11: 20

に2名の受診。

住吉小学校隣、 申し送りを受けていたグ

石巻日赤着。 18時本部ミーテイング開始。

ループホーム「ぐらんす」を訪問。 高齢の方が

本日も「永井いきいき交流センター」にて宿泊

多数入居、 寝たきりの方もおられた。 ここも住

予定であったが、 内藤先生の計らいで市内ビジ

吉小学校と同様、 大人の腰位まで浸水した跡が

ネスホテルを予約して頂いた。

見られた。 定期的な創処置の方のほか1名の診

17: 15

20: 00

察。

夕食後、 ホテル着。 元アパートを改装し

た5階建て位の建物で、 ライフラインは全て復

12: 15

旧しておりエレベーターも稼働していた。

石巻日赤到着。 小出病院に引継。 内藤先

生は、 本部お手伝い後も本社報告会出張にて別
行動。 残り3名は市内で昼食後、 14時半頃石巻

5月26日（柑
7

: 45

市を出発。

最終日

19: 30

ホテル出発。 8時すぎ石巻中学校到着。

病院到着。 後片付け。

昨日と同様エリアミーテイングを行う。
8: 50

住吉小学校着。 避難所に居られる3名が

業務の都合上、 決算 ・ 年度始まりであり、 震災

受診。 その他、 近隣の自宅に住んでいられ、 か

より2か月後の派遣となった。 新潟県が担当した

かりつけの医院が閉院しており薬がほしいとの

エリアは、 救護班としての活動は少なかったが、

ことで来訪。 再開した開業医、 処方筆薬局の情

日々被災地の状況変化に伴う情報の収束を図る役

報は常に提供されており、 都合の良いところが

割を果たすことはできた。また、赤十字以外のチー

リストにあったため、 今後のことも含めお話し

ムと連携することにより情報共有の必要性も感じ

し処方筆を発行した。

られた。

11時15分終了。

福島での救護活動
副院 長

小

池

正

第10救護班として5月28日から2日間、 会津若

た周囲の環境の良さもあり、 それほど悲観的な人

松市に退避していた福島原発周辺の住人たちの診

はいなかったように思う。 この点は診療する上で

療に当った。 初日の朝出発、 正午ごろ会津若松に

も救われた。

到着。 会津保健所で関西からのチームと合同で説

救護班の宿泊の場所は市 内のビジネスホテル

明を受けたあとさっそく避難場所へ向かった。 場

で、 十分な休息がとれた。 他の派遣チームと比べ

所は避難民を受け入れていた磐梯高原および猪商

てかなり恵まれており、 少し後ろめたさを感じて

代湖の周辺に点在するリゾートホテルや温泉旅館

いる。

であった。

従来、 災害避難民の救護活動は日赤病院の使命

1日目は単身で活動していた横浜市大の小児科

の一つで、 当院もこれまで数々の災害に対して救

医（福島出身）と一緒に行動した。 患者さんの数

護班を派遣している。 私も当院に赴任した年に噴

はそれぞれ数人ないし十数人で、 一部体調を壊し

火活動の起った新島へ1週間派遣されたが、 比較

風邪症状を訴える人もいたが、 多くが高血圧、 糖

的長期の救護には内科の新任常勤医師が行くのが

尿病など慢性疾患患者であった。 風邪薬の処方は

通例になっていたようである。

問題なかったが、 降圧薬などは地域の開業医に配

今回、 石巻赤十字を中心とした救護活動や岩

慮し必要最小限とした。 紹介先を探すのにi-PAD

手県への出動には救急部の4医師が交替で出動し

が役立つた。

ていたので、 4月に福島市への救護班派遣要請

このころはまだ避難は一時的なものでこれから

があった時はまず内科系医師にお願いすることに

先延々と続くなどとはだれも予想しておらず、 ま

なった。 とりあえず4チームその後未定というこ
-
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とで始まったが、 3チームで一旦終了となった。

あったため内科診療業務に大きな支障をきたさず

その後、 今回の出動を最後に内科医師への出動

に済んだと思われるが、 今後、 長期間に亘って出

要請はなかった。 未曾有の大災害で赤十字病院以

動しなければならないときにも余裕を持って対応

外にも日本中たくさんの病院が救護活動に参加し

できるよう常勤医師の確保に努めていく必要があ

てくれたためと思われる。

ろう。

今回、 内科医師の救護活動は短期間、 交替制で

福島県裏磐梯活動レポート（5月30日～5月31日）
救命救急センター

内

藤

万砂文

私個人としては初めての福島県での救護活動

多く、 一時帰宅の目途はいまだにたっていない。

であるO 前半2日参加の小池副院長のあとを受け

二度と町には戻れないとの思いを持つ人が大半で

て5月30日（月）と31日同午前の1日半の活動であっ

ある。 初日の午前4名、 午後10名を、 2日日の午

た。

前は2チームで28名を診療した。 気候の異なる異

朝 8時30分より会津若松保健所にてミーティン

郷の地にたどりついた流浪の民であり、ストレス、

グが開催された。 保健所長の司会で役割分担、 方

過労などによると思われる不眠、 めまい、 胃腸障

針や要望に対する回答が示される。 地域医師会と

害の訴えが多い。 診察に際しては、発災時のこと、

も話し合いがもたれ連携はできているとの話であ

避難の経緯、 これまでの境遇、 今後の町のことな

る。 支援医療班が2班、 各地の薬剤師会からの薬

ど、 さまざまな心のうちを吐き出される。 ただた

剤師が4～5名、 他県からの保健師数名に加え、

だ傾聴するのみで、 診療は進まないが心のケアに

行政からの参加者もある。

はなっていると思われた。

私たちの役割は裏磐梯のホテルや休暇村に避難

津波ですべてを奪われた被災者の石巻や釜石な

している住民に対する巡回診療であった。 原発の

どとは、 種類の異なる災害による被災者と考える

町、「大熊町」ゃ「双葉町」からの住民が大半で

べきであろう。 避暑地であるため、 医療機関への

あったが、 必ずしも集落ごとに集められてはおら

便は悪く巡回診療は今後も重要な役割といえる。

ず知人はほとんどいないとのこと。 多くが、 理由

現在の状況がつづく限りは医療班の支援は必要と

も聞かされずに着の身着のままで公民館に集めら

思われ、こころのケア要員の同行が有用と考える。

れ、 数日のつもりでパスにて避難し、 その後いく

地域の医師会との密な連携ができることが大前提

つかの避難所を転々としたのちに裏磐梯にたどり

ではあるが、 いましばらくは赤十字としてこの地

着いた人たちである。 放射能に翻弄されつづけた

域の被災者を支えることを求められていると感じ

数か月といえる。 現在の住環境は 申し分なく、 ホ

た。

テル側も大変好意的に対応してくれているようで

〈日赤DMAT研修会インストラクター
メーリングリストへの投稿原稿転載〉

あった。 原発から5キロ以内に居住していた人が

8
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福島での救護活動
看 護 部

福島県は、 地震や津波の他、 原発事故により避
難を余儀なくされている被災者が多くいました。

地

濃

優貴子

フロント前のソファーだったりと様々でした。 具
合の悪い方は、 部屋へ往診もしました。

発災当初は、 体育館 や公共施設などが避難先と

私は問診を担当し、 血圧測定、 持病や残薬、 自

なっていましたが、 震災から1か月以上経過した

覚症状の確認をして、 医師へ情報提供しました。

頃になると、 疲労やプライバシーの問題、 計画的

ストレスによる高血圧、 不眠が多く、 中にはホテ

避難による避難者の増加により、 2次避難が行わ

ルの食事で野菜不足となり、 栄養が偏るケースや

れていました。 2次避難先は原発から離れた会津

運動不足からの不調を訴える方もいました。 さら

地方のホテル、 ペンション、 旅館などの施設で、

に問診中、 お話を聞いていると、 震災当時のこと

5月中旬の段階で約9,000名を受け入れ、 その数

を語り始めたり、「本当に辛かったの」と涙を流

は230か所にのぼっていました。

される方もおり、 心境を共感することしかできま

今回私達は、 医療救護班として会津保健所に出

せんでしたが、 それでも最後には「ありがとう」

動しました。 総合病院や診療所への巡回パスの運

とすっきりとした表情で救護所を後にしていまし

行が週に1～2回あり、 被災者が受診できるよ

た。

う医療の体制が整えられていましたが、 すべての

医療はもちろん必要でしたが、 それよりもじっ

施設で同様の対応をすることが困難であることか

くり話を聞くこころのケアの必要性を強く感じま

ら、 パスが巡回できない場所や、 まだ医療巡回で

した。 同時期、 こころのケアチームも会津管内で

きていない場所などにおもむき、 巡回診療を行う

活動を行っていましたが、 全く別行動でした。 災

ことが今回の活動内容でした。

害慢性期は、 こころのケアのニーズが高い時期で

救護班の編成は医師1名、 看護師長1名、 看護

す。 医療救護チーム ・ こころのケアチ｝ムとわけ

師1名、 主事2名の計5名でしたが、 他県の薬剤

ず、 どちらも担えるチーム編成や活動体制ができ

師会の薬剤師3名と、 会津出身のボランティアの

ると良いのではないかと思いました。
このような本格的な救護活動は初めてでした

医師1名が同行し、 一緒に活動を行いました。
活動の実際では、まず施設に診療場所を確認し、

が、 大きなトラブルなく活動を終えられたのは、

診療の流れを考えて診療所をレイアウトします。

よいチームメンバーに巡り合えたからだと，思って

1室お借りできる施設もあれば、 食堂だ、ったり、

います。 みなさん、 ありがとうございました。

-198-

会津地区の巡回診療
第一医事課

5月28日から31日までの4日間、 福島県会津地

伊

藤

義

明

時間を使うことができた。

域に第10班救護班として出動した。 主にホテルや

急性期を乗り越えた後の巡回診療では、 様々な

旅館などで生活する避難者の巡回診療を行うこと

疾患の診療となり処方は多種にわたり量も多い。

が任務であった。

医師2名が診療を行い薬剤師は3名で調剤の対応

会津地域の道路や街は震災の影響による被害な

した日があったが、 一般名 ・ 商品名を確認しなが

どは見られず、 外側から見れば何の変わりもない

ら薬を探し出し、 処方の控えを記録し薬袋に入れ

穏やかな日常のように感じられる。 ただ、 あちこ

て渡す作業は、この人数でも手一杯と感じられた。

ちに見られる「がんばろう日本」などのポス ター

それだけに薬剤師の必要性を非常に大きく感じる

だけが震災を物語っていた。

ところであった。

会津地域は原発からおよそlOOkm離れている。

また、 対策本部の指示により赤十字以外の医師

津波災害を受けた相馬市や浪江町、 そして原発の

や薬剤師、 救護班、 保健師と連携し診療にあたる

立地地区である双葉町や大黒町からたくさんの人

ことが非常に多かった。 診療先となる避難施設の

たちが避難し、 スキー場近くのホテルや、 温泉地

規模や人数、 避難者の状態、 合流する人員や救護

の旅館などでひっそりと生活を送っていた。 少し

班の編成などの情報をもとに、 臨機応変に対応を

避難するからとパスに乗せられ、 何も持たないま

考え現場を機能させていくことが大事である。

まここへやってきたのだと。 しかし、 もう簡単に

もうひとつは、 4日間で巨大ホテルから山奥の

家に帰ることは許されない。 そんな避難生活を送

小さな温泉旅館まで9箇所を巡回したが、 いずれ

る人々の巡回診療に携わった。

も道に迷うことなく予定時間通りに目的地に到着
できている。 救急車に搭載されている「カーナピ」

今回、 まず感じたことは救護班に他団体の薬剤
師が同行し処方の調剤業務に力を発揮してくれた

のおかげである。 その威力は絶大。 山奥の「国民

こと。 これが大変良かった。 ボランティアや薬剤

宿舎さぎの湯」でさえ自信を持って砂利道を突き

師会からの災害派遣で来ている薬剤師が、 必ず救

進むことが出来た。 定期的な地図データの更新を

護班に同行する編成が組まれていた。 その分看 護

お願いしたいと思う。

師などは問診や処置など患者ケアや対応に十分な

などへ出動山た方々から情報をもらい、 主事

-
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