上にたんすが乗っかってきて、それが身を守ってくれた」と話
す方や、「お風呂場にいて、傷は負ったが命だけは助かった」と話す
方もいた。しかし、今回、一番感じたのは、この地域の強い「結び付
き」です。自分が助かった後も地域の方や友人をすぐに助けにいって
いた。そのなかには、暗闇のなかでも「助けて」という声を聞いただ
けで、その人が誰で、どこにいるのか瞬時に判断してレスキュー隊を
呼べたという話もあった。これだけ大きな地震が起こったなかでも
「死者ゼロ」という結果につながった一番の理由は、やはり普段から
の防災意識の高さと訓練、そして地域の強い結び付きなのではないか
というふうに感じています。.

　このような大きな地震でしたが、死者ゼロという
結果に繋がりました。これはやはり普段から防災意
識の高さと、そして訓練、地域の強い結びつきがこ
のような結果になったのだと思います。
　訓練では「とにかく外に出ることだ」。建物が震
度６、震度７になるとこのように崩壊してしまうの
で、机の下に逃げているようでは生き埋めになって
しまうかもしれない。
　とにかく外に出るという事を教えられたようで
す。そして自分が助かったあとも地域の方や友人を
すぐに助けに行って、クラッシュ症候群、外傷性窒
息症を防ぐことができたのだと思います。

災害を正しくイメージする・・・

正しく恐れる

防災・減災

➜

死者０ゼロを目指すために何が必要なのか？

死者０ゼロを目指して
何が必要なのか？医療人としてどうするのか？

 地震や水災害などの土砂災害により道路が寸断された時に救急車や医師が
いけない時に地域の住民で負傷者の適切な応急手当や心肺蘇生法などを身
につけてもらう。

 その中で治療優先順位がある。トリアージの意味を知っていただく。
 負傷しないために自分たちの身は自分たちでしっかり守る。自分たちの地
域は自分たちで協力して守る。公助をあてにしてはならない。

 自分たちの住んでいる地域にどんな災害が起こるのか？
 災害の対処方法をまず家族単位で考えてもらい、地域に活かしてもらう。
 災害の種類によっては、避難の仕方や避難場所が変わる。
 安全な場所へ逃げるという意識をもってもらう。

　死者ゼロを目指すために何が必要なのか。災害を
正しくイメージする。それが防災・減災に繋がるこ
とだと思います。
　それでは、何が必要なのか、そして医療人として
どうするのかというのを考えました。
　道路が寸断された時、地元の住民の方で応急手当
や、そして心肺蘇生法などを身に付けていただくこ

とも大事だと思います。そして治療の優先順位があ
るトリアージの事も知っていただく必要がありま
す。何よりも、負傷しないために自分たちの身は自
分たちでしっかり守る、防災に対する備えというの
を地域・家族単位でしっかりやっていただくことも
大切です。
　自分たちの住んでいる地域にどんな災害が起こる
のか、災害の対処法を色々と考えてその地域に役立
ててもらう。安全な場所へ逃げるという意識を持っ
てもらう、そこが重要だと感じました。

医療救護所

 大正・十和診療所は災害時に四万十町の医療救護所となります。
 医療救護所では黄赤タグの患者をトリアージをして災害拠点病院に搬送させ
たり、軽症者の治療にあたります。

10

　大正診療所は医療救護所として活動させてもらう
事になります。

大正診療所・地域住民参加合同防災訓練
西本町中町区会

 トリアージについて
 負傷者の搬送法
 応急手当処置法
（創傷・骨折・熱傷・出血など対
処）

 大正地区のハザードマップ作成

　我々は診療所内だけではなく地域住民の参加型の
防災訓練をやり始めました。
　内容としては、トリアージについて、負傷者の搬
送方法、応急処置法、そしてその地域のハザードマッ
プを作成してみました。

段ボール・買い物袋・ガムテープ
古着・タオルなど使用した固定法
 皆でやるといろいろな知恵が出てくるのがおもしろい！！
 楽しんでやることが大切である。
 そこで出た問題点が次の課題となる。

　応急処置法では、身近にあるものを使って行いま
した。皆でやると知恵が出て面白いです。そして楽
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しんでやることがとても大切です。

段ボールを使った頸椎損傷の固定法

 応急処置法では、
家庭内で身近にあるものを
使用しての訓練を行った。

　これは頚椎損傷したときの段ボールを使った固定
法。これもやりました。

大正ハザードマップ
平成26年8月10日

台風11号のため膝の高さまで水浸

図演習訓練ではこの地域に多くの危険個
所があり、それに対する災害時の避難の
工夫や備えが必要であると皆が学んだ。

　大正の防災マップです。大正診療所があります。
その周りには、紫の所が地すべり危険箇所で、青の
所は土石流危険箇所、赤の所は急傾斜地危険箇所で、
黄色とオレンジの所は浸水箇所です。そう考えると、
大正地域、このように危険な所がいっぱいあるとい
う事を皆が分かりました。それに対する備えや、そ
して避難の工夫というのを皆で考えていきました。

大正北の川小中学校・大正東部地区住民参
加合同防災訓練

 南海地震にて集落孤立を想定した防災訓練
 小中学校職員生徒・父兄・近隣住民228世帯400名対象と

する広域訓練。参加者200名ほど。
 訓練は住民が集落の集会所に避難した後、二次避難所とな

る小学校に集合。
 避難訓練・情報訓練・炊き出し・防災マップ図演訓練・災

害についての学習・防災グッズ展示など。
 図演マップにてこの地域には推定土砂災害危険個所が184

所もあることを知ってもらい、その対策を家庭や地域で考
えてもらう。次回に活かす。

 前回、心肺蘇生法や応急手当法を行っていた。
 集落が孤立すれば住民の助け合いが重要になる。訓練を通

して世代間のつながりを深めたい。という意見をいただい
た。

　大正の北の川小・中学校、そして東部地区の地域
住民参加型の防災訓練を行いました。集落孤立に備
えての防災訓練です。

 各集落で班分けを行い、災害についての学習・避難
ルート、避難場所や避難所安全性・家族・集落の情
報確認方法・減災対策・防災倉庫の内容の再確認な
どを考えてもらった。

 最後に各集落ごとに自分たちが作成した集落ハザー
ドマップを発表してもらい、集落での災害対策の工
夫や改善点をみせてもらった。

大正北の川小中学校・大正東部地区
住民参加合同防災図演訓練

　ここでも各集落で班分けを行い、ハザードマップ
を使ってそれぞれの所にどういうふうな危険箇所が
あって、新たな安全な避難ルートがないかどうかと
いう事を皆で考え、それに対してどのような情報を
確認するのか、そして減災対策、防災倉庫の内容を
もう一度再確認してもらうようにします。
　最後に各集落ごとに発表して頂き、今後の課題、
そして今後こういうふうにやっていきたい、という
のを話していただきました。

災害時には小中学生は戦力となる！！

　災害時には小中学生が即戦力になる。これは先ほ
どの班分けでも発表がありましたとおり、やはり皆
がそういうふうに痛感するところです。おじいちゃ
ん、おばあちゃんを引率して避難する、そして炊き
出し訓練に小中学生も一緒になって、力になって
やっていくという事がとても大事だと思いました。

心肺蘇生・応急手当法普及大作戦！！
もしもの時、家族や大切な人を助けれるのは
あなたかもしれません！！
（四万十町職員・大正地区会・老健施設など行政・消防・診療所職員チームを組んで回っています。）

　心肺蘇生法、応急手当、これも普及することをやっ
ております。自分の大切な家族を守れるのは、本当
にそのご家族もしくは地域の方々かもしれませんの
で、四万十町職員、そして地域の地区会、老健施設
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災害ボランティアなどにも、消防そして行政の方と
協力して行われておりました。

地域を守るための防災学習会と
応急手当・心肺蘇生法の必要を感じた！！
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　地域を守るためにこれらが必要と感じました。

地域を守るための防災学習会と
応急手当・心肺蘇生法の必要性と意義

いざという時に応急処置・心肺蘇生法を活かして人を助けたい。
本気で災害に対する備えを地域でしようと思った。
医療機器が使えなかったり、スタッフが少ないという状況は考えたことがなかった。
 軽症者に対する応急手当は、家族や地域住民で対応することが必要と感じた。
負傷者を地域から救護所や病院へ搬送する場合、止血などの応急手当を行い、悪化を最小
限にすることが理解できた。
大切な家族を守るために心肺蘇生技術や応急手当法を取得したい！！
避難方法や災害対処の知識を知っているのと知らないとでは大違いで、知らなければ、や
らなければ、死ぬかもしれない。やるだけのことをやってから死にたい。
やってよかった！！

　参加者の声ですが、いざという時に応急処置法、
心肺蘇生がとても重要であるということが分かっ
た。医療機器が使えなかったり、スタッフが少ない
という状況を考えたことがなかったというご意見な
どもいただきました。

災害が来たら・・・。
時期や状況を意識する。
災害の状況や情報を正確に知る方法を考える。
予測や想定外を意識し、人間の技術（防波堤や水門や建物など）を過信しない。

需要を理解する。
津波や浸水被害に遭う医療機関は屋上や最上階に備えを!!

人的資源を活かす。
経験や知識を活かす。
まず自分の命を守ってよい。家族を守ってよい。

21

生き抜くという事が大事！！

　災害が来たら時期・状況を確認して、そしてどう
いうふうなものがあるのか需要を理解する、人的資
源を活かす。まず自分の命を守ってよい、家族を守っ
てよい、生き抜くという事が大事だという事です。

まずはやってみる！！

実際に防災訓練やってみることで問題がみえてくる！
真面目にやると知恵が出る！
 いいかげんにやると愚痴になる！
解決策を職員や地域の方々で知恵を出しあって考える！

　実際に防災訓練をやってみると、いろんな問題が
浮かんできます。そして職員や地域の方が知恵を出
し合って考える。真面目にやると知恵が出る、いい
かげんにやると本当に愚痴だらけになってしまいま
す。
　災害医療はまさに地域医療だと感じます。地域住
民との連携で様々な対応ができるようにしなければ
なりません。
　我々は、医療人として地域の方にできる事がまだ
まだたくさんあると思います。災害関連死の予防な
どもそのうちの一つだと思います。地域を守ってい
くためには、自分たちの地域にあった体制を整えて
次の世代へ繋げていけるよう、大正診療所はこれか
らも地域住民と共に未来ある楽しい防災活動をやっ
ていきたいと思っております。

ご清聴ありがとうございます。

ご清聴ありがとうございました。




