
【まとめ】今回、初めて当院の健診実態調査を行っ
て、現状を知り、問題点が明らかになった。待ち時
間そのものの短縮、待ち時間を快適に過ごすための
対策に取り組んでいきたい。
今後、今回の改善前後の比較や、それによる受診者
の満足度の感じ方や変化を調査し、改善を検討しな
がら満足度の高い健診を目指していきたいと思う。
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近年の雨は短時間に局地的な豪雨をもたらすように
なり、先日も八女市や朝倉郡、日田市などで甚大な
被害が発生したことは、記憶に新しいかと思います。
私たちが勤務する小竹町立病院周辺でも大雨などに
より周辺の道路が冠水する被害が、度々発生してお
り、自然災害による被害は決して他人事ではないと
感じています。また今回の災害で私たちが感じたこ

とは、自然災害の発生時においてもその地域の病院
は、常に診療の継続が求められるということです。
大災害時であっても診療の継続ができるように、災
害マニュアルを作成しましたので、その成果を発表
したいと思います。

当院は人口約8500人の小竹町に立つ唯一の公立病
院です。糖尿病患者を中心に診療しています。遠賀
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ありがとうございました！ 

災害マニュアルの 
整備について  
平成２４年１０月５日（金） 

小竹町立病院 
発表者    小川 伸一郎 

       安藤 厚子 
研究者    細川  征史 

         惣門 紀代子 
         渡邊  千恵 
         平田  千恵 

はじめに 
「２０１１・３・１１東日本大震災」 

死者・行方不明者は合わせて２万人を超え、 
甚大な被害が発生しました。 
私たちが勤務する小竹町立病院の周辺では、 
地震や津波こそありませんが大雨により周辺道路 
が冠水するなどの被害が度々発生しており、 
自然災害による被害は決して他人事ではないと 
感じています。 
そこで災害においても診療継続するための 
災害ﾏﾆｭｱﾙを作成しましたので、その成果を発表 
したいと思います。 
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川のすぐ西にあり、度々水害の被害に遭っています。
過去5年間で3回、病院周辺道路が冠水する被害が
発生しています。しかしそのような状況の中でも予
約の患者さんは来院され、職員が冠水した道路を、
患者を背負って横断するなどの対応に追われました。
患者はもとより職員の安全確保が課題となっています。

従来の当院の災害マニュアルは、主に火災発生時の
職員、及び患者の避難と安否確認が中心で、訓練も
当番性でやや形骸化しつつあり、被災地の診療継続
という観点からは不十分なものでした。そこで今回、
診療継続という観点を踏まえ新たな災害マニュアル
を作成することとしました。災害マニュアルを作成
するに当たって、必要な要件を検討した結果、次の
ような項目を顧慮すべきと考えました。

【災害対策本部の編成・設置】本部長1名、副本部長
2名で形成され、支援班と実働班に分かれます。被害
状況の確認及び情報収集、各部署は速やかに被害状況
をまとめ、被害状況報告書を対策本部へ提出します。
本部は報告書を元に一目で把握できるように、ライフ
ラインのチェックシートを活用します。周辺の被害状

１．当院の被害状況 

 
 

  
 
 
 
 

• 平成２２年７月１５日 毎日新聞より 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ｈ２０年７月飯塚市 

２．災害マニュアルの作成 

Ⅰ 災害対策本部の編成・設置 
Ⅱ 被害状況の確認及び情報収集 
Ⅲ 患者及び職員の安全確認 
Ⅳ 人員確保及び召集 
Ⅴ 緊急医療救護体制の整備 

Ⅱ 被害状況の確認及び情報収集 

①各部署は発生したのち、すみやかに 
 「被害状況報告書」を提出。 
 
②施設・設備の点検 
 
③周辺地域の被害状況把握 
 
④町からの情報収集 

今までの災害対策は… 
マニュアルが不十分（火災用の２ページのみ）                 

       ↓ 
夜勤で発生した場合に誰に連絡するのか？ 
どこまで召集をかけるのか？ 
その基準もわからない。 

       ↓ 
全職員が災害に対する危機感がない。 

 
 

Ⅰ 災害対策本部の編成・設置 
 本部長 

（事業管理者） 

副本部長 
（副院長） 

副本部長 
（事務長） 

救護班 
（責任者 副院長） 

・医務局 
・外来、病棟看護師・放射線科 

外来患者対策班 
（責任者 外来主任） 

 
・外来看護師・医事科 

入院患者対策班 
（責任者 副師長） 

 
・病棟看護師・看護助手・機能訓練室 

総務・情報収集班 
（責任者 係長） 
・総務科・医事科 

物資対策班 
（責任者 薬局長） 

・薬局・栄養科・検査科 
・機能訓練室・病棟看護師 

              患者対策班 
             （責任者 師長） 
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況につきましては、参集した職員からの聞き取りを中
心に被害状況を把握するように対応します。患者及び
職員の安全確認、負傷した患者、職員、また転院が必
要な患者を把握するリストを活用します。

【人員確保及び召集】在院して入る職員の受傷など
を確認した後に、勤務可能な職員を職種別に把握し
ます。夜間休日に災害が発生した場合は、緊急連絡
網により可能な限り各部署の人員確保に努めます。
当院では全職員の携帯アドレスを登録し、緊急参集
用に病院から全職員へ一斉メールをすることとしま

Ⅲ 患者及び職員の安全確認 

①患者及び職員の安全確認を行い被害状況を
適切に説明しパニックを防ぐ 

 
②避難が必要な場合には速やかに誘導 
 
③転院が必要な場合には当核患者の 
 必要最小限の診療情報の確保に努める。 

職員氏名 生年月日 年齢 性別 傷病名 処置等 転帰 

負傷職員リスト 

負傷入院患者リスト 

患者氏名 生年月日 年齢 性別 傷病名 処置等 転帰 

Ⅳ 人員確保及び召集 
①勤務可能な人員を職種別に把握する。 
 
②夜間・休日に発生した場合は緊急連絡網
にて連絡を取り人員確保を行う。 

 （全職員へメールの一斉送信） 
 
③地震災害の場合、携帯・固定電話の 
 発信制限が予想されるため震度５以上は
原則として自発的に参集する。 

災害対策本部の設置基準及び人員体制 

配備 基準 人数 

第１次配備 次にあげる事項で事業管理者が必要と判断した時 
①大雨警報又は洪水警報 
②暴風警報 
③震度４以上の地震 

２名 
（うち 
事務１名 
看護師１名） 

第２次配備 ①町内各所が冠水を始め、病院へのアクセスに支障が生じる 
②避難勧告 
③震度５以上の地震 

半数の 
職員 

第３次配備 ①施設が床下以上の浸水が予想される場合 
②避難指示 
③震度６以上 

全職員 

被害状況等報告書（病棟用） 

 
 
 
 
１．人的被害 
 
 
 
 
 
 
 
２．物的被害 
 
 
 
 
 
 
 
３．その他報告事項（死亡者氏名等） 
 

病棟 報告時間      時    分ＡＭ／ＰＭ  報告者 

病床数 患者数 担送数 護送数 独歩数 外泊数 

     名      名      名      名      名      名 

患者状況 
◎死亡・・・・・・・    名 
◎重症・・・・・・・    名 
◎中等症・・・・・    名 
◎軽症・・・・・・・    名 
   計・・・・・・・    名 

職員状況（勤務人員     名） 
◎死亡・・・・・・・    名 
◎重症・・・・・・・    名 
◎中等症・・・・・    名 
◎軽症・・・・・・・    名 
   計・・・・・・・    名 

壁や天井の破壊・・・・・・・・破壊有・無 
避難通路の使用状況・・・・使用可能・困難 
電気の使用状況・・・・・・・・使用可能・困難・一部可 
電話の通話状況・・・・・・・・通話可能・困難・一部可 
水道の使用状況・・・・・・・・使用可能・困難・一部可 
ガス漏れの状況・・・・・・・・有・無 

酸素・・・・・・・・・・使用可能・困難・一部可 
吸引・・・・・・・・・・使用可能・困難・一部可 
ＥＫＧﾓﾆﾀｰ・・・・・使用可能・不可 
呼吸器・・・・・・・・使用可能・不可 
除細動・・・・・・・・使用可能・不可 
ナースコール・・・使用可能・不可 

                                               ○可能  
 施設整備ライフラインチェックシート（災害対策本部用）      △一部可能 

                                         ×不可                         

部署 外来 病棟 薬局 放射線科 検査室 給食 事務 機能訓練室 
レントゲン   ＣＴ室 

電 気 

電 話 

院内ＰＨＳ 

水 道 

ガ ス 

エレベーター 
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した。地震の場合携帯電話、固定電話の発信制限に
より、召集困難が予想されるため震度5以上は原則
として全職員自発的に参集することとしています。

【緊急医療、救護対策の整備】災害時に効果的な医
療活動を行うためには、正確な被害状況の把握、医
療機関や小竹町などの関係機関との連携、依頼状況
及び活動情報を収集する体制を確立するように、努
める必要があります。
診療可能状況を把握するために、施設整備や医療機
器の使用可能状況や空きベッド数を一目で確認でき
るようにしています。

負傷者に対するトリアージの実施、災害の末後、当院
には重症軽症を問わず、傷病者が殺到することが予想
されます。そのため病院の玄関付近にて、第一次トリ
アージを実施し、応急処置までの円滑な流れを確立す
るように努めます。トリアージ実施については発生直
後にトリアージ体制を確立できるように、平常時から
訓練を重ねていくように取り組んでいます。

医療機器 配置一覧     月    日   時   分報告 
名称 数量 配置場所 災害時使用 空ベット数 
救急カート １ ２階病棟（２２５室） 可能・不可 （酸素・吸引部屋） 

          
         床 

アンビュー ３ 外来 可能・不可 
２階病棟（救急カート内） 可能・不可 

内視鏡室 可能・不可 （酸素吸引なし） 
 
         床 

心電図モニター １ ２階詰所 可能・不可 
 

１２誘導 ２ ２階詰所 可能・不可 
外来 可能・不可 

除細動器 １ ２階処置室 可能・不可 
 

ＡＥＤ １ 外来 可能・不可 
 

ＳＰＯ２モニター ６ 外来ー１ 可能・不可 

病棟ー５ 可能・不可・一部可能 
輸液ポンプ ３ ２階詰所 可能・不可・一部可能 
シリンジポンプ ２ ２階詰所 可能・不可・一部可能 
ストレッチャー ４ 外来ー１ 可能・不可・一部可能 

病棟リネン庫横ー２ 可能・不可・一部可能 

  
   

    
    

    
    

  

Ⅴ 緊急医療救護体制の整備 
 

①町内の被災状況、診療可能状況の把握 
 →災害対策本部、小竹町へ適時報告し 
  地域医療救護活動の拠点に努める 
 
②診療可能状況の把握 
 
③院内での医療救護活動 
  ・トリアージの実施 
  ・傷病者の誘導及び収容場所の確保 
 
④受け入れ停止（ライフラインの停止、医薬品不足など） 

トリアージ判定基準 
 
 
 
 
  （ＳＴＥＰ１）        （ＳＴＥＰ２）          （ＳＴＥＰ３） 
  歩行可能か         呼吸数             意識 
 
 はい  いいえ    ＞３０／分  ＜３０／分       従命 
       呼吸有無                    なし    あり  
                    ＊Ｂｌａｎｃｈ ｔｅｓｔ 
    なし      あり 
 気道確保              ＞２秒   ＜２秒      
             （ＳＴＥＰ２） 
なし     あり                 （ＳＴＥＰ３） 
                                 ＊爪床圧迫解除後 
                                       赤みが戻るまで 
                                        の時間                                                             

トリアージ区分 
緑 軽症：歩行している全くの軽症者。 
黄 中等症：医師より診察・処置を必要とするもの。 
赤 重症：生命の危険があるが治療により救命が可能なもの。 
       倒れる目撃があり、救命可能な心肺蘇生中のもの。 
黒 死亡郡：院外で死亡しており、救命不可能と評価されるもの。 

緑 

黒 赤 

赤 

赤 

赤 黄 

トリアージの態勢作り 

１次トリアージ     正面玄関前にて 
赤
・重
症 

黄
・中
等
症 

黒
・死
亡
／
救
命
困
難 

緑
・軽
症 

２次トリアージ 外来ホールにて 

外来 
○○Ｄｒ 

１階相談室 
○○Ｄｒ 

玄関横カーポート 
○○Ｄｒ 

死体安置所 
保健センター 

帰
宅
可
能 

入
院
又 

は
搬
送 

入
院 
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引き受け可能な患者数としては、被災地内であれば
外来100名程度、入院は20から40名としトリアー
ジタッグの赤は、基本引き受けないか救命措置を行
い搬送、黄色と緑は受け入れ可能としています。被
災地外であれば、赤は2から5名まで。黄色と緑は
引き受け可能としています。カルテに関しては通常
カルテは使用せず、災害用カルテとし、患者 ID も
災害用に切り替えます。

【糖尿病患者への対応】2005年3月の厚生労働省の
決定により、災害時には処方箋なしで内服及びイン
スリンの販売が可能となりました。これを受け当院
でも災害時においては処方箋のコピーなどの薬剤情
報があれば、医師の診療がなくてもインスリンの販
売を行うこととしました。販売に当たっては、でき
るだけ多くの糖尿病患者へインスリンが供給できる
よう、3日分又は1本ずつの販売としました。

【今後の課題】今回災害発生時の対応マニュアルを
作成しましたが、実際においてはマニュアル通りの
対応が取れないときがあります。今後は想定外のこ
とも考慮し、中心メンバーが入れ替わっても役割が
機能するようメンバーを入れ替えながら訓練を重ね
ていく必要があると考えます。

これをもちまして本日の発表を終わらせていただき
ます。
ご静聴ありがとうございました。

今後の課題 
 
実災害時はマニュアル通り体制が取れない 
可能性がある。 

       ↓ 
 
災害時訓練の継続・強化に努める 
 
 

３．ＤＭ患者への対応 
●２００５年３月より災害時は処方箋なしでも 
インスリン販売可能に 

             ↓ 
①当院でも処方箋のコピー、薬剤情報があれば 
かかりつけでなくても販売 
 
②内服処方は基本３日分、インスリンは１本 

５．おわりに 
最後になりますが今回の東日本大震災で 
亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りする 
と共に、 
被災された方々の１日も早い復興を願いまして 
本日の発表を終わらせて頂きます。 
 
 
 

ご清聴ありがとうございました。 

災害時用ｶﾙﾃ  
仮ＩＤ ：●●●●●        
患者氏名             様     生年月日 Ｍ・Ｔ・Ｓ・Ｈ／    年    月    日 
年齢      歳／性別 男・女      受付時間             年    月    日   
トリアージ区分（赤・黄・緑）         担当医師                              
 
（ＪＳＣ        ）             時    分 ＢＰ   ／    ＳＰＯ２  ％ ＨＲ 
                          時    分 ＢＰ   ／    ＳＰＯ２  ％ ＨＲ 
                         挿管チューブ   Ｆｒ  固定     ｃｍ 
                         血管確保     Ｇ（部位          ） 
                         尿道カテーテル   Ｆｒ カフ     ｃｃ 
                         ＦＡＳＴ（エコー） 
                         その他処置 
 
 
                         所持品：衣類・靴・時計・義歯・携帯 
 採血□                       その他（                     ） 
 ｘ－ｐ□（胸・腹           ）       所持品所在（                 ）   
 ＣＴ □（頭・胸・腹         ） 

診療経過 

◎引き受け可能な患者数の想定 

●被災地内の場合：外来患者１００名／日 
             入院患者２０～４０名 
トリアージ赤は引き受けないか救命処置をして搬送 
黄色と緑を引き受ける 
 
●被災地外の場合：外来患者１００名／日 
                    （最大２００名） 
             入院患者２０～４０名    
トリアージの赤は２～５名以内引き受ける 
黄色と緑を引き受ける 
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