福島の救護活動で思ったこと
神経内科

藤

田

信

也

震災から約1か月が経った4月14日と15日、 鈴

る。 震災から1か月経つと、 避難所から仮設住宅

木副 事務長、 渡辺課長、 長谷川看護師長、 研修医

や親戚の家へ移動していく人たちの数が、 入って

の石黒君、 看護師の岡崎さん、 伊藤さんの6人で

くる人数を上回っていた。 被災して避難所に残っ

チームを組み、 福島市のあづま総合運動公園にあ

ている人たちの大きな問題は、 避難所にいれば住

る避難所で救護にあたった。

宅費だけでなく食費も医療費も一切お金がかから

避難所のあづま総合体育館は、 バスケットの

ず過ごせるのに、 仮設住宅などに移った途端に、

コート4面が楽にとれるほど大きなところで、 津

食事などを自分たちで賄っていかなければならな

波で家を失ったり、 原発の厳戒区域から避難して

い点にあるようだった。

きた人たちがいた。 たくさんのボランティアが忙

福島の避難所で診療しながら、 2004年の中越地

しそうに出入りしていて、 避難所は、 整然として

震を思い出した。 あの時も避難所の長岡高校の体

いた。 体育館の入り口には、 毎日の朝刊が積まれ

育館に診療に行った。 一家族のスペースは、 福島

ており、 誰でも自由に取れるようになっていた。

よりはるかに狭く、 各々が自前のダンボールで

入り口にある事務局からは、 常に様々な情報が館

仕切りを作っていた。 今回の避難所での生活環境

内放送で流されていた。「本日の診療は、 長岡赤

は、 中越地震が大 きく教訓になって改善されたと

十字病院です。J「春物の洋服を配りますので、 希

思う。 着替えや簡易トイレのダンボールのキット

望者は取りに来てください。j等々。 入り口には、

も、震災前から各自治体に備蓄されているものが、

支 援の物資が積まれ、 マッサージのコーナーや築

すぐに避難所に支 給される。

地の「すし三味」、「メガネスーパー」の出張のラ

被災した方々の苦労は、 まだまだ続く。 家族や

イトパンまであった。 もちろん、 屋外には自衛隊

家・財産を一瞬で無くした喪失感は、 当事者でし

が設営した簡易入浴施設も完備している。そして、

かわからないだろう。 しかし、 震災を経験するた

診察室には、 全国各地の日赤の医師が昼間常駐し

びに、 そこで得られた教訓が次の震災に生かされ

ているのである。 診察室の隣の部屋には、 大 量の

ていく仕組みは、 さすが日本と思う。

薬剤がアルファベット順に整然と置かれていた。

被災した人々のマナーの良さも驚嘆をもって世

これらの薬剤は、 すべて薬品メーカーの寄付らし
しミ 。

界に紹介されたが、 福島でも長岡でも避難所の人
たちは、 絶望と不安の中で、 お互い争うこともな

診察室を訪れる患者さんは、 子どもの発熱や老

く静かに生活していた。 2005年に米国のニューオ

人の腰痛など、 街中の診療所と変わらない。 肺炎

リンズを襲ったハリケーン・カトリーナのときに

を疑われるような症例は、 近くの病院に紹介状を

は、 避難所のルイジアナ・スーパードームでは、

書いて送った。

略奪とレイプが頻発し、 感染性胃腸炎が集団発生

あいた時間に、 体育館の中に具合が悪い人がいな

して4人の死者が出たと聞く。

いか巡視にまわる。 ちょうど春物の服を受け取る

1995年の阪神淡路大 震災から、 日本は数多くの

ために整然とならんでいた若者が、 血管迷走神経

震災に見舞われている。 首都圏にも必ず巨大 地震

反射で具合が悪くなり、 処置をした。

が襲ってくるだろう。 もう次の天災に備えなくて
はいけない。 災害国日本に住んでいるが、 被災し

各避難家族のスペースは、「ガン バロー日本」
と印刷されたダンボールによって整然と仕切られ

たときには、 日本人として誇りのある対処をして

ていて、 十分な広さがある。 共用スペースで大き

いきたいものである。

なテレビ画面の前で、寝転がっているお年よりもい
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『赤十字』を意識した1日
内 科

佐
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当院に赴任して17年になる。 その間7.13水害、

だった。 あまりに多くの 、救援、が集まり、 せっ

中越地震では被災者も救護者も経験し、 災害訓

かく来たのに帰った救護班もでた。それをみて、通

練も何回か参加した。 しかし赤十字の救護ユニ

常業務をかなり犠牲にして参加したのに、 一体私

フォームを着て出かけるのは初めてであった。

達は本当に必要とされているのか、と疑問もわい

福島の避難所へ、 の話が出た時、 これは常勤医

た。 しかし後日、 タイムリーに適材適所救援を配

が行くべきと思い手をあげた。 仕事は 、避難所の

置するのはかなり難しいこと、 また赤十字が支 援

診療、と伝えられた。 出発前日、 ユニフォームの

し続けている、 という姿勢自体が避難している方

置き場所、 着衣の組み合わせがわからず事務部に

の支 えになっている、 ということを聞き、 改めて

聞きに行った。 はじめて入る倉庫で何とか着る物

その意義に納得した。

を見繕い、 当日着用してみたが上着をズボンの外

当院の医師は日赤以外の病院を転々としてくる

に出してしまい、 ‘先生、 それじゃあ紀香になれ

ことが多く、 実際に災害医療に携わる医師以外は

ないわよ、と言われた。 さらに上着の腕に 、新潟

赤十字の意識が薄い（ように思われる）。 私自身、

県マーク、がないと言われ（これがないと、 どの

、地域の中核病院、の思いは強いが日常 、赤十字、

日赤かわからない）、つけてもらった。そして出発。

はあまり意識していなかった。 災害医療は赤十字

救護場所の福島県あづま総合体育館は一時かな

の重要な柱であるはずなのに、 私は、 ユニフォー

りの人が避難していたが、 すでにホテルなど次の

ムのありかも、 着方も、 救護活動にでかける心 構

避難場所に移動した後で、人数は減ってきていると

えも、 自分に期待されている役割が何なのかも何

のことであった。 20数人を診察したが、 驚いたの

も知らず、 看護、 事務、 薬剤部、 そして研修医か

は全国より日赤を含め非常に多くの団体、 個人が

らいろいろ教えてもらった。 赤十字に勤務する医

集まっていることであった。 そこは福島駅から近

師へ 、赤十字と災害医療、を意識させる働きかけ

く、 設備も整っているため皆が行きやすい所だっ

の必要性を感じた今回の救護参加であった。

たようで、 コンサートや美味しいもの支 援も豊富
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東日本大震災救護に参加して
福島市あずま総合運動公園救護所
呼吸器内科

佐

藤

和

弘

た。

昨年3月11日の大震災は空前絶後の被害を起こ
しかっ福島第一原発の事故も加わって私たちの

そんな中で私たちのできる範囲での対症療法を

予想を超えた規模の多数の避難者を生み出しまし

させていただきました。 幸い2日間は緊急で紹介

た。 今回私は震災後5週間経った4月16日から17

する必要のある方はおられませんでしたが、 地域

日の2日間、 森下院長・永野研修医と共にその週

の医療機関のアクセス状況がもう少し把握しやす

の初めから派遣されておりました長谷川師長、 鈴

ければと思わされました。 余震の残る中私ども

木事務副 部長等救護班の皆さんと共に福島市のあ

の働きと同時に全国からこられた薬剤師会の先生

ずま総合運動公園で救護活動させていただきまし

方、 看護師・保健師の方々もみな懸命に働いてお

た。 その2日間を徒然に書かせていただきます。

られ大変励まされました。 17日に唐津赤十字病院
の救護班の皆さんが院長先生じきじきに交代とし

まず現場到着と共に前任の当院佐伯 医師・川田
研修医より引継ぎを受けました。

て1日半かけて到着され、 恐縮しつつも頭がさが
る思いで引継ぎを行いました。

担 当した救護所は大 きな体育館の一角を利用し
たもので、薬品や診察器具は揃っておりましたが、

私個人は2004年の中越地震で受けた恵みにほん

X線撮影の設備はありませんでした。

の少しだけお礼をするつもりでいたのですが、 逆

ただ周辺の病院などの医療体制は整備されてお

に大変励まされました。 留守をお願いした呼吸器

り、 何かあれば紹介可能な状況でした。 到着後か

内科及び病棟ス タッフの皆さん、 そして心 配をか

ら救護所に子供から老人まで受診されましたが、

けた妻をはじめ家族にこの場を借りて御礼を申し

多くは上気道炎や感染性腸炎、 そして避難生活か

上げます。

らくるストレスによる不眠・便秘などでした。

最後にこのような大災害はいつでもどこでも起

来院された避難者の方には、 抗がん療法中の方

きることですし、 救護の際はお互いの予定を急に

や脳梗塞で要介護状態の方で体調を崩された方も

融通しあうことが必要になります。 普段からのス

おられました。 病状については本人やその家族か

タッフ間の融通の姿勢が要であることも教えられ

らお聞きするしかないのですが、 かかりつけの医

ました。 ありがとうございました。

療機関に連絡をとることは不可能に近い状況でし
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東日本大震災の救護活動に参加して
新潟大 学 第一内科

川

田

亮

震災発生時、 私は1年目の臨床研修医として循

処方を行うことができた。 感冒症状が多かったと

環器内科を研修中であった。 揺れていた時間はこ

記憶しているが、 普段内服している薬が津波で流

れまで経験したことのないくらいの長さであっ

され、 高血圧で来院された方もいた。 災害時に薬

た。 すぐに担 当患者さんの病室に行き、 安全を確

剤を紛失してしまうと、 何の薬を飲んでいるのか

認するとともに、 テレビでd情報を知った。 福島を

分からなくなる事態は十分想定されるので、 この

はじめとする東北沿岸でこれまでにない大 惨事が

あたりの対策は必要であろう。 ある病院の救急外

起こっていることを理解するのには時聞がかかっ

来に紹介しようとした患者さんが、 日直医から来

た。

院を断られてしまう場面もあった。 救護班内に紹

日赤病院では2年目の研修医の先生方がまず救

介先として記されてある病院であったのだが、 土

護班として順次出発し、 その後1年目の研修医に

曜の午後という事情もあったのかもしれない。 救

も順番が回ってきた。 私は腎穆原病内科の佐伯 先

護所では血液検査やレントゲンなどの検査は全く

生とともに救護班として福島に向かった。 私はつ

行うことができないので、 病院に断られてしまう

い1年前まで福島県立医科大 学の学生として福島

とすぐに行き詰まってしまう。 救護所と病院の連

市に住んでいたので、 福島は第2の故郷のような

携の在り方も今後の課題だと感じた。

ものである。 福島市に向かう高速道路は所々でこ

避難所は暗い雰囲気に包まれているかと思いき

ぼこしており、 民家の瓦が所々崩れていた。 見慣

や、 音楽のイベントがあったり、 古着の配給など

れた福島市に入札 まず日本赤十字社の福島県支

があったりして、 思いのほかにぎやかであった。

部に着いた。 この施設も学生実習の時に来たこと

避難所の人々を力づけようという温かさを感じる

があった。 他の県の救護班もいたようだが、 どこ

ことができた。

の救護を行うのか定まっていないようであった。

1泊2日の短い期間ではあったが、 救護の現場

私たちは説明の後、 放射線モニ ターをつけて避難

を体験できたことは非常に勉強になった。 常に災

所へ向かった。

害が起こる可能性はあることを医療従事者は意識

私たちの救護所はあづま総合運動公園内の体育

しておく必要がある。 今回の救護活動は福島市で

館である。 中に入ると避難した方々が大 勢いた。

行ったが、 医療が行き届いていない地域は他 にも

テレビでみる光景が目の前にあることに、 やはり

たくさんあったであろうし、 最も効率よく医療資

震災は現実のものであったのだと思わずにいられ

源を活用できていたのかは検証が必要であろう。

なかった。 前日から救護をされていた先生方と引

また、 普段通院している病院自体が被災すること

き継ぎを行い、 活動を開始した。 ただ私は一般外

もあるので、 使用薬剤や治療内容が分かるネット

来業務というものをほとんど行ったことがなく、

ワークが必要であると感じた。

佐伯 先生のご指導を受けながら、 なんとか診察・
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救護班（福島）での活動
ICU
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自分が福島に救護班として行くことが決まる

をダンボールで仕切られた移住スペースは、 移動

と、 求められることに対して自分ができるのか自

されていたり、 不在だ、ったり、 本人を探すのに非

信がなかったし、 続く余震や被曝・食事・お風日

常に苦労しました。 夜眠れず昼間休まれている方

などいろんな不安がありました。

もいたり、 監視されているように思われる方もい

そんな不安の中、 4月中旬に福島市あずま総合

たり、 自分達がどこまで踏み込んで介入する必要

体育館救護所での診療・巡回へ行ってきました。

があるのか、 悩むこともありました。 救護班が短

周辺には、 屋根の瓦が落ち、 壁にひびが入札 ブ

期で交代し、 情報交換も十分にできず、 十分な把

ルーシートで覆われている家が多くみられました

握ができない状況では、 本来必要とされる介入は

が、 ライフラインは復旧し、 周囲の医療施設・コ

ほぼ不可能で、 地域の保健福祉に一任し継続的に

ンビニ・ガソリンス タンドなどほぼ通常通りに営

介入していただきたいと思いましたQ
4日間の活動では、 余震による被害も受けず全

業していました。
救護所では、医師とともに診療を行いましたが、

員無事に帰ってくることができ、 線量計の数値も

受診者数も多くなく、 混雑することはありません

心配する値ではなく安心 しました。 近県ではない

でした。 震災から1か月経過した救護所のニーズ

多くの赤十字救護班や、 たくさんの自衛隊・消防

は日々減っていたのかもしれません。 体育館内の

の活動を知ることができ、 多くの支 援が被災地へ

集団生活のせいか咳・咽頭痛・不眠などの症状が

むいていると感じることができま した。 現状は実

多い印象でした。 薬剤師会の介入もあり、 問い合

際確認してみないと不確かで、 場所や時期によっ

わせ・処方・指導がすぐにでき、 診療所全体はス

てもニーズは変化します。 またいつ起こるがわか

ムーズでした。

らない震災のためにも、 多くの救護員が必要だと

午後になると、 地元保健師から引き継いだ要支

思います。

援者のところへ体調確認に行きました。 体育館内

8
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救護活動を振り返って
第二医事課

救護班第9班として神内・藤田部長を班長に、
医師・石黒先生、 長谷川看護師長、 岡崎・伊藤看

渡

辺

久

男

で囲いを造り最低限のプライパシーをなんとか確
保していた。

護師、 主事に鈴木副部長と渡辺の計7名編成（医

我々救護班は4月14日嗣午後0時55分体育館避

師は1泊2日の交代制で、 15日午後から佐伯部

難所内の一室の救護所に到着。 山梨赤十字病院救

長・川田医師、 16日午後から佐藤（和）部長・永

護班からの引継ぎを受け救護所での診療を担当す

野医師）、 震災 当日から1か月を過ぎたばかりの

る事となった。 避難所内にはもう1個班赤十字の

4月14日（柑午前7時50分、 活動場所の福島市あづ

救護班が活動（避難所内巡回診療） していた。

ま総合運動公園体育館避難所に向け出発した。

開設時間は前例に倣い午前9時～12時、 午後2

途中、 高速道路のサービスエリアで休憩を取り

時30分～5時とする。 その後、 当班からの進言も

ながら、 午前11時20分福島県支部に到着。 到着報

あり4月15日働から1個班体制となるが、 問題な

告後、 支部担当者から概略の説明を受ける。 宿泊

く最終日4月17日（日）午後O時10分、 次班の唐津赤

は支部内会議室を割り当てられた。 その後、広島・

十字病院救護班へ引継ぎ、 福島県支部へ活動終了

長崎両原爆病院から派遣された専門ス タッフによ

報告をした後、 午後2時10分出発。 途中、 休憩を

る放射線被曝に関するガイダンスを受け、 各個人

取りながら午後6時35分無事病院到着する。

に線量計が配布された。

各日の取扱い患者数は下表のとおり。

我々の活動期間では健康上問題ない値と理解は
したが、 避難者にとっては長期間のことであり、

平成23年4月14日（木）

見えない恐怖に不安を感じているだろうことは想

性

像に難くない。

別

計

重症度
重症

男性

女性

乳幼児

1

1

2

2

郊外へ車で20分程のところにあり、 広大な敷地に

成

9

9

18

18

体育館はじめ陸上競技場、 野球場などのスポーツ

高齢者

施設や自然と親しむエリア・家族で楽しむエリア

計

避難所のあづま総合運動公園は、 市中心部より

人

中等症

軽症

。
10

10

20

。

。

20

など、 市民の憩いの場の一大拠点となっている。
この避難所には、 最大 約3,000人が避難生活し

平成23年4月15日樹

ていたとのこと。 現在は約1,000人となったが、

性

先の見えない中、 この週末には避難所を出て行く

男性

方が増えそうだとのこと。

別
女性

成

人

重症度
重症

中等症

軽症

1

36

。

乳幼児

避難所の運営には地元市職員はじめ他市町村の

計

20

17

37

応援職員と、 食事などは自衛隊やボランテイア団

高齢者

1

3

4

体や企業等による炊き出しが毎日行われていた。

計

21

20

41

3
。

2

39

風呂も自衛隊により設置されていた。 医療におい
ても日赤の救護班2班のほか、 常駐の地元保健所

平成23年4月16日出

の保健師・応援保健師による健康管理、 他県より

性

の心 のケアチーム、 地元医師の専門治療等が入れ

別

計

男性

女性

人

12

14

26

救護班の処方筆を一手にまかなってくれていた。

局齢者

4

3

7

避難者の大部分は体育館での生活で、 ダンボール

計

16

17

33

替わりながら活動していた。
また、 地元薬剤師会が避難所に薬剤を持参し、
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中等症

軽症

。

乳幼児
成

重症度
重症

26
。

2

5

2

31

当初は避難所内2個班体制で、あったが、 現状で

平成23年4月17日（8)
性
男性

別
女性

計

重症

中等症

活動等に切り替え、 もっと有効に活用できたので

軽症

はないか。 他組織との関係・人員等、 いろいろと

。

乳幼児
人

7

8

15

高齢者

2

2

4

計

9

10

19

成

は1個班で対応できた。 もう1個班は別地域への

重症度

1
。

1

14

制約があり難しいこともあるようだが、 現地災対

4

本部要員の役割は非常に重要である事を改めて感

18

じた。 救護班主事としてだけでなく、 訓練等を通
じ情報収集・調整能力等を高め、 少しでも役に立
てればと思う。

こころのケアの難しさ
7B

高

山

裕

子

4月末、 釜石でのこころのケアに参加しまし

病院での業務に戻り体は病院にいるものの、 こ

た。 中之島の水害や中越地震でのこころのケアや

ころは釜石に残っているような時間を何日聞か

中越沖地震の救護経験はあったものの、 報道で目

過ごしました。「こころのケア」は日赤の中でこ

にする震災の規模の違いに自分に何ができるのだ

そわかりあえるようになってきたと感じますが、

ろうという不安だけを胸に出発しました。 加えて

様々な組織から派遣された医療チームの中で役割

長岡日赤から私1名のみ派遣され、 現地で一緒に

を発揮する困難さがあると思います。 独自性が必

活動するメンバーと顔合わせという非常に心細い

要なのか、 誰もが行えることなのか自分の中での

状況だったのです。 主事の同行がない為、 食料確

答えは見つかっていません。 巡回診療に同行し話

保も自分で行わなければならない事が結構大変で

を聞くというス タンスが活動しやすかったのが本

した。

音です。

実働4日間、 釜石の鈴子広場に設置したリラッ

昨年4月末、避難所の中学校の桜が満開でした。

クスルームと避難所の巡回診療に同行しこころの

今年は長岡で桜を見ることができました。 病院で

ケアを行うことが私に与えられた役割でした。
（テ

土手の桜をみていると去年の被災地を思い出しま

ントからコンテナハウスへの引っ越しというおま

す。 去年そうだ、ったように、 桜を見ると思いだす

けがありました。） 被災者の方の話を聴くことし

ことになるのでしょう。 私は救急法指導員をして

かできない、 聴くことがこころのケアに繋がると

いるので、 体の救急法、 こころの救急法というイ

学習しましたが、 自分の関わり方に不安を感じな

メージで活動できれば良いのかなと思います。 講

がら過ごしました。 行政の方ががんばりすぎない

習会を通じ、 救急法の技術を学ぶだけでなくケア

ように、ハンドマッサージしながら関わりました。

するこころを、 自分の経験をもとに受講者に伝え

釜石での時間はあっという聞にすぎ、 何も考える

ていきたいと考えます。

ことができませんでした。

8
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