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はじめに

当院は、災害拠点病院に指定されており

その役割を果たすため2008年より災害訓練

を実施している。

災害拠点病院としての役割を向上させるた
めに、毎回訓練の内容を少しずつ修正した。

2016年で8回目の災害訓練を終え、

これまでの経過と課題について発表する。

 

はじめに、当院は災害拠点病院に指定されて

おり、その役割を果たすため2008年より災害訓

練を実施しています。災害拠点病院としての役

割を向上させるために、毎回訓練の内容を少し

ずつ修正しました。今年度で8回目の災害訓練

を終え、これまでの経過と課題について発表し

ます。 

目的

実災害に対応可能な災害訓練が行えているか

検証し、今後の災害訓練の質の向上に繋げる。

 

目的は実災害時に対応できる災害訓練が行

えているか検討し、今後の災害訓練に繋げる。 

方法

期間：2008年～2016年

対象：全職員

方法：①災害訓練経過と目的の検証

②各エリアチェッカーの評価

③災害訓練後のアンケート調査

 

方法です。2008～2016年までの全職員を対象

に、災害訓練経過と目的の検証、エリアチェッ

カーの評価、災害訓練後のアンケート調査の3

項目について検討しました。 
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 結果です。災害訓練項目と目的の経過です。

第１～４回目までは災害に対する基礎的内容

を周知するために行いました。各部署シナリオ

・台本を元に、予備訓練や準備に重点をあてる

ことでエリアの立ち上げ等スムーズに行えま

した。5回目以降は主シナリオを縮小し、実災

害に即した内容へシフトしていきました。毎年

訓練を行うことで課題があがり、その都度マニ

ュアル修正等を行ってきました。

災害対策本部

 

訓練の様子です。これは災害対策本部です。 

トリアージ・緑エリア

 正面玄関をトリアージエリアに配置し、緑エ

リアは屋外テントを建て配置しています。 

救護所エリア

 実災害時、赤エリアは救急外来、黄エリアは

中央処置室としていますが、訓練時は場所を使

用できないため、多目的ホールを2つに分けて

行っています。 

チェッカー評価用紙

＜重症・中症/治療班 5段階評価＞

災害体制移行の発令により、必要物品を持ち所定の場所に集合し
準備体制に入ることができる。 所要時間（ ）分

班員と協議し役割分担を行えた

準備終了後外来師長に報告できた

本部に参集人員を報告できた

中症者と重傷者（黄・赤トリアージタグ）の治療を行うことができた

入り口で再トリアージできた

リーダーは本部から直接搬送患者情報を受け、班員に伝達できた

医事課職員は直ちにカルテを作成できた

患者が入室したことを患者報告用紙に記載できた

全24項目

 エリアチェッカーの評価項目の一部になり

ます。災害訓練時には、チェッカーを各エリア

に配置し、訓練動向を５段階評価で行っていま

す。チェッカーは、基本DMAT隊員や災害対策

災害訓練項目・目的
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委員メンバーが行っています。 
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トリアージエリア

重症治療班（赤エリア）中症治療班（黄エリア）

軽症治療班（緑エリア）

立ち上げ

トリアージ

報告連絡

チェッカー評価

 エリアチェッカーの評価です。エリアの立ち

上げ・トリアージタグの取り扱い・報告連絡の

3項目に分けて行い、平均値で比較しました。

各エリアとも、毎年評価に大きな差は見られま

せんでしたが、2016年の評価は全体的に低下し

ており、特に報告連絡の項目が目立ちました。 

はい
93%

いいえ
7%

Qマニュアルを読みましたか？

はい
60%

いいえ
29%

無回答
11%

Qマニュアルを訓練に活かせましたか？

はい
66%

いいえ
24%

無回答
10%

Q災害に対する意識の変化は

ありましたか？

はい
78%

いいえ
10%

無回

答
12%

Q自分の役割を果たす

ことができましたか？

はい
61%

いいえ
16%

無回答
23%

Q困ったときは報告連絡

相談したか？

2016年度アンケート調査

2014年度 74％
2015年度 87％

2014年度 54％

 2016年度アンケート調査の結果です。マニュ

アルを既読したと答えた人が93％と非常に高

い結果でした。2014年度が74％、2015年度が87

％と年々増加傾向です。またマニュアルを訓練

に生かせたと答えた人は60％と比較的高い結

果となりました。災害に対する意識の変化があ

ったと答えたのは66％であり、2年前の同様の

質問に対し、変化があったと回答したのは54％

でした。 

・災害時に自分が何をすべきなのか考えるようになった
・身近に起こった災害のことを思いながら参加した
・混乱する中でいかに冷静かつ臨機応変に対応できるか
が大切だと感じた
・短時間で限りある医療を迅速かつ効率的に提供しなけ
ればならないと感じた
・災害時に対応できる物品管理が必要であると感じた
・連絡体制が不十分であると感じた
・お互いにわかりやすく伝達することが大切など

意見・感想

394件

 アンケート調査での意見・感想は一部のみの

紹介ですが、「災害時に自分がなにをするべき

なのか考えるようになった」「身近に起こった

熊本地震の災害のことを思いながら参加した。

」「混乱する中でいかに冷静かつ臨機応変に対

応できるかが大切だと感じた」等、全部で394

件ありました。 

意見・感想の内訳

38%

32%

6%

5%

4%

15%
役割の理解と冷静な判断力

災害に対する危機感

物品管理について

災害医療について

連絡体制について

その他

 

内訳はスライドの通りで、実災害への危機感

や当事者意識を感じさせる意見が多数あり、こ

のことはほとんどの部署からアンケートで見

られました。 
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考察

・マニュアルの既読率は年々上昇していたが、

チェッカーの評価は低下していた

今回シナリオ廃止したことで混乱を生じた

・アンケート調査で多数の意見

段階づけた訓練による職員の意識・考え方の変化

実災害では状況に応じた対応が必要

災害マニュアルは体制整備と初動時に必要

 考察です。マニュアル既読率が年々上昇して

いたにもかかわらず、チェッカーの評価で特に

報告連絡の項目が低下したのは、今回「シナリ

オを廃止した事と人員配置を経験の浅いスタ

ッフにした事」が考えられます。またアンケー

ト調査で、例年より多数の意見があったのは、

段階づけた訓練の実施と熊本地震の直後であ

った事もあり職員一人一人の災害に対する意

識・考え方に変化があったためと考えられます

。 

 実災害時にマニュアルはとても重要であり、

必要なものです。しかし、あくまで体制整備と

初動時が主であり実際の災害現場では何が起

きるか誰にもわかりません。 

そのため実災害では一人一人が「限られた資源

で今何ができるか」を常に考え、状況に応じた

対応が必要です。 

おわりに

・訓練を継続したことで、全職員に災害対応の全体

的な流れを把握させることができた。

・今後の展望として、派遣されたDMAT隊員やドク

ターヘリでの傷病者の受け入れ体制を考慮した

訓練を行っていく。

 おわりに過去8回の訓練を継続したことで、

全職員に災害対応の全体的な流れを把握させ

ることができました。今後の展望として、派遣

されたDMAT隊員やドクターヘリでの傷病者

の受け入れ体制を考慮した訓練を行っていき

たいと考えています。 

ご清聴ありがとうございました。
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