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司会（深江久代） 

 只今より難病患者、障害者の災害対応を

考えるシンポジウムを始めていきたいと思

います。昨日の悪天候とはうって変わって

今日は暖かい春の日差しがそそぐ良い日と

なりました。このような貴重な休日にお集

まりいただきましてありがとうございます。

有意義な一日にしていきたいと思っており

ます。 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、主催者を代表して一言

ご挨拶を申し上げます。 

さる平成 15 年に、溝口先生や今福先生や

深江先生、また県の保健所の岩間先生を中

心として、平成 12 年から 14 年度の厚生

科学研究の災害時における難病患者支援ネ

ットワーク整備モデル事業として、災害時

における難病患者支援マニアルを作成して

いただきました。 

 このマニアルは全国的にも非常に高い評

価を頂きまして、全国保健所長会の Web

ページにも掲載されております。今回の難

病患者支援並びに今回のシンポジウムは東

日本大震災の発生に学びまして難病患者、

障害者の立場から、難病連としては野原前

理事長が、共同研究者として今福先生、溝

口先生、上田先生、深江先生の方にまた 

、京都の立命館の佐藤ゼミの皆様にもご協

力頂いております。本日、佐藤先生をはじ

めほか 3 名の方もみえております。よろし

くお願いします。それから、この事業にフ

ァイザー製薬様にもご協力頂いております 

本日の司会は、このシンポジウムの共催で

あります、静岡難病ケア市民ネットワ―ク

の副理事長をしております静岡県立大学短

期大学部看護学科の深江が担当いたします。

どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、最初に主催者の挨拶というこ

とで、NPO 法人静岡県難病連理事長であり

ます鈴木孝尚さんからご挨拶をいただきま

す。よろしくお願いします。 

 

 

 

 

事をご報告させておきます。また、被災地

視察や被災者並びに関係者からのヒヤリン

グ等行いまして、災害時マニアル見直しへ

の提言を行っているところであります。 

 いつ起こるか分からない災害に対して、

普段から、自助、共助、公助の備えをして

おく事が大切だと思います。一言に難病患

者さんと言っても、その病状や置かれた状

態はさまざまです。それゆえ、患者さんや、

援助する人がひとりひとりにあったその人

独自の自分流支援計画を平常時に作ってお

き、普段にそれを見直していく事が重要に

なってきます。静岡県は第 4 次被害想定の

見直しを行っております。今回のマニアル

見直しが難病患者、長期慢性疾患者さんの

より良いものになるように有意義なシンポ

ジウムにしたいと思います、どうぞよろし

くお願いしたいと思います。では貴重な時

間、本日よろしくお願いします。 

 

 

 

主催者あいさつ 

鈴木孝尚 NPO 法人静岡県難病団体連絡協議会理事長 
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司会 

 ありがとうございました。 

 それでは、今日の進行ですが最初に難病慢性疾患者当事者の方の発表をして頂きます。

パーキンソン病、呼吸不全障害者、腎臓透析患者ということでお一人づつ、代表の方に発

表していただきます。その後専門職、NPO 法人静岡県難病連の代表が 15 分の発表をして

いきます。一人づつ後半の専門職の方には 15 分づつの発表と質問を 5 分ということを予

定しております。そして、最後に皆さんに前に出ていただきまして総合討論ということで 4

時には終わりにしていきたいと思います。 

 それでは、3 月 11 日に東日本の大震災で 1 年が経ちました。その時の静岡新聞を読み

ますと、死者 15,854 人、行方不明 3,155 人をだした東日本大震災発生から 11 日で 1

年、約 1600 人の子供たちが親を失い、余震が異常な頻度で続くなか、約 344,000 人の

被災者が今もなお仮設住宅などの避難生活を強いられている。膨大ながれきは東京電力、

福島第 1 原発事故による放射性物質の影響で広域処理が進まず復興の足取りは重い。家屋

の全半壊は約 383,000 戸、県案の高台への集団移転事業は一ヶ所もまとまっていない。

不自由な避難生活からストレスで体調をくずす人も多い。県外被災者は 3 県で約 73,000

人に上がり、この内 63,000 人が原発事故が終息しないが福島の避難者。仕事の為、夫が

単身地元に残り妻子が県外に避難したケースも多く、震災は家族を切り裂いた。このよう

な記事が今年の 3 月 11 日の静岡新聞に出ていました。本当に未曾有の大震災という事で

被害がとても大きかったです。それに向けて私たちは復興ということもしていかなきゃい

けないのですけれども、この教訓を活かしてこれから来るのではないかと予想されている

東海地震に備えていくという事もとても大事なことだと思います。今日がその一日となる

ようにということで企画もしておりますので、また皆様方から質問やご意見がいただけれ

ばいいかなと思っています。 

 

当事者の発言 
 

 それでは、最初に難病慢性疾患当事者の方の発表をお願いしたいと思います。一番最初

にパーキンソン病の紅林照代さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

                   

 

紅林照代（パーキンソン病患者） 

 こんにちは、今紹介されましたように全

国パーキンソン病友の会静岡県支部の支部

長を任されている紅林と申します。よろし

くお願いします。 

発災時は新幹線、東京駅でオフに 

今回、災害時に支援して欲しいことを発表
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して欲しいと依頼があっていろいろと考え

てみたんですが、実際に災害時の準備をし

ているかといいますと、お恥ずかしい話で

すがほとんどしていないに近い状態です。

どんな事を皆さんにお話しようかなといろ

いろ考えたのですが、昨年の東日本大震災

の日、私は病院の診察日だったんですね、

その診察のあとに新潟に行く予定だったの

で静岡駅で 2 時 40 分の新幹線に乗りまし

た。出発して数分も経たないうちに新幹線

が止まってしまったんですね。なんで、な

んで止まったんだろうと不思議で、そのう

ち車内アナウンスで地震があったと知りま

した。この時はこんなに大きな地震だとは

まったく思っていなくて、いつも小さな地

震がちょこちょこあるくらいで、またすぐ

動くだろうという気持ちで不安もなにも無

かったのですが、実際のところ、ちょっと

走っては止まりちょっと走っては止まりと

いう状態で2時40分に乗ったのですけど、

その間何処かの駅で降りてひき帰そうかと

も思いました。でも、アナウンスで東海道

本線の方もまったく普通の状態でまったく

動いていないと知りまして、これでは帰る

にも帰れないと、どうしようもないので東

京駅まで行くしかないとそう覚悟して、新

幹線に乗ったままの状態だったのですが、

その時にお茶を新幹線に乗る前に 1本ペッ

トボトルを買って、それ以外は水分をまっ

たく予備を持ってなかったんですね、薬を

飲んだりもしなくてはいけないし、どのく

らい東京駅まで着くのに時間がかかるのか

も分からないので、喉が乾いたなと思った

ら一口、口をつけてと薬を出来るだけ飲む

水分を確保しておかなければという思いで、

ずっと乗ったままでいたんですけども最終

的に東京駅に着いたのは夜中の 12 時でし

た。12 時を過ぎていました。 

 新幹線から降りて東京駅構内でどうしよ

うかと東京には知り合いもいないし、こん

な真夜中だと連絡を取れる人もいないので

どうしたらいいかって・・・そこではじめ

て不安を感じました。新幹線から降りてか

らアナウンスで東京駅のシャッターを閉め

るので皆さん構内から出て下さいというア

ナウンスが流れたんですね、その時点で構

内は座れそうなスペースにはいっぱい人が

座っていたんですが、皆さんもどうしよう

という感じの状態でした。私自身は薬も切

れてるし・・・ 

 パーキンソン病はドーパミンの再生が人

よりも少ないんですけども、薬でなんとか

身体を動かしているという状態なんです。  

運動神経のバランスなども崩れてしまう、

動作が緩慢になる病気ですが、1 日の飲む

量は飲み終えてさらに 1錠余分に飲んでい

る状態で東京駅では薬が切れているという

状態だったです。 

国際フォーラムへ避難 

だから移動するにもものすごく時間はか

かるし足も痛くなっていた状態で、何処か

に座りたい、何処かに座りたいという気持

ちで歩きまわってよけいに足が痛くなるば

かりでどうしようもなかったのですが、そ

の構内の状態を把握したのか、ＪＲの方で

場所を確保して下さいまして、国際フォー

ラムに行って下さいというアナウンスがな

がれたんです。その国際フォーラムの場所

が分からなくて近くにいる人に聞いても

「知りません」という答えしか返ってこな

いんですよ。薬が切れてどうしようと動転

している中で場所も分からないし、ますま
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すどうしたらいいんだろうと本当に・・・

けっこう強気な方なんですけども、その時

はさすがに涙が溢れてきてどうしようどう

しようと、パニック状態になっちゃうから

とにかく落ち着こう、落ち着こうという気

持ちで精いっぱいでした。 

 なんとか、こんな事では負けてたらだめ

だと思いまして、気を取り戻して人の流れ

を見て大勢の人が行く方についていってと

いうか、見失わないように足を引きずりな

がら走ってついて行って何とかその国際フ

ォーラムにも着いたのですが、その建物の

中かにエスカレーターがあるのですが、そ

のエスカレーターを何階も何階も上に行く

ばかりで、肝心な座れる場所までものすご

く何階も階段を昇ったんですね、やっとな

んとかここで座れるかなと思ったのですが、

本当に足も踏み場もない状態です。なんと

か自分が確保できたのは足も伸ばせなくて

体操座りの状態で座る位置を確保出来たっ

ていう状態でした。 

病気を告げてまわりの理解を 

 そんな中で疲れきって眠りたいと思うん

ですが、本当に寝られるような状態ではな

くて隣の人とくっつくぐらいで、1 メート

ルもない自分の場所というか確保できた場

所っていうのが、それがものすごく辛くて、

寝る事も出来ないどうしようかと思って、

その時に隣に中年の女性の方と男性の方が

いらしたんですけど、その方々とお話をし

て朝までもたせようかなって感じでいろい

ろお話もしてたんですけども、その時に私

自身、病気の事を告知しました。私はこう

いう病気で薬がないと身体を動かせられな

いんですよというお話もしたので、女性の

方は時々気を使って下さって「大丈夫？足

痛くない？私の方に足を伸ばしてもいいわ

よ」といって気遣って下さったのがものす

ごく嬉しかったです。 

 そういう時には自分の病気の事をちゃん

と伝えられなければいけないんだなと思い

ました。ただ、パーキンソン病の患者さん

場合年齢的に高齢の方が多いので、なかな

か自分の状態や思っている事、不自由なと

ころを自分から言う事がなかなか出来ない

んですね。 

ドナーカードのようなものがあると 

そういう人の為に必要なのはドナーカー

ドみたいなもの、そういう物を常に持って

いれば言葉で伝えられなくてもそれを見れ

ば分かるとカードが欲しいなと、もう何年

か前から思っていたのですが、つくづく昨

年そう思いましたね。 

 あと、病状というか薬が効いている時は

身体は動きますけど、薬が切れてしまった

時にどれだけ身体が動くかといったら、私

の場合は無理にでも動かします。なんとし

ても歩かなくてはって感じで動かすんです

けれども、高齢者の場合ですとそれもたぶ

ん出来ないんですね。動けないと思ったら

動けない状態で、もっともっとパニックに

なるんじゃないかなと想像するとやはり、

私はこういう病気でこういう薬を飲んでい

るという、そういうカードっていうのは必

要だなと思いました。 

薬の確保が第一 

 パーキンソン病の患者さんは薬で身体を

動かしているんですが、その薬を飲めない

状態になったら悪性症候群という症状が出

てしまって命に関わってきます。ですから、

パーキンソン病患者だけではないんですけ

ど難病患者さんはみんなそうだと思います
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が、薬の確保が第一です。絶対、薬が無く

なったら困るのでその薬の確保できる状態

というか、そういう災害の時に病院とのつ

ながりとかそういうものが必要じゃないか

と思います。まとめてきたのですが、なか

なかうまくお話出来なくて申し訳ないんで

すけども、やはりその時、その場所、その

状態によっていろいろ違うと思うんですね。

東北の方々はものすごい被災が大きかった

んですが、状態としては比べものにはなら

ないのですが、やはりその状況によって対

応してほしいという希望があります。薬の

確保と介助してくれる方とか逃げる時に介

助してくれる方とか。あと、神経難病の方

で電気機器をつけている方もいらっしゃい

ますので、自家発電じゃないんですけど電

力、電気の確保そういうのも必要ではない

かと思います。 

理解を得るための努力を 

 だいたいこういうものは、皆さん患者、

この病気だからこれが必要っていうのでは

なく、全体的に考えたら病気を持っていた

り、障害を持ってたりすればそういうもの

は必要不可欠ではないかと思います。その

為には自分がこういう病気だという事も皆

さんに知っていただくことも大切だし、自

分でも言えるように努力しなくてはいけな

いし、そういうことを常に頭においておか

なくてはいけないんだと自分でもそう感じ

ましたね、さすがに。 

 

朝 9 時にようやく自宅へ 

 朝の 5 時ぐらいに東京駅へ行って自宅に

帰れたのは最終的に 9 時過ぎでしたが、そ

の間の辛い状態というか、本当にひとりで

出かける事が多いんですけどもひとりは寂

しいですね。やはり一緒に誰かいてくれる

と安心するという部分はあります。患者さ

んによってはひとりの介助では足りないと

いう事もありますし、その時、その時の状

況によってカバー出来るのは何かという物

を、考えなくてはいけないんだなと・・・ 

一元的な行政の支援を 

そういう事を踏まえると今の難病患者の、

難病に関することは保健所、障害に関する

事は市町村と行政機関の一元化じゃないで

すけども、医療機関、福祉施設とか市町村

とのネットワークが必要かなと感じていま

す。ちょっと長くなりましたけども、薬の

確保と関わる皆さんのネットワークを高め

て頂きたいなと思います。長くなりました

けども私が感じたことです。ご静聴ありが

とうございました。 

 

 

司会 

 紅林さんありがとうございました。貴重なご自身の体験からドナーカードの必要性や薬

の確保、逃げる時の介助者、自分から病気を言える努力、言えることが大事というお話を

いただきました。 

 それでは続いて、呼吸不全障害者の河西かつ代様にお願いしたいと思います。 
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河西かつ代（呼吸不全障害者） 

 

 清水区蒲原からまいりました河西かつ代

と申しますよろしくお願いいたします。 

慢性の呼吸不全と重複障害 

私は幼いころから発病しまして障害者に

なりました、本来持っている障害ともう一

つ慢性呼吸不全という障害を持ってしまい

ました、これは 6 年前からです、重複障害

となってしまい、今現在私は実家に身を寄

せており主人はアパートに一人で暮らして

おります。家庭での家事がちょっと無理と

なってくるものですから・・・・・1 回ち

ょっとやったのですが 1年で限界が来てし

まいました。 

大津波には呑まれちゃう富士川河口 

私の住んでいる家は、海のすぐ近くで富

士川の河口のところに住まいがあります。 

阪神大震災じゃないですけれども東海沖大

震災が来たら、ひとたまりなく津波にのま

れちゃうんじゃないかな、という気がしま

すが町でも災害対策として防波堤を 10m

位に高くしたり、土提を今までの 3 倍位に

上げて濁流を防ぐという対策をとっていま

す。ただ小さい震災ならいいですが大きな

震災は想定外ですから、これはちょっと想

像つきませんよね。あの東日本大震災を見

ておりますと本当に人間が考えられる様な

段階ではないと思いました。 

要援護者に登録・自分なりの努力を 

 私個人の対策としてはキャスター付きの

バックの中に 10 年も前から防災グッズを

入れ込んであります、水を確保しホイッス

ルもアルミシートも寒い時に広げて掛ける

ように、一応用意してありますがこれは自

分自身の準備なんです。 

市では対策として、障害者の介助が必要

な方の名簿を作って頂いています、私も登

録させて頂きました、災害の時に各自治体

に連絡が入って、此処にこういう方がいる

よということで、走って来ていただける距

離の方に連絡をして下さるそうです。 

酸素つくる機械…停電が一番怖い 

 一番心配なのは停電ですよね。停電にな

りますと、私は酸素を作る機械で 1 日中酸

素を作って使っていますから、この長いホ

ースで家中を引きずって歩くわけです。も

し停電しますとそれが怠っちゃいます。じ

ゃ、どうしたらいいかと言いますとボンベ

なのです。ボンベが一人 2 本しか業者から

割り当てがありません、ストックの 1 本が

外出して減っちゃてるなと思ったらあと 1

本しかありません。満タンのボンベ一本 5

リットルで 10 時間なんですよ、2 本で 20

時間ですそうしたら 1 日持たないのです

よ？ 

ボンベの予備を 

停電しますと機械は止まる、酸素を作る

機械も止まるこれもあれもと・・パニッ

ク・・そうしたらお手上げになっちゃうん

ですよね。ボンベは市・町などで業者と交

渉して確保していただきたいと思います。 

外部からの通路が遮断された時はすぐに

ボンベが家に届きません。ボンベは自分で

確保して下さいということなのでしょうか

(業者に問い合わせしたが一人 2 本以上は

在庫の関係で無理ですとの返事がありまし

た) 
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ニップも不安 

 停電になったらもっと困る事は、私はニ

ップという機械を使っているのです。ご存

知の方もいらっしゃると思いますが、呼吸

が減るんです、吸っているのですが二酸化

炭素が吐き出せないのです、呼吸の力が弱

く肋骨が動かなくなるんです。だから、拘

束性慢性呼吸不全という病名なので重複障

害になってしまったのです、ニップが一日

10 時間やらないといけないんです。その

間ずっと寝ているわけにはいきませんから

起きて、トイレに行ったり、お腹がすいた

り、御茶を飲んだり、ロスタイムがありの

で1日12～13時間やらないときれいにな

らないのですね。このニップというのは殺

菌する機械なのですが、それで一番困るの

は、それが何日も殺菌出来ないとどうなる

のかと思います。 

この機会の発電機のリースは可能と聞い

ておりますが使用したことがないので不安

です。 

シミュレーションやっているが 

 もしも、もしもの場合助けが来るまで私

どうしたらいいんだろう。夜だったらどう

したらいいんだろうか？ 懐中電灯もある

んだけれども・・・・。母も 80 歳以上で

同居して居ますが母も避難出来ません、昼

間は私と母だけですから、主人もアパート

から助けに来るというのは遠方の為ちょっ

と難しいと思います。もし少し大きな津波

が来たらもう終わりだなというそういう思

いはあります。できたらボンベが沢山あっ

たらいいな、助けが来るまで持ちこらえた

らいいなとか、電気が早く開通して欲しい

なとかそういう事を考えて、いろいろなシ

ュミレーションはやってはいるのですけれ

ども、やっぱり大きなのが来たら困ります

よね。 

支援者とボンベが欲しい 

とりあえず誰かが私を早く助けに来てく

れるという事とボンベの補充が欲しいと思

います。1 日 24 時間ないのですよね、私

なんかは少しやらなくても大丈夫かなと思

いますけど、もっと、もっと大変な人は沢

山いると思います。一応、以上で私の訴え

を聞いていただきました。ありがとうござ

いました。 

 

 

司会 

ありがとうございました。河西さんのお話は呼吸不全の患者さんとして、日頃ご自分が

気を付けている事と同時に、要望としてボンベの問題や助けが来るまで不安であるという

ようなことでそのような声を聞きました。 

 続いて腎臓透析患者の鈴木孝尚さんからお話をいただきます。 

 

鈴木孝尚（腎臓透析患者） 

 腎臓透析を私は、昭和 62 年からですか

ら 26 年程やっていますけど、今回の震災

で起こった事を報告して、どんな事が良か

ったか悪かったかをご報告したいと思いま

す。 

 3 月 11 日にマグニチュード 9 という国
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内最大規模の地震が発生して、その後起こ

った大津波で東北沿岸が相当な被害を受け

て多くの人々の命と生活を奪ってしまいま

した。 

それからそれに伴う原子力発電所の事故

によって東北地方に甚大な被害をもたらし

たのみならず、日本全国および世界的にも

大きな二次被害を今もなおもたらしていま

す。 

 

 各県の腎友会の会員の被災状況を見ます

と、患者数は東北4県で27,000人ですが、

実際に災害があった 3 県プラス茨木にする

と、21,766 人です。その内腎友会の会員

は 7,066 名です。32.5％の加入率ですけ

れども、会員の被災状況は死亡 19 名、家

屋の全壊と大規模半壊は 286 件、家屋の半

壊 182 件、家屋の一部損壊 508 件、床上

浸水が 5 件、あの津波でほとんどが全壊、

半壊していますので床上浸水としては 5件

です。それから、避難勧告 3 日以上ですと

原子力発電所関係が多いですけどこれが

386 件です。全腎協では見舞金規程を設け

ており、今回の災害に対しての全腎協の見

舞金の総額が約 8,000 万円という莫大な

見舞金となっております。 

 

 被災会員の患者対応の何が良かったのか

ですけども、今回の震災の場合マスコミに

よる治療情報がまた施設情報が非常にスム

ースに行われたことがあげられます。治療

可能な施設は不眠不休で透析の治療体制を

とってもらえたということもあげられます。

普段は 2 クールか 3 クールですけども、昼

夜をとうして 7 クール、8 クールというよ

うな透析体制をとってもらえたという事も

聞いております。それから、日本透析医会

というお医者さんのネットワークが早期に

装備されまして、全国的に受け入れ体制が

整ったという事も特筆すべきことかと思い

ます。それから、先ほども申し上げました

が情報ですが、避難所に透析可能施設の情

報の表示が各避難所で行われていたという

ことも聞いております。 
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 何が悪かったという事ですけども、とに

かく避難所は一般の災害用の避難所であり

ますので、災害要援護者への対応は非常に

なっていないという事ですね。とにかく住

としての環境は一番の悪い事であったと報

告がきております。それから、透析患者は

ですね、食事の管理が非常に重要でありま

す。とくにカリュームという物質が身体に

溜まりますとこれが心筋梗塞の原因にもな

ります。ただ、避難所の食事はバナナを 1

本と牛乳とカップ麺とか非常にカリューム

の多い食事がでたようで、非常に困ったと

いうような話も聞いております。それから、

被災に遭わなくて自分の車で透析に通うと

いう方の燃料、ガソリンが無くなって、地

方自治体へ要望して「透析患者は優先的に

入れられますよ」という事はお話を伺えた

のですけども、いざスタンドに行けば皆さ

ん並んでいますので、そういう訳にはいか

なかったとのことで、少し患者の事も災害

の起きた場合は考えてもらいたいというよ

うなお話もでています。 

 

 今後の透析医療の災害対策は、患者会と

してはいろいろあげられると思いますけど

も、とにかく一番は患者の安否確認は必要

であろうと、それから 2 番目、3 番目は訴

えとか厚労省ですね。平常時からかなり具

体的な要望はしておくべきであろう。災害

時の要援護者名簿の関係も非常に重要であ

るという報告も来ておりました。 

 それから、今の透析患者は基礎的訓練を

なかなかしないで透析にはいってくる患者

さんが多いものですから、患者さんの訓練

もいうのも非常に重要になってくるという。

それから、患者会として医療施設へ災害対

策の要望を常日頃からやっておくべきであ

ろう。 
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 それから患者会としては、やはり患者さ

んの状況を知る為にも名簿は整理した方が

よいであろう。今までの被害想定は低い想

定でありましたので、想定の見直しも必要

であろう。県の方では想定を第 3 次想定か

ら第 4 次想定というふうに想定を見直して

おりますけど、今の第 3 次想定では津波の

死亡者については朝、昼、夜いつ発生して

も 200 人程度しか県の想定は見ておりま

せん。今回の震災の状況をみますと、とて

も津波が来て 200 人という事は静岡県で

は考えられないのではないかと思っており

ます。 

 それから、心のケアの充実と進化という

事で、やはり災害の時に津波の災害に遭わ

れた方のお話ですと、とにかく思い出した

くもないと、いろいろありましてとにかく

家に閉じこもってしまうような患者さんが

数多くみられたので、そういう事のケアの

事も必要であろうと。 

 それから、被災地以外の対応としては、

いろいろ過度の自粛を今度は他県でやった

のですけど、あまり過度な自粛をするとそ

の被災地のためにはならないと、津波に遭

わなかったところ以外の生産される物につ

いても販売されないような状況になります

ので、過度の自粛はとにかく控えた方が患

者会としては呼びかけていった方がいいの

でないかという報告もきております。それ

から、透析患者として病院の患者会や県の

腎友会の全腎協の有的役割を分担して災害

対策にあたっていくべきであろうと報告が

きております。 

 

 そしから、患者としての平常時の心得と

していろいろとあげております。家族で災

害対策について話し合うとか、通院施設の

災害対策のマニアルの確認ですとか、通院

施設、避難場所等への連絡方法の伝達。日

頃から心がけている事の確認。緊急時持ち

出し品の準備ですね、医療情報。それから

食料、拠点病院、通院施設、協力病院等の

把握、災害発生時の医療機関と連絡方法の

確認ですね。 

 

 患者個人として出来る事して、日常的に

は水分、塩分、カリュウムを取り過ぎない

習慣を身につける。今の透析は以前の透析

と比べて機械が発達しましたので、こうい

う成分を取り過ぎるっていうことをあまり

お医者さんも言わなくなっているんです。
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日常的にはこれを個人として気をつけてお

かないと、いざという時に非常に困ったこ

とになるよということです。それから、基

本的に重要なこととして、とにかく自身で

透析条件・使用薬等を管理して常にメモを

携帯しておくという事です。そうすれば何

処に行っても透析は受けられるという事で

す。ドライウェイトと肝炎ウイルスの検査

結果の報告をしておかないと、透析の患者

さんは長くやっている方はＣ型のキャリア

の方が非常に多いんです。ですから、その

事も他の病院に行った時には言わないと 2

次感染という恐れがありますので、それは

必要であろうと思います。それから、血圧

等の事ですね、そういう事も自身で管理し

て分かるようにしておく。 

  

とにかく、災害が起こったら自分が透析

患者だという事を周囲に伝えるという事が

非常に大切だということが報告されており

ます。避難所で自分が透析患者だというこ

とを言えずに、透析が 4 日 5 日とあきまし

て 2 名の方が亡くなったという事が新聞報

告もされております。 

 それから、透析患者ひとりですと施設に

行くにも、なかなか行政の方も一人を引き

受けることが出来ませんので、患者数人で

助け合ってまとまって行政の方で対応して

もらうというような行動も必要であろう。

それから、災害時では資材や薬品機器が有

限であるということで通常の透析通には出

来ないという事を理解してもらいたいとい

うことがお医者さんの方からも言われてお

ります。とにかく、今の透析患者さんはで

すね、非常にわがままな方が多いです。で

すから、とにかく災害でもなんでも私の条

件どおりにやってくれという患者が今回も

かなりいたという事を聞いておりますので、

災害時には通常の透析条件通りには出来な

いという事を理解しておいてもらいたいで

す。 

 

 東日本大震災の経験から命を守るには、

透析医療を確保するという事が透析患者の

一番の問題です。今回の震災に対しては医

療者の懸命な対応が行われまして、透析が

出来なくて亡くなったという事は、2 名の

方の死亡がありましたので言えないかもし

れないけれども、透析が出来なくてという

のはあまり報告されておりません。阪神淡

路の時もそうですけども、透析のお医者さ

んは迅速に対応してくれたということです。

今回も特にネットワークとか、病院同士で
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連絡を取っていろいろ、病院ごと北海道へ

患者を移すとかいろいろ行っていただきま

してしまして、賢明な対応をして頂いたと

思っております。今後の対策の基本として

は、単に治療確保の軸のみならず、ひとり

ひとりの患者の生活の軸を考慮した災害対

応を構築していくことが重要であると感じ

たことです。 

 かいつまんで説明しましたけども、透析

患者は、1 週間に 3 回透析をやらないと命

がもたないという病気ですので、何が何で

も透析はしなきゃいけない。災害が起こっ

ても、薬で治るといいというものではあり

ません。その透析には大量の水が必要にな

ってきます。それから、拠点病院とか救急

救護病院についてはクラッシュの方の透析

を優先的に行います。維持管理の透析につ

いては、そういう病院ではたぶん行えない

であろうと思います、ですから、透析患者

さんについては今掛かっている病院の対応

で災害が発生した時には、病院の指示に従

ってもらいたいというのが、今の透析関係

のお医者さんの考え方という事です。 

 県の腎不全研究会というお医者さん会と

私ども腎友会と県の疾病対策課と三者で会

議をもっていまして、東中西に透析の代表

の先生が加わりまして、この間第 1 回目の

会議を持ちましたけども順次被害想定が出

ますので、出てからの対応についても協議

を行っていく事になっておりますので、ま

た、お願いしたいと思います。 

                    

 

 

司会 

 鈴木さんありがとうございました。鈴木さんの方からは、東日本大震災の教訓を得て良

かった事悪かった事、それから患者会の活動として今後どういう事が必要かということ、

あるいは透析患者としての平常時の心得や災害時の対応などについてお話をして頂きまし

た。 
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パネラーの発言 
司会 

それでは、ここから専門職の方のお話になっていきます。最初に静岡県立短期大学部看

護学科の講師の今福恵子さんからお話をお願いしたいと思います。 

 

 

難病患者の災害時準備について 

-東日本大震災の実際の体験から- 

 

静岡県立大学短期大学部 看護学科 

地域在宅看護学    今福恵子 

 

 

よろしくお願いします。難病患者さんの災害時準備についてということで東日本大震災

での実際の患者さんから、あと保健所から聞き取りしたことから、お話ししたいと思いま

す。 

 

 

これは2006年にアンケート調査をした

結果です。難病患者さんに災害に関する準

備状況を調査しました。やはり水と食料、

ケア用品とか医療用品とか、あと緊急医療

手帳という静岡県で出している難病患者さ

んと慢性疾患の方に出している手帳も、な

い方も、まだ準備状況があまりできていな

かったという結果があります。この調査は

2006 年なのでだいぶ前です。 

準備ができない理由としまして、やはり

難病患者さんなので介護で手一杯とか体調

不良とか、あとは危機感が薄いという方も

いらっしゃいました。緊急医療手帳につい

ても手帳の内容が分からないとか、また手

帳のことも知らない方もまだいらっしゃい

ますし、緊急時のことまで深く考えたこと

がないという方もいらっしゃいました。町

内会の連絡については、難病を説明しても

理解してもらえないとか、ご自分の疾患に

ついて知られたくないとかという思いでし

た。そして 3 月 11 日、ちょうど 1 年前で

すが、東日本大震災がおきまして、今回は

津波の被害が大きかったのです。 
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私が伺ったのは多賀城市で、この避難所

は高台のところにありました。多賀城市は

かなりの津波被害がありました。避難所の

中の様子ですが、床にカーペットは敷いて

あり、そこに薄い毛布が敷いてありました。

車椅子の方も当然、あの廊下のところに、

寝るような感じになっております。冬はや

はり夜も寒くなりますのでそこを毛布やか

けてもかなり寒い状況でした。 

 

あと、避難所内の医療・看護について、

私も民医連の方のご厚意で一緒に医師と一

緒に回らせてもらいました。やはりどこに

難病患者さんがいるか全然わかりませんで

した。基本的に名前とか、カルテもない状

態なので、お話を聞きながらこの方は高血

圧とか関わりながら、避難所の見取り図な

ど紙に書いて情報を共有していました。あ

と毎日、東京からの医師・看護師たちが来

て、巡回や健康相談を行っていました。自

衛隊の方は 16 時から健康相談やっていま

した。あと足湯のボランティアの方がいま

して、このような状況でした。 

 

薬ですが、薬剤師会から、薬剤師さんが 

来ていました。どのような薬があるかとい

いますと抗生物質とかかぜ薬、あとは湿布

薬とか、整腸剤とか、そういった薬で、慢

性疾患の薬とか抗がん剤とかという薬は無

く、巡回時被災した方のお話を聞いたとき

に、普段どんな薬飲んでいますか？とお医

者さんが聞きますと、赤い玉が 1 個、白い

玉が 2 個、という風なかたちでしか、答え

られなくて、それがどういう成分、どんな

薬なのかということも、やはり答えられな

い方が多くて、やはり病院で受診してもら

うしかないというような状況でした。 

このセンターには多いときに2000人来て、

私が行った時には 4 月上旬でしたが、600

人位の方がいました。食べ物も並んで、何

何町、何丁目の方は並んでくださいという

アナウンスで、みなさんが並び、車いすの

方もこういった形で並んでいます。配給の

中身は、この時は、パン 1 個とトマトジュ

ース 1 本でしたね。あとは、高齢者はおか

ゆが食べたいとかという要望があったそう

です。倉庫の方にはたくさん食料が積んで
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ありますが、ここにいるセンターの方みん

なの分の数がないと不公平なので配れない

という状況で、積んだままの状況がありま

した。 

このような中で患者さんたちはどうだった

かといいますと。 

 

私が聞き取りした ALS の患者さんの家

族の方で、この方はお母さんが患者さんで、

24 時間ヘルパーさんや看護学生を雇って

別の所に住んでいます。お母さんの所に駆

け付けた時には、夕方でしたが町内会の方

たちが車のバッテリーをつけてくれたそう

です。また余震がくるのでロウソクも危な

いため、夜は真っ暗になるので、大変だっ

たこと。また吸引のバッテリーがすごく不

安だったということをおっしゃっていまし

た。3 日目にはヘルパーさんの方から、と

にかく入院した方がいいよ、誰も助けに来

てくれないからと言われて入院しようと連

絡しました。ですがこの頃も携帯電話がつ

ながらないので、とにかく必死でつながる

携帯電話を探して、借りて、救急車に電話

をして、1 時間位で来たそうです。受け入

れ先も普段から準備していなかったのです

が、救急隊員が親切な方で、歩いて、直接

病院に交渉してくれたて入院できました。 

 

しかし、手術室で家族も寝泊まりし、病

院には物品があっても、他の患者さんもい

るため数も足りず、みんなも我慢してるか

らと、看護師さんからも言われて、我慢を

しながら入院していたそうです。看護師さ

んたちももうとても手が回らない状況なの

で、アラームが鳴ってもだれも来てくれな

いという状況でした。徐々に電気も復旧し

てきたため、転院を勧められましたが、お

湯も自由に使えないし、食料も困るし、と

いうような状況の中ですが電気が使えたた

め助かったと言っていました。これは泊ま

ったところですが、患者さんのご家族の方、

この狭いところに寝ていたそうです。こち

らには、もう 1 人寝たきりのお婆さんがい

たそうです。病院に行ってもこのような状

況で大変だったという話でした。 
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他の難病患者さんのお話によりますと、

家族がいるからいいだろうと思っていて、

丁度外出しているときに、震災に遭ってし

まい、戻るまでに数時間かかってしまった

人や、バッテリーがない。外部バッテリー

が足りなかったとか、エアマットがへこん

でしまったとか、インバーターの充電が弱

かったとかもありました。あと、日頃から

外出している方は、携帯用吸引器などを使

い、何時間位使えるかということが分かっ

ているので、病院には駈け込まないで家で

過ごすことができたそうです。そういった

方はバッテリーやインバーターも使いなが

ら、足りないと感じたらアンビューバック

も使いながら、入院せずに何とかやってい

たそうです。やはり日頃から外出していな

い方は、とにかく病院に行けば何とかなる

という思いで、病院に行ったのですが、行

ったら行ったで大変な思いをしたというお

話がありました。 

 

また、停電で呼吸器が使えないために、

発電機は持っていても、ガソリンが足りな

いこと。普段からメンテナンスしていない

とうまく動かないということもありました。

その他には普段パソコンを使い慣れている

方は文字盤が大変だったりとか、広域搬送

でヘリコプターにて他県に、新潟県などに

搬送されましたがご家族は乗れなかったり、

気圧の変動があったり、あと行きは無料で

搬送してもらっても帰りは実費ということ

があったそうです。病院によってそこは違

うところがあったそうですが、お金の面な

ども大変だったということでした。 

炎症性の腸疾患の方は、食事も普通のも

のが食べられない方もいらっしゃるので、

栄養剤などを溶かす水がなくて困ったり、

あと病院にも行けない、うどんとか魚とか、

炎症の腸疾患の方の食材が使えないとか、

避難所ではカップ麺とか、鳥肉以外のお肉

が調理されてくるため、そういった食べ物

で体調を崩してしまったり、食べたくても

食べられないというような状況だったそう

です。福島の方ではやはり、原発があるた

めに、サービス、そういった介護事務所も

避難して在宅難民というような、家にいて

も助けに来てくれる方がいないとか、あと

はパーキンソン病で、津波で流され救助さ
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れたのですが、動ける状態で自衛隊に救出

されたのですが、やはり動けるから一般の

避難所に連れて行かれたそうです。しかし

避難所内で、薬がきれて、動けなくなって

しまって、救急の病院に搬送されたってい

う方がいました。あと処方箋無しでも薬が

もらえるという通達が国から出されました

が、現場では徹底されなくて、薬をもらえ

ることを知らない方もいたそうです。また

周りに同じ病気の方がいないことで、不安

だったというようなお話もあります。 

 

支援する訪問看護師さんについて話しま

す。津波に巻き込まれて、命からがらだっ

たこととか、エアマットが浮き輪のように

浮いていたので、そこで患者さんを運んだ

だとか、訪問看護師さんも大変だったそう

です。 

 

ステーションの方でも、津波でパソコン

が全部使えなくなってしまったために、患

者さんの情報が分からなくなってしまった。

プリントアウトしていなかったそうですが、

パソコンの中に入っているから大丈夫だろ

うと思っていたけれど、結果的には使えな

かったというような状況の中で、訪問先に

行きたいけれど物も無いし、ガソリンもな

いという大変な状況だったそうです。医者

も亡くなってしまったということもあって、

状況を確認できないこともあったそうです。

 

保健所については、難病は保健所へと言

われますが、実際に、難病患者さんたちが、

誰がどこに避難しているかということは保

健所では把握できていないという状況でし

た。安否確認をしようとしても、電話が繋

がらなかった。また他県からくる応援の保

健師の対応や調整等で、かなり混乱してい

たことそうです。人工呼吸器の方の安否確

認は行っても、それ以上はなかなかできな

かったという話もありました。感染症と難

病兼任している保健師さんが多く保健師の

数も少ないのが現状です。災害になります

と、ライフラインが止まり、トイレは穴を

掘って、みなさん済ませているような状況

で、感染症対策も優先されてくるというお

話でした。あとは、難病連の方でも様々な

物資を色々届けたりしていました。パジャ
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マなどを岩手県の患者さんたちに支援して

いました。その他の透析施設に入った方と

か、尿崩症の方とかたくさんお水が必要な

のですが、なかなか水に関する理解が得ら

れなくて、水がもらえなくて大変だったと

いうお話がありました。難病ということを

理解してもらえないということでもご苦労

もあったようです。あと仙台の方には往診

クリニックというのがありまして、今回こ

の院長先生たちが在宅療養者の方たちに医

療物品などを届けたりして、療養者や家族

は助かったそうです。在宅医師・訪問看護

師が緊急医療通行車両の許可証を持つこと

できたため、ガソリンを優先的に満タンに

入れることができ、そのガソリンをちょっ

と患者さんのところに配ったりというよう

な形で、支援をしたそうです。ただ、薬剤

師・ヘルパー・ケアマネージャーに対して

緊急医療車両の通行の認定がおりず、、なか

なかガソリンも手に入らなくて行けないと

いった状況だったそうです。 

この携行缶 10 リットル入るものに入れて、

患者さんのお宅に配ったそうです。 

 

この 3 日間でも足りないのですが、まず

自助が大切だということと、その次が共助、

行政などの公助は一番最後ということです。

あとは電気で、吸引の手元を照らす明かり

も必要であるため、準備が必要です。 

 

 

機械によってバッテリーが持つ時間が違

ってきます。停電の備えについて、外部バ

ッテリーの確保は、主治医やメーカーさん

に相談して、あとから溝口先生のほうから

お話があると思いますが、やはり準備が必

要です。 
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また連絡に関しても、地震発生 6 時間後

までメールが使えたところもありました。

ガソリンも必要なので、定期的な準備が必

要であることと、食べ物も最低 3 日間は調

理しなくてもよいものを用意して、7 日間、

本当は 2 週間くらいのものが必要であると

いうことですね。あと、お薬手帳とか緊急

医療手帳の活用も大切です。 

 

岩手県の方では、このような緊急医療手

帳を難病連で作成していたのですが、これ

について実際に活用されたかどうかはまだ

検証されていないというお話でした。 

 

あとは内服薬の備蓄について、パーキン

ソン病の患者さんから以前お聞きしたので

すが、同じ病気の知人がお医者さんに直接、

災害用の薬をくれというように言ったら、

ダメだと断られたそうです（医者としても

古い薬をたくさん持つことを懸念したた

め？）そこで予約日よりも少しずつ早めに

受診して、少しずつためていった患者さん

もいらっしゃいました。災害時のことを考

えて処方をする医師もいるようです。 

 

あとは安否確認の方法ですが、保健所だ

けでなく、日頃関わっている事業所から電

話もかかってきて大変だったという人や、

心配してもらってうれしかったという人が

いました。 

福祉避難所の実際ですが、宮城県の仙台

市では 52 か所あるうち 26 か所、あと普

通の一般の避難所だったけれど、障害のあ
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る方が集まって、自然発生的に福祉避難所

になったというところもありましたが、福

祉避難所と認定を受けていないと物資など

が入りにくいため、まだこういった障害の

ある方の福祉避難所が課題です。 

以上です。私の方からは実際に困った話

と、自助について、自分でできるだけの備

えが必要となることや支援に関しては公助、

共助の方でまた、次の方にお話していただ

きたいと思います。ご清聴ありがとうござ

いました。 
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地区の防災活動を通して 

在宅療養者の災害対応を考える 

― ご近所の力の活用について― 

静岡県立大学 看護学科 

 在宅看護学  上田真仁 

 

私は、県立大学周辺の自治会や消防団、また地元の市議さんたちと、いかに自分の街を

災害や有事の際に強い街にするかということや、その中で看護師が参加できる活動は何か

と取り組ませていただいております。今回は、自分自身のことは自分で守る、自助と共に

町内会の力、人々の力ということで共助について触れていきたいと思っております。 

 

静岡県は東海地震が想定されてからか

なり年数経っています。公式に発表された

ものとしましては、2003 年に内閣府が

出したものですが、地震の規模としては、

マグニチュード 8、地震の震度で言うと 7

が起きると説明されています、ほぼ今回の

東日本大震災と同規模の地震が発生する

想定になっています。 

 

 

 

また、この東海地震や東南海地震の規模

の想定について、調査を継続しております

ので、内閣府からの発表が変更するものと

思われます。しかし、ここで考えてもらい

たいのは、地震が起きても必ずしも全員が

避難所で生活するわけではないというこ

とです。地震などの災害が発生後、多くの

方々は、自宅で過ごすことを中心に行政が

対応を考えていると思っていてください。 

次、この静岡県で実際に取り組まれてい

る、地区の防災活動としましては、こちら

の会場には静岡県の方が多いかと思うの

ですが、毎年 12 月の第一日曜日、県民防

災の日というのがありまして、ここで県下

一斉に防災訓練が行われます。 
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次に、静岡市から一部の自治体で、要援

護者登録制度も始まりました。また、ご近

所の方の集まりということで、自治会ごと

に企画される防災訓練も、不定期ではあり

ますが、熱心なところは自主的に企画し進

めています。 

 

そのような防災訓練や防災対策につい

て、少し古くなってしまうのですが、内閣

府の調査で、全国で 1 位の取り組みとな

っています。静岡県庁が静岡県防災養成講

座を開催し、毎年 200 人位の方が受講さ

れて、研修を終えており、地区の防災担当

者が出席することで非常に他県と比べて

マンパワーの点で充実しているような状

況です。地震に特化した内容としましては、

アイリスオーヤマが防災対策、地震対策に

ついての抜き打ち調査を行ったところ、や

はり静岡県が一位という結果であり、民間

レベルでも非常に意識が高い県民だと思

っていただいてよいかと思います。 

これが実際に地域防災の日に行われる

内容なのですが、私は元々は静岡県の生ま

れではありません。県外の者の目からする

と、非常に熱心に行っているというのが感

想です。本当に小さい小学生くらいのお子

さんから、ご高齢の方も参加されておりま

す、パネルを見ていただくとわかると思う

脳ですが、車椅子も用意されています。車

いす利用されている方も、この地域防災の

日には参加されています。 

これらの点から、他県から引っ越して来た

者の目からは、非常に熱心に防災活動に取

り組むと実感しております。 

次に、各自治体からは防災訓練への参加

要請を私が受けることがありまして、これ

が金曜日の夜や土日などの休日に行われ

ます。町内会の主催で防災訓練や救急蘇生

法、要援護者の方の避難の仕方について講

義依頼を受けます。町内会の方や働いてい

る方も集まってくださっています。 

 

このパネルは、町内会のご婦人の方なので

すが、訓練に熱心に参加し、実際に体験さ

れています。 

災害における、自助、共助、公助という
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言葉を耳にする機会が増えたと思うので

すが、このように３つを並べると、自分自

身で身を守ること、ご近所同士で助け合う

こと、そして国や行政のサポートという点

で、この３つがあたかも同じレベルのよう

に並ぶように感じられますが、実際にそれ

がどれくらい機能したかを見ていきたい

と思います。 

 

実際に、今回の震災も含めて、この自助、

共助、公助によって避難にあたって、救助

してくれた人の割合に直しますと、阪神淡

路大震災のときの数字になりますが、自分

で非難した方が 35％、家族に助けられた

方が 30％、隣近所に助けてもらった方が

28％、そして最後に公助である消防や救

助隊などに助けてもらった方は 3％です。

 2011 年 11 月に、在宅医療推進フォ

ーラムに参加してきました。震災と在宅医

療というブースの中で、現在、自助や共助、

公助で助けられた方の割合を調査し、正確

な数字を調べているところであると報告

がありました。その報告の中でも、阪神淡

路大震災の時と、この割合というのは変わ

らないとの内容でありました。公助の部分

が、前回よりも伸びて、それでも 5％ぐら

いまでしか上がらないというような報告

がありました。それら意味から、自分以外

で非難した方について、ほとんどがご家族

か、ご近所の方に助けてもらっているとい

う現状が分かるかと思います。先ほど自治

会ごとに防災訓練を行っているという話

をしたと思いますが、これらの訓練に参加

した感想としましては、昨年は防災訓練を

行うとともに、自分の暮らす町内会に、い

わゆる手助けが必要である方、サポートが

必要であるという要援護者の方をどのよ

うに自治会は把握していったらいいのか

という質問がかなり多く出されました。

参加していて、例年と雰囲気が異なるとい

う感じで、私も参加させていただきました。

その際に、自治会から出された質問、町内

会のみなさんから出された質問というの

が、「町内会として、要援護者の方を把握

したいのだが、どのように調べていったら

いいのかわからない」ということと、病気

であるとか個人情報に非常に関わる内容

でありますので、「強制的に町内会が把握

するのは難しいのではないだろうか」とい

う意見もだされました。それと、疾患特性

であるとか障害特性にも関係する内容で

ありますので、災害が起きた時に、「我々

のような町内会の人間としては、どのよう

な対応をすればいいのかわからない」とい
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うような意見も下さいました。また、逆に

「障害のある方が、もし自分から名乗りを

上げて相談に来てくれれば町内会として

も、いろいろ考えることがあるのではなか

ろうか」ということで、要援護者さんから

申し出をお願いしたいとの意見も出され

ました。 

次に自治会レベルから自治体、行政レベ

ルになりますと、2011 年の 10 月に静

岡市で要援護者支援の登録支援制度を始

めました。 

これは、災害が起きた時に安否確認や、サ

ポートを必要とする方を自治体として把

握するというようなものです。この登録に

当たっては、あくまでも自己申請と自分の

希望で実施となっております。行政の支援

制度の可能性と現状における課題、見解と

しましては、要援護者の方を行政が把握し

て、災害時の安否確認に用いる制度を早急

に作り上げたということは、非常に評価に

は値するものだと思います。しかし、実際

に要援護者の方の安否確認を行う段階に

おいて民生委員の方や、自主防災の住民、

消防団の方の取り組みとなっています。こ

の登録制度は、現在のところ、安否確認が

主であって、避難を率先して行うものでは

ないという状況です。安否確認を行う方は

民生委員さんや自主防災の方であります

ので、実際に災害が発生すると、これらの

役員さんや民生員さんも、被災者になって

しまいます。民間の方に依頼するにあたり

責任の重さもあることから、まだまだ検討

の余地があるのではないかと思います。 

この制度が始まったこともあって、静岡

市内の町内会としては、災害の際にどのよ

うな対応をしていっていいのかというこ

とを自治会ベースで話し合ったところも

あります。 

 

東日本大震災では、町内会の役員さんな

どの、いわゆる地区のキーパーソンとなら

れる方が被災してお亡くなりになってし

まったり、避難誘導の際に亡くなってしま

われた事例がありました。また、一部の住

民の方からは町内会の役員さんでなくと

も、生き残った人々で要援護者の方を支援

する方法や把握できるようなシステムを

作った方がよいのではないか意見が一部

の町内会では検討されています。 

そこで考え出されたものなんですが、こ

れは静岡市内の町内会のものです。これは

災害の時に、助けてほしい、もしくは、人

手がほしいという方に希望での登録では

ありますが、内容を記載し台帳に登録して

もらうと、避難所の誰でも開けられる金庫
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に保管し活用できるというものです。 

 

個人情報の保護という点では、問題がある

かとは思いますが、この台帳を見ることに

よって一部の役員だけではなくて、生き残

った住民だけでも、要援護の方のもとに、

救助に行けるようになっています。実際に、

県民防災の日に、この台帳登録された方を、

本当に自宅から避難所まで誘導すること

ができるのだろうかということで、住民に

よる避難訓練が試されています。 

 

このパネルは脳性麻痺の方ですが、その方

を自主防の住民の方が、皆で車いすを押し

て避難所まで搬送しているところです。こ

のような取り組みを始めている町内会も

でてきております。こういった自治会ごと

の取り組みから、現状では本当に手探り状

態でありますが、色々と自分たちを助けあ

る取り組みが生まれてきています。町内会

ごとに対応が異なっているのは事実です

が住民同士の支えあいが検討されていま

す。地域防災の日も 2011 年は例年と比

べて非常に意識の変化を感じました。住民

の方々に誰が災害弱者になっても不思議

ではないという意識や声を聞くことがで

きました。それでも要援護者の方について

は、自分の疾患や障害の近隣への周知は、

やはり当事者の判断に委ねるものである

としています。 

東日本大震災の時に自治会の方も亡くな

られてしまったという事例もあり、誰が生

き残るかわからないということで、お隣さ

んや近隣の顔見知りのサポートが重要で

あるという意見が町内会の方から出てき

ております。自分の暮らす自治会や町内会

がどのような防災対策や備えをしている

かということを把握をしておくことも重

要であるかと思います。 

東日本大震災を見ていても、個人や家族

単位の避難が重要と感じております。東海

地震や東南海地震では、全ての方が避難所

で過ごすわけではないと申しましたが、自

宅をシェルター化し、震災後の最低でも 3

日間を自宅で耐えると行政や自衛隊など

の外部のサポートが入ってきます。 

今回、福島で原発の事故がありましたの
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で、電力についての供給の先読みは変わっ

てくるかとは思いますが、これは 2007

年の三井住友インターリスク総研が出し

た過去の地震や災害の時のインフラの復

旧についての報告です。復旧の日にちの目

安として、電力は 3～5 日、ガス、水道は

地中にパイプが埋まっておりますので、被

災が大きく 20 日以上、長いところでは二

月以上の時間が復旧にかかってしまうと

みられております。 

比較的、電気は早期に戻ってくると想定さ

れています。それらの点から自宅で数日間

を過ごせるようにしておくと、その後の生

活や対応に幅が出てきます。 

静岡県内の各自治体は、それぞれ自分の

自治体ごとに、ハザードマップを出してい

ます。 

 

これは自分の住んでいるところの周囲

で、どこが避難所になり、またどこが危険

個所であるかというのを表示しています。

避難所が連絡ポイントになり、広域搬送な

どの拠点に傷病者の有無を伝えていただ

ける可能性も高いことから、日常の中から

避難所や福祉避難所の場所を把握してお

くのがいいと思います。自宅をシェルター

化するにしても、例えば、もう自宅では対

応が困難になってきた、また、病状が悪化

して対応できないといった場合に、最寄り

の避難所に相談して、避難所の運営本部か

ら、行政や専門の機関に連絡を取ってもら

うことで広域搬送や福祉避難所の利用の

相談を行うことができます。避難所を利用

しない方針であっても、どこに避難所が設

置されるかということを把握しておかれ

ると有事の際には役に立つものと考えて

いてよいと思います。 

 

これは共助は日常生活からとするパネ

ルでありますが、自分の障害や疾患を周囲

の方々にカミングアウトすることは当事

者の方にとって葛藤を伴う作業であると

思います。非常に勇気も要ることと思いま

す。今回の防災訓練や自治会の話し合いに

参加して感じたのは、自治会が主催する防

災訓練の機会に要援護者の方が参加され

ることで自分の障害特性についての理解
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を近隣住民に得やすいものと思います。例

えば、車いすで参加されれば、その方が日

常において車いすで生活をしていて、避難

所であっても、サポートを必要とするとい

うイメージを持っていただけます。自治会

の避難訓練などの機会を利用されると、自

治会の方にも自分から別の機会に説明に

行かなくとも理解を取り付けやすいとい

うメリットがあります。 

シンポジウムの中で、酸素ボンベの話が

出てきましたが、東日本大震災では公助以

上に民間企業の方が非常に頑張ってくだ

さいました。株式会社帝人の例をとります

と、帝人自体でも利用者の安否確認システ

ムを持っています。今回の震災では利用者

さんの１軒１軒を帝人の職員が訪問して、

酸素が切れていないかを確認し、自宅から

避難所に移られている方については、避難

所まで酸素ボンベの配送を行いました。 

 

帝人の安否確認システムは今回の震災

で機能しましたが、企業としての反省とし

て、避難所をどこにするかということを利

用者と話し合いができていなかったとフ

ィードバックしています。今後は、自宅と

ともに避難先についても安否確認状況に

加えていく予定だと帝人の方から聞きま

した。また、フィリップスも同様の取り組

みを説明してくださいました。これらの点

から普段の穏やかな平穏期の時から災害

になった時に、自分が関係する医療機関や

メーカーとどのような対応を行うかと話

し合っておくことが大切かと思われます。 

行政については、災害時のサポートとし

て要援護者のみならず、一般の被災者やそ

の時の状況に応じた仮設住宅の設置や復

興にもサポートの人出を要します。行政か

ら受けるサポートに関しては、震災の直後

は対応が難しいという面があり、今回の復

興対策でも、都市部ほど行政に依存度が高

く復興が遅れた傾向にありました。 

2011 年の８月、９月の時期になります

と、被災した地区の中でも市街地よりも周

辺地区の方が自治会や町内会レベルで、自

主的に朝はラジオ体操を行い、近所のおば

さんたちが炊き出しを行っているという

ような生活リズムが出来上がりました。被

災した地区でも都市部では未だに避難所

の体育館で、自衛隊からおにぎりの配給を

待つ状況が続き、都市部と地方の町で差が

生じました。日常から、近所づきあいがあ

るところとないところでは、避難所生活に

おいても差が生じた結果になりました。 

災害の第一波を耐えた後に生活を行っ

ていくうえで役立つ準備や取り組み、サポ
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ートの割合は、自助が７割、共助２割、公

助が１割といわれております。災害後を乗

り切るにしても自分自身での備えや近所

から力を借りることができる関係性作り

が災害後にいかに大きく影響するかと思

います。 

これまでの難病連の活動として、例えば、

レクリェーション的なお花見やイベント

への参加など、外出支援を行ってきました。

今後は、地区の防災訓練に参加するにあた

っての、外出支援も求められてくるかもし

れません。 

これは 2010 年に年前に ALS の方が実

際に避難所で、床に寝たらどのようになる

のかと避難所体験を当事者と関係者で話

し合って実施しました。実際に自分自身が

避難所となる場所に出向いたり、床に寝て

みることでイメージがついてくると思い

ます。外出支援の在り方についても今後は

役割や求められるものが変わってくるの

ではなかろうかと思います。 

災害は、どなたが生き残ってどなたが亡

くなるのかは正直分かりません。この生き

残った人々で新たな生活を行っていくう

えでの判断が求められてきます。これらの

点から自分のことは自分で守るという自

助の精神を障害の有無にかかわらず持ち

続けることが大切であると思っておりま

す。 

今回の東日本大震災では行政や医療機関

も被災し、復興に時間がかかっております。

それらの点から、行政や医療機関も被災者

になりうるということから、個人の自助と

ともに町内会などの周りの人々で助け合

う精神が必要なのではないかと思います。 

自分の障害を近隣に知らせることは障害

を持つ方にとって、葛藤を伴うことである

と思います。しかし、自治会や町内会が主

催する防災訓練というのは、疾患名を公に

しなくともどのような支援が必要なのか

ということを理解してもらえる機会にも

なりえます。住民同士として顔と顔がつな

がる機会になり得ます。自分の暮らす町の

人に自分の存在を知ってもらうことも自

分自身で取り組める防災活動の一部だと

思います。 

ありがとうございました。 
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大災害時の難病患者対応マニュアル見直しを考える 

患者の立場から・・・東日本大震災から何を学ぶか・・・ 

見直し提言プログラムの中間報告 

 

NPO 法人静岡県難病団体連絡協議会 

相談役・前理事長 野原正平 

 

野原です。いつもお世話になっておりま

す。今日は大災害時の難病患者対応マニュ

アルの見直しを考えるシンポジウムという

ことで、よろしくお願いします。 

まず、以前と違うのは、従来は、大災害

時難病患者支援マニュアルという風に言っ

ていましたが、今回から、難病患者自身が

どう対応するか、ということも含めて、難

病患者対応マニュアルという風に考え方を

１歩進めたということなども含めて、話し

ていきたいと思います。 

 

10 月と 11 月にここにある訪問調査に、

私と先ほど発表された今福先生と一緒に遠

野ボランティアから大船渡、それから東北

3 県、茨城の方へ、マニュアルの見直しを

目的に、各県の難病担当課、あるいは医療

機関、また被災者当事者、いろいろな支援

センター等々、14 機関を、訪問しました。   

被災した当事者からは、17 名からいろい

ろお話を伺う機会がありました。 

 

目的は、難病患者の支援マニュアルを見

直すということですが、先ほど言ったよう

に、2003 年に、中部保健所を中心にして

マニュアルを県単位で作り、これが全国的

に広がっていきました。今、十数県で、そ

れを下敷きにしたマニュアルが作られてい

るという話を伺いました。 

糸山班でも、これなども参考にして「災

害時の難病患者支援のための指針」をつく

りました。 

ところが、今度の 3.11 のように津波を

想定しているという状況ではなかったとい

うことから、どうしても緊急に見直さなけ

ればならない、そういう風な状況に直面し

たということがあります。 
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この調査にあたり私たちが、この間注目

をした情報について、ご紹介しておきます

と、まず障害者は、障害者をもたない人た

ちに比べて犠牲になった、いわゆる亡くな

った人が倍になったという、こういうデー

タが NHK の福祉ネットワーク取材班で明

らかにされました。また、死亡者の中で、

高齢者が非常に目立ったと、ここにあるみ

たいに、北海道南西沖地震の時には、

45.5％だったのが、これ 96 年だったと思

うのですが、東日本大震災の時には 64.4％、

2 割くらい増えています。 

それから、また同時に、災害の種別によ

って死因というのはうんと違うということ

も、内閣府の情報でわかりました。 

今回の東日本大震災によると、溺死によ

る死亡が 92.4％、関東大震災のときには、

火災による死亡が 87.1％、阪神淡路の時に

は建物崩壊による死亡が 83.3％というこ

とで、かなりそれぞれ違うということ。同

じ地震による被害でも。津波はやはり溺死

ですね。 

 

 

それからこの間の情報で注目しておく必

要があるのは、中央防災会議の専門調査報

告が 9 月に発表されて、5 分以内に津波避

難できる地域づくりと避難計画ということ

を出しました。それから障害者基本法が、

各自治体が障害者の災害支援を、きちんと、

計画を作らなければいけない。また、同時

に、静岡もそうですが、福島県だとか、静

岡など、原発に対する対応がかなり厳しく、

リアルに出てきたということも重要です。 

静岡県は、第四次想定で三連動地震と富士

山の噴火を想定した災害対応をしなければ

ならない。そういう環境になってきました。 
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この間注目する情報のひとつに、災害に

対して、犠牲になる人の、非常に多くの障

害者は、ここにあるみたいに、介助者がい

ないと移動できない、という人達が、60％

を超すという状況があります。こういう風

な状況の中で、やはり障害者の犠牲が、老

人や障害者の犠牲が増えているということ、

これもかなり重要な情報だったと思います。 

 

それから私たちが、各地にヒアリングし

たものについてはこういう、この調査を事

前に項目をお伝えして、聞き取りしました。 

安否確認の問題、重症患者の搬送、薬の供

給、災害時緊急車両、福祉避難所のアウト

リーチ等々、また津波てんでんこは、どう

いう風に考えたらいいのだろうか等々、こ

こに 10 項目、先に手紙でお伝えしておい

て、それに基づいて、皆さんからお話をお

聞きしたということです。 

 

そこで得た情報、時間の許す限り、少し

お話していきたいと思うのですが、安否確

認の問題は、従来とかなり違うし、また同

時に果たされていない問題がたくさんある

ということが分かってきました。従来、後

でちょっと言いますけれど、行政から近く

に来るのを待っているという状況だけでは

駄目だ、とういうことが結論的には出てき

ますが、やはり担当部署、難病担当部署は、

からでいくと、ALS 患者は 4 件とも全部安

否確認を行っていました。しかし、さっき

も言っていたように、要援護者の登録が、

明確にやられていたのが、データとしても

示してもらうことができたのが、岩手県で

した。岩手県は、主に盛岡ですが、県その

ものとしては約半分の人たちが、要援護者

として登録するという状況があったそうで

す。しかしそのうちの半分、すなわち 4 分

の 1 は、市町なら、市・町ならばよいと、

町内は回してもらっては困る、というよう

なことがあったそうです。3.11 以後になる

と、これから私たちが行ったのが、5～6

ヶ月後ですが、70％位増加したということ

があるそうです。それから、安否確認で非

常に大事だったのは、腎臓患者会と、県の

腎不全研究会、岩手県ですね、共同して安

否確認が非常にスムーズにやられたという
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風なこと。それから同時に名簿の複数確認

が必要だとか、先ほどから何回も言われま

したけれども、個人情報が安否確認の大き

な障害になっていると、いう点で、かなり

の人たちから、こと、人命救助にかかって

は、個人情報のその部分は解除すべきだ、

というような意見がかなり出ました。それ

から同時に、情報の管理という点で、クラ

ウド、私は使ったことがないのですが、い

わゆる人工衛星を含めた、かなり大量のデ

ータ保存ができる、そういうシステムがで

きているようですけれども、これの利用っ

ていうのも今後考える必要があるというよ

うなことなんかも出ました。 

 

それから安否確認で、新たに私たちも検

討しなければならない問題の一つに、各人

がそれぞれ安否確認を待つというのではな

くて、日頃市と一緒になって、安否確認、

要援護者の名簿を登録したら、登録すると

同時に、自分が要援護者を支援する人を、

複数登録をする。私が援助してもらいたい

というか、私が 2 人推薦をして役所の方へ

も登録しておく。そして、いざという時に

は、自分が安否確認、あるいはまた支援者

がこの人は今無事で、あるいはこの人は今

こういう点で困っていますよ、ということ

を申告するという、こういう風なことが非

常に大事なんだということを三鷹市で具体

化をし始めています。これはまだモデル事

業の域で、十分な結論はまだ検証中だって

いう風に言っていましたが。 

という様なことなども、かなり大事にな

ってきます。それから、まずは要援護者の

対象者が非常に狭いという問題があります。

例えば、難病で言うと特性疾患の重症患者

だけ、ということになるわけです。何百何

千という難病があるわけですけれども、こ

ういった点がまだ対象になっていないって

いう問題なんかも、一つ、大きな問題です。 

 

 

それから安否確認では、先ほどもちょっ

と紹介されていましたけれども、帝人在宅

酸素の仙台営業所の、全体をかなり、現場

で指揮を執った松本所長さんともお会いし

てきましたが、2 週間で約 2 万 5 千人、こ

の地域の、震度 5 以上の地域を、2 週間で

98.8％確認し終わったと。これは大体延べ

全国から 1400 人を動員して、基本的には

電話とローラー作戦で全部連絡をとり確認

したということです。彼が言うにはこのや

り方を、行政と一体化するシステムを構築

すれば、もっと効果的に安否確認するのが

可能ではないか。そういうことをパナソニ

ックの担当者に話したら、非常に重要な提



34 

 

起でもあるので、一緒に研究しませんかと

いうことを、言ってくださっている状況が

あります。 

 

それからもうひとつ、ここにあるみたいに、

かなり大きな問題がそれぞれあると、これ

はちょっと時間の関係で省きます。 

 

それからもうひとつ、発災直後の生命維

持の問題としては、先ほどから言われてい

るみたいに、従来では、48 時間はなんと

か自分の責任で、ということを言われまし

たが、3.11 以後これはほとんどの人たちは、

72 時間は自力で生命維持をするための、

日常的な準備をすべきだという考え方も出

てきています。 

これはかなり広がっておりまして、我々

は、マニュアル化する場合でもこういう点

が非常に大事だという風なことを考えてい

きたいと思っています。あと津波てんでん

この問題がありますが、これはちょっと後

で言います。 

 

時間の関係があるので、先ほどもちょっ

と出たみたいに、いろんな情報が、錯綜し

て、バラバラになり、実際は必要なところ

へ必要な支援がいかない。という風な状況

がかなり今まで起こっていますし、これを

解決してほしいという問題が、先ほどもあ

ったように統括して、統一的にどうという

ことがでてきました。やはり私たちは、こ

れを機会にそれぞれの縦割りの行政が、そ

れぞれの役割を果たすっていうのは大事で

すが、同時にこれを統括して、危機管理部

門が、統括するということが非常に大事で

はないかということも、かなりはっきり出

てきました。 

 

それからいわゆる非常用電源については、

こういったことがでてきましたが、時間の
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関係で先へ進めましょう。 

 

あと津波てんでんこの問題については、

それぞれ勝手に避難しなさいと。これは非

常に、集落や子孫を残すという上で、非常

に重要な教訓的な言葉だということが、行

って調べれば調べるほど、痛感します。し

かし、先ほど言ったみたいに老人とか動け

ない障害者は、自分たちでは動けない、こ

のままでいいのかと、新たな課題というか、

発展させる必要があるのではないかという

問題提起を私たちはし始めています。 

 

たまたま、石巻で救援の先頭に立った看

護師さんは、これは群馬大学の先生が提唱

したそうですが、津波てんでんこを発展的

に継承するということで、いわゆるハザー

ドマップで、流される情報は一切使用する

な、と、その場でできる最善を尽くせ、と、

どのような状況になっても諦めずに冷静に

ベストを尽くせと、率先避難者たれ、と。

周りの人が逃げなくても一番に逃げろ、と

いうようなことを率先して周りの人たちに

言って、かなり効果的な支援をしたという

ことが評価されています。 

 

この問題はさらに幅広い議論を私たちが、

お願いしたいという風に思っております。 

 

あと、もう時間がありませんからどんど

んいきますけれども、一番確実なのがやっ

ぱり高所移転・高所移動、これを日常的に

どうするか、ということと同時にもう一つ

は、日常生活の中で災害教育を徹底する、

ということが大事だと。 

例えば地震が来るとすぐガスを切るとか

っていうところまでは、習慣化していると、

しかし津波が来たら逃げろってところまで

行かないと、というところにまだまだ、不

徹底さがあるということを指摘する人がい
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ました。 

 

それから意外に多かったのは、防潮堤を

信頼していたが、そのために犠牲が多くな

ったと、いう風なことを指摘する人たちが、

意外に多かったということがあります。 

 

次に患者搬送等については全国ネットが

ぜひ必要です。司令塔がなければ出来ませ

ん。 

車両もそうです。 

 

福祉避難所も、先ほど今福先生からご紹

介がありましたけれども、やはり難病患者、

薬を必要とするような、あるいは医療ケア

を必要とするような、人達については、今

度今までの経験としては、効果的な役割を

果たせなかったと、いうのが現状です。 

 

 

その他多くの示唆を得ましたということ

ですが、あと、結局は先ほども言いました

ように、災害特性と、難病の障害者特性に
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見合った、家族単位、個人単位の災害マニ

ュアルを、自分たちで作っておくこと。 

 

これを効果的なものにするために、一番

下の方にあるみたいに、行政がそれをより、

例えば津波の少ないところ、しかし、雨に

弱いところ、火砕流はどうだとか、色々あ

るわけです。というようなところに見合っ

た、家族単位のマニュアル作りっていうの

は非常に大事ではないかと。 

まだ十分私たちも、検証しきっているわ

けではありませんが、次第にまとまりかけ

てきているという状況がありますが、今日

の段階では中間発表ということで、お話を

させていただいてちょっと時間の関係で、

ここで終わります。ありがとうございまし

た。 
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東日本大震災から学ぶこと 

 

静岡てんかん・神経医療センター・静岡富士病院 

神経内科 溝口功一 

 

よろしくお願いします。先ほどお話にあ

りました厚生労働省の研究班で、昨年の夏

頃に、東日本大震災の、ワークショップを

行いました。その報告を中心にしてお話を

したいと思います．ところで、皆さん、こ

れ、貰いましたか？中開くとすごいですね。

全国地震予想地図というのがあって、静岡

県が真っ赤で、今後 30 年以内に震度 6 以

上の揺れに見舞われる確率が 20％以上の

地域、静岡 90％以上の確率だということ

です。いわゆる昔の太平洋ベルト地帯って

いうのが軒並み真っ赤になっていて、こう

した地震が起こったら日本は壊滅的被害に

なるなと思いました。 

 

これが、先ほどお話をした、ワークショ

ップの内容です。 

 

東日本大震災の時、起こった出来事です

が，皆さんお話をされましたから、省かせ

ていただきます。 

 

 

今福先生のお話にも出ましたけれども、

ご自宅で人工呼吸器を付けている患者さん

の状況で、関本先生のスライドをお借りし

まして一部変えさせていただいたものです。

ここで分かるのは、日頃から何か対応の話

し合いをしている人たち、あるいは、災害

時の対応ハンドブックを作成している人た

ちは、やっぱり自宅であっても対応できた
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人たちがいるのだな、ということが、一つ。

それから、やっぱり入院した人が多かった

ことです。東北大学の青木先生のお話では、

仙台市内の方はほとんど自宅で対応ができ

ましたが、スライドの方たちは、仙台市外

の人たちなので、入院された方が多かった

というようなお話でした。ただそれに続い

て青木先生のお話では、救護病院などにな

ってくると、外傷などの患者さんが非常に

たくさん受診されるのと、重油が底をつい

て、自家発電そのものが危ない状況になっ

てしまったので、とても大変だったという

ようなお話をされていました。 

 

もう時間がありませんので、非常用電源

だけの話にします。 

人工呼吸器を付けている人が、一番医療

依存度が高いと考えると、その人たちが

どんな機器を使っているかを考えなけれ

ばなりません。まず、人工呼吸器と加湿

器、それから吸引器、これで 200 ワット

から 300 ワットくらいの電源を使いま

す。それからパソコンをコミュニケーシ

ョン用として使っている方もいらっしゃ

います。それからラジオ、電動ベッドと

かエアマットとかというものも使ってい

て、全部で 800 ワットくらいの電気を使

うのだそうです。非常用電源というのが

いくつかあります。先ほどのこの冊子の

29 ページのところにも、発電機という

のがあります。 

 

これは北里大学の瓜生先生のスライドを

いただいて一部改編したものなのですが、

人工呼吸器専用の外部バッテリーというも

のがあります。それから、車のところから

とってくるインバーター、あるいはバッテ

リーから交流に変えるようにインバーター

というようなものがあります。それから、

発電機があります。 

 

スライドに示してありますように、20

時間くらいもつからカセットボンベタイプ

のもの，カセットボンベ 2 本で 2 時間程度

の作動のようですが，様々なタイプがあり

ます。 

それから、停電になった時に、すぐに、瞬
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時に電源を切り替えられるような無停電電

源装置というようなものもあります。先日、

愛知県でお話をした時に、名古屋の方から、

面白いこんなものがありますよ、とお話を

していただいたのが、この家庭用の蓄電池

というものです。普通のコンセントに繋い

でおいて蓄電をしてくれるものです。 

 

後でもう少し詳しい話はしますけれども、

こういったものを利用できるかもしれない

と思います。 

 

それぞれちょっと比較をしてみます。 

 

 

バッテリーの場合には、瞬時に切り替わ

ってくれますし、呼吸器のレンタル料にこ

れから含まれることになりました。在宅人

工呼吸器指導管理料に 480 点上乗せにな

ります。非常に便利なのは、借りものです

ので、当然メンテナンスは呼吸器の会社が

してくれることになることです。 

内蔵バッテリーの方は長時間ずっと人工

呼吸器を使っていますと劣化して、例えば

2 時間・3 時間使えますと言われても、実

際にはもう 30 分しかもたない、というこ

とが起こります。外部バッテリーは、医療

保険の中で、出来るようになってきました。

ただ使用可能時間が、長いもので 10 時間

くらい、短いもので数時間ということです

ので、3 日間はとてももちません。2 つ持

っていたとしても、3 日間もたせるのはか

なり大変になるということになります。そ

うすると充電するような方策を考えるか、

たくさん持つ、ということになると思いま

す。そこで考えられるのは、一つは発電機

で今はかなり性能がよくなってきて、イン

バーダーを内蔵しているものがあって、人

工呼吸器に直接繋いでもたぶん大丈夫であ

ると思いますが、メーカー側は保障しない

という風に言っています。ただ、問題はそ

れを動かすものがない、ガソリンとカセッ

トボンベが必要なことです．それでよく見

ますと、左側のページの 25 ページのとこ

ろに、レギュラーガソリンの缶詰があった

りとか、ガソリンの携行缶みたいのがあっ

たりして、そういったものを備えておけば、

ある程度の時間はできるかと思います。2

時間とは書かれていましたけれども、カセ

ットボンベは2つしかなければ2時間しか

もちませんし、発電機は十時間くらいもつ

ものもある。そしたらやっぱりお金がかか

ります。これをどうするかというのが、一

つの課題ですし、加えてメンテナンスの問

題があります。発電機というのはずっと持

っていればいいというわけではなくて、３
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ヶ月から６ヶ月に１回位は回さないと、ど

うも性能が落ちてくるようですので、そう

いった問題もあります。それから意外と便

利なのが、この蓄電池です。汎用性が非常

に高くて、通常のコンセントに差し込んで

置くだけで、充電はされます。アウトレッ

トも当然普通の、差し込み口があり、通常

のコンセントにこの蓄電池を差し込んでお

いて、ここにあるコンセントに外から差し

込めば、通常に使えますので、かなり便利

だと思います。ただ、値段は、1 番安いも

ので 30 万位です。高いものでは 100 万し

ます。ここに 6 時間から 10 時間と書きま

したけれども、100 ワットを使っていて、

一番小さいもので 6 時間から、確か 8 時間

ぐらい、一番大きな 100 万位するもので、

11 時間から 12 時間位もつのだそうです。

300 回位までの充電が可能ということで

したので、10 年位は軽くもつだろうとい

うのが、会社のお話でした。あとは、バッ

テリーを利用したインバーダーが、これ 1

番安いです。当然のことながら。使用時間

もガソリンのもつまでは、ガソリンが必要

なので、こういったガソリンの携行缶に入

れておけば、20 リッターくらいはガソリ

ンのキープはできる。加熱・廃液という問

題がありますので、それはそれなりに欠点

もあるということもあります。 

 

先ほども言いましたように、お金が非常

にかかりますので、外部バッテリーは医療

保険でできる可能性が高いのですけれども、

発電機などは自分で買わなければいけませ

ん。瓜生先生が調べられたものを利用させ

ていただいたのですが、非常用電源措置と

して自家発電の無停電電源装置については、

国から難病用、拠点病院、協力病院に、配

置をすることができるようになりました。

配置をするといっても，病院に配置をして

おいて、在宅に帰られる人工呼吸器の患者

さんに、貸し出すといったような内容です。

全部で 24 万 7000 円で、発電機械が 20

万、無停電電源装置 4 万 7000 円が内訳で

す。 

それから静岡県は随分前から難病患者等、

災害防災対策事業行政ということで、在宅

人工呼吸器を使用している ALS 患者等に
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対して発電機と外部バッテリーを合計 20

万円補助します、という制度があります。

実際は、後で示しますけれども、たくさん

の人が使っているものではないです。それ

から、東京都が昨年から、在宅療養患者緊

急時対応支援事業ということで、人工呼吸

器使用の患者さんに対して、人工呼吸器用

のバッテリー、自家発電装置、蘇生バッグ、

吸引器、合計で、かなりの額になるのです

が、これだけのものを、都が全額負担をし

て、買えるようにしてくれたそうです。 

 

こういう制度の実際は、昨年の 9 月 1 日

現在で、県に聞いたところ県内 29 の市町

で体制整備が終了しているそうです。これ

は先ほどの補助のところにも出ましたけれ

ども、県が半分、市町が半分、ご自分が 1

割という負担になっていますので、市町の

方で、予算を組まないといけないというこ

とになります。その予算をとるときに ALS

のみというような縛りがついたり、手帳保

持者というような縛りがついたり、色々な

ものがあるようです。22 年度の実績では、

8 市では、バッテリーだけの購入が 8 件、

バッテリーと発電機の購入が１件、という

ことでした。全体で９件しかなかったとい

うことです。県内で、人工呼吸器を付けた

患者さんが大人の患者さんで、30 名から

35 名位で、子供の患者さんがおそらく同

数くらいいらっしゃるというようなお話で

すので、全員に行き渡っているということ

ではなさそうだと思います。一番大きいの

はやっぱり、外部バッテリーが、保険の改

定で指導管理料の中で使えるようになって

きたことで、外部バッテリーが普及するか

と思いますが、72 時間もたせるためには

どうしたらいいのかというのが、次の課題

として、残っています。 

 

先ほどお話が出た、テイジンのことです

が、テイジンは D-MAP というものを作っ

ていて、震度 5 以上で、全社員に携帯のメ

ールが行くそうです。被災地の場所と、安

否確認の対象人数が、全社員に配信されて、

パソコンを開くと、グーグルのマップの上

に安否確認対象の、在宅の酸素の患者さん

の居住地のところに、ドットがあり、そこ

にカーソルをもっていくと、処方流量とか、

時間別使用状況なんかも、出てくるようで

す。サーバーが少なくとも東京と大阪の 2

か所にあることも感心した点です。 

それから、透析の方もかなり頑張ってい

まして、透析医会が、このようなものも行

なっています。 
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これを今年の西澤班の班会議の前日にシ

ミュレーションを行なったようです。 

 

本部は東京にあるのですが、副支部が大

阪にあって、やっぱり同じ情報が取り出せ

るようにしています。各県のネットワーク

が、登録ができるということと、本部と副

支部があるという所が非常に優れている点

だなと思いました。 

被災地の中では、色んな患者さんがいま

す。重症者については広域搬送をしなけれ

ばいけない、つまり、災害の起こっている

地域からそうでない地域に移さなければ、

新しい患者さんが被災地内の病院に入って

くることができないという事態が当然起こ

ります。 

 

それを何とかしようというのが、広域搬

送ですが、今回は、神経難病の患者さんの

広域搬送に関して、神経学会が実際に関与

しました。ここに書いてありますように、

全国に呼びかけて、受け入れ施設のマッチ

ングを行いました。私たちの病院にも連絡

がきて、5 名くらいは大丈夫ですよ、とお

話をしたのですが、結局患者さんは来られ

ませんでした。政府の災害対策本部が、広

域搬送に協力して、ヘリコプターの搬送を

実施しました。しかし、ヘリコプターでの

搬送は初めてでしたので非常に色んなこと

が起こって、結構大変だったようです。 

実際に行われた北里大学の荻野先生がま

とめてくださって、いずれ発表してくださ

ると思います。 

 

国が災害対策本部を持っていて、県の災

害対策本部と、連動しています。 
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そこで、例えば広域搬送の患者さんが出

た場合には、それと関係している学会神経

難病の患者さんであれば、神経学会なので

すが、そういったところが、ある会社との

タッグを組んで、受け入れ病院を探し、そ

こへ、ヘリに限らず、陸路でいいのですが、

運んでいくようなシステムを作らなければ

いけないと思います。 

 

神経難病の患者さんは、たくさんの患者

さんではないのですが、やっぱり病院に入

院をすることによって、病院機能が低下す

る可能性があること、また、患者さんたち

にとっても、必ずしも安全な場所でない可

能性があることなどから、被災地外の地域

に運んだ方がいいだろうと思いますので、

こういったシステムも必要だろうと私たち

は提言しています。 

以上です。 
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フロアからの発言ふくむ全体討議 
 

司会 

高齢者や障害者を含めて私たち一人一人が、防災力を向上させていくためには、何が必

要なのか、というあたりで、少し皆さんと一緒に考えていけたらというふうに思っていま

す。会場の皆さんの方から、質問、あるいはご意見はいかがでしょうか。 

 

安否確認など拠点病院、行政などの役割は？ 

ヘリコプター飛ばす…窓口はどこ？ 

松浦：浜松医大の医療福祉センターの松浦と申します。今日は皆さんの貴重なお話を伺え

て、とっても良かったと思いました。今、やっぱり去年の 3 月 11 日以降、すごく防災に

関して、いろんなところで、関心が高まっていて、それぞれいろんな対策を立てていると

思うんですけれども、行政の方では、例えば防災対策っていうと、災害対策っていうとこ

ろの防災の方になっていって、難病対策は難病って、分かれているところがあって、とて

もその辺にジレンマがあるというか、なかなかスムーズに行かないところがあるかなとい

うところを、実感として感じています。静岡県内の、いろんな保健師さんの集まりにも顔

を出すこともありますが、それぞれ地域でいろんな行政には、温度差、災害対策に対して

温度差があるということですが、静岡県内の保健師さんがすごく頑張っていてくれて、今、

重症神経難病の患者さんに対しては、個人的な、災害時のマニュアルっていうんですかね、

災害時の対策っていうのを考えているというところですが、そこの保健師さんの方から、

私、難病拠点病院の浜松医大に勤めているんですが、保健師さんの方から質問として、例

えば、個人的な患者さんの災害時の具体策を考えるときに、ヘリコプターで運ぶにはどう

やって、どこに連絡すればいいのかという質問がきたこともありました。私もこの仕事を

始めて、まだ間もないものですから、悩んでいましたが、今日溝口先生のお話も伺って、

やはり広域搬送の場合は、国が動かないと無理だというのがあり、いろいろな所がすごく

頑張っていますが、なかなか実際に細かいことまで考えて動くとなると、結構疑問点もた

くさん出てきて、私もこの浜松医大の中で、静岡県の難病拠点病院として、色んなマニュ

アル作りもしていこうかと思っています。災害の大きさにもよりますが、連絡なども病院

間でどのようにとればいいのかも、すぐには無理だというのもありますし、困っているよ

うな状態です。 

連絡が取れさえすればなんとか、それぞれで、例えば、今日テイジンさんの話も出まし

たが、それぞれのところで、色々な動きがあって、安否確認もたぶん複数の行政なら行政、

あと保健師さんとか、あとはテイジンさんなどの業者もやってくれるだろうし、複数すぎ
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て色々な、余計面倒なところもあるのかもしれませんが、色んなところが色々関わって、

なんとか動いていくのかなということも少し思いました。ありがとうございました。 

 

行政からの安否確認と当事者の自助計画 

それぞれの場所での取り組み強化が必要 

溝口：安否確認は大事なのですが、どこがするのかは問題だと思います。台帳を持ってい

るのは県ですが、政令指定都市である浜松市と静岡市で台帳をもっていません。したがっ

て、行政、業者、自治会といったところでの安否確認の方法を考えなければならないと思

います。 

また、上田先生のお話の中で、避難に関わる割合が、自助の部分が 70％位を占めている

と考えると、安否確認ももちろん必要だけど、とりあえず患者さんに、自分で自分の身を

守る方法を考えていただくことが必要です。それが大事だと思います。考えているのは、

退院時に、患者さん・重症難病患者の人達に、どういう災害対策をしたらいいのか、とい

うことを指導するようなものを作ろうと思っています。 

例えば、お宅は、家具が倒れないようにしてありますか、それからガラスは割れないよ

うにしてありますか、という一般的な話から始まり、例えば人工呼吸器を装着している人

でしたら電源はどうしますか？外部バッテリーはいくつ用意してありますか？ＩＢＤの患

者さんだったら経腸栄養剤は何日分保管してありますか？ということを聞いて、退院する

時に指導してあげると、在宅療養に役立つと思います。 

もう一つはそういったことをすることによって、患者さん自身が考えるようになる。何

が必要なのかな、これが必要だったんだ、とかが分かるようになるので、そういったもの

をとりあえず人工呼吸器だけでもいいから作って、県内の病院が同じような指導ができる

ようにできたらいいな、ということを考えているところです。 

必要なことはだいたい分かると思います。特に電気に関しては、絶対必要ですから、どう

やって確保するのかを、退院するときに一言聞いてあげると、患者さんたちはそういえば

電気はどうするんだろうな、と考えます。そのようなことを、是非、拠点病院がやってく

ださい。 

 

松浦：早速取り掛かろうと思います。 

 

課題も多い･･･行政など病院間の連携・役割 

司会：病院間の連携みたいなのってどういうふうになっていますか？ 
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溝口：県内の病院間の連携は、あまり機能していないように思います。それをどうやって

結びつけるかというのが課題です。例えば、ベッドの融通にしても、県内で誰がやるのか。

難病拠点病院が、災害コーディネーターみたいな役割を果たしてくださればいいです。そ

の場合、何ベッド、呼吸器の患者入れられる、というのを情報として流す必要があります。

その時に、例えば、フィリップスのものを使っているなら業者に問い合わせをして、どう

いう条件で使っていて、薬は何飲んでるの、みたいなことを問い合わせして、受け入れ側

の病院に情報を引き渡すということも必要になります。そういう仕組みは作らなきゃいけ

ないですね。 

透析学会が行なっていることは、災害が起こったら、うちは何人透析が可能だという情

報を記載できる仕組みがあります。そういう仕組みを考えなければいけません。3.11 のよ

うに規模が大きくなると県内では到底話がつかないので、もっと広域で考えなければなり

ません。今回は幸いなことに日本神経学会の理事長が決断をして、政府官邸に直接交渉し

て、ヘリコプターの搬送が始まりました。しかし、被災地内は医師が足りませんから、現

地の医師を搬送するためにヘリコプターに乗せるわけにはいきません。そのため、被災地

外の医師さんが、被災地に行って、患者と一緒に、別の病院に移ることになりました。ま

た、搬送中にも、気圧の問題が起きたりとか、いろいろな問題が起こってきました。した

がって、仕組み作りは、県内だけでも、絶対に必要だと思います。 

こうしたこと以外にも、災害無線が通じなかったこともあったようです。また、停電にな

り、エレベーターが使えなくなりますので、ヘリポートの位置なども問題があります。浜

松医大のヘリポートはどこにありますか？ 

 

松浦：サッカー場です 

 

溝口：サッカー場だと上に連れてくだけで済むので、そんなに手はかからないかもしれま

せん。色々な問題がありました。8 月のワークショップを聞くと、様々な問題があったこと

がよく分かります。 

 

司会：ありがとうございます。なかなか問題は、とても色々あって、仕組みづくり等も必

要だということで、出来るところからっていうと溝口先生が言ってくださった退院時の指

導ということで、難病の患者さんも自分の身を守る方策を、自分たち自身がそれぞれ、や

はり考えるっていうところの動機づけっていうところは、なっていけると思いました。 

 

考える動機づけ：アンケート 

溝口：前にやったアンケートも、患者さんたちの啓蒙という点では、有効です。以前に調

査しましたが、アンケートを出すことによって何を準備したらいいのかということが分か
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ります。調査をしたのは和歌山、静岡、神奈川、秋田、北海道です。それらの地域に、1

年くらい経ってから聞いてみると、少しずつ準備が進んでいるようですので、アンケート

の実施も有効な手段だと思います。 

 

司会：はい、ありがとうございます。今福先生もアンケートをやっていて、また何年か後

に同じような調査をするっていうことでまた、動機づけが進むということもあるのかな、

と思います。はい、それ以外にご意見やご発言のある方はいかがでしょうか。 

 

町内ごとの取り組み格差 

溝口：上田先生にちょっとお伺いしたいのですが、町内会はよくやっていると思います。

ある時、土曜と日曜日の朝、住宅の門に黄色の旗がついていました。何かなと思ってみた

ら、災害時の訓練で、うちは大丈夫という旗だったのですね。私は静岡市内に住んでいま

すが、私の町内では、全然そんなことやっていません。町内によって随分差がありますね。

こうしたことは静岡市からの指導で行なうのですか？それとも、町内が自主的に行なうの

ですか？ 

 

上田：その話についてでありますが、町内会長さんで会議を行う連合町内会長会というの

がありまして、各町内会や自治会ごとにも、自分たちで可能な取り組みを行いましょうと

話し合いを進めているようです。静岡市に限って言えば、無事だった方や家は、黄色の旗

やタオルを、幸福の黄色いハンカチにちなんで、「うちは無事でしたよ」ということで、黄

色いタオルを軒先にぶら下げるという取り決めを自主的に行っている自治会があります。

この取り組みについては、熱心なところは、自分たちで進めていますが、街中や町内会長

さんがお忙しかったりなど、いわゆる休日に人が集まるのが難しいところでは中々進んで

いないのが現状のようです。静岡市内でも、同じ話し合いのもとに取り組みを進めている

ようですが、町内会ごとに差があるのは事実です。あと傾向としては、旧静岡市よりも清

水区の方が、住民同士の組織的な活動を活発にされてます。同じ静岡市内でも格差があり

ます。 

 

災害時要援護者支援計画への取り組みは？ 

溝口：もう一ついいですか。災害時の援護者避難支援計画についてですが、静岡市では、

昨年の秋、要援護者のところに手紙が送られてきて、計画を立てますかということを尋ね

られたと思います。実際に、県内の市町でそういう取り組みが始まっているのか、それと

もあまり進んでいないのか、どうなのでしょうか？ 
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上田：聞いた話ですと、実際に、登録開始を始めたのが静岡市で、取り組みに向けて浜松

市も着手したという話があって、あとはその周辺の磐田であるとか、県内の各市町で検討

しているようです。静岡県からは、平成 24 年度に取り組めるのが全体の 5 分の 1 くらい

の市町だろうという話は聞いていますので、そういった意味では静岡市は人口が多い割に

早かったという状況です。 

 

溝口：個別計画の策定までは先の話になりますか？ 

 

上田：そうですね。実際今回の静岡市の行ったものもまずは台帳をつくって、それを災害

が起きた際に自治会におろして、確認してもらうというものです。また、その台帳につい

ては、事前に候補者の名簿を自治会役員に渡すと聞いています。実際に行政が直接安否確

認を行うというものではないです。住民に安否確認を行わせることについて、市議会で、

その点が議論にあがっていると聞いております。 

 

溝口：個別計画の中には、安否確認だけではなく、避難経路、避難時の支援者といったこ

とも計画される予定ですか？ 

 

上田：予定では入っています。ただしその予定になる方が、町内会の役員なのか、研修さ

れたような特殊な方にするのか、県や市町の担当者が行うのかというところで、誰が該当

し、責任を負うのかという部分が決まってない状況です。 

現時点では今のところ、町内会長さんであるとか、民生員さんに依頼するであろうという

構想です。 

 

安否確認後のニーズの把握と支援、横断的支援体制・司令塔 

野原：今の問題っていうのはやっぱり、発災直後の人命救助ということで非常に重要だと

思うんですね。そこで、先ほどからも言われているみたいに、安否確認を、この人はとに

かく一時的になんとか命は助かったよ、という風なことを確認するっていう程度なんです、

今は。 

しかし問題なのは、その人たちが今困っている問題は何なのか、その困っている問題に

どう支援するのか、というところまで踏み込んでいくということになると、先ほどからも

繰り返し紹介されているように、「帝人」（在宅医療）さんがやったようなやり方が求めら

れます。 

これをやるとなると、それぞれの縦割りの部署だけではできないんですよ。保健所によ

って違いはありますが、多くは特定疾患の、しかも一時的には ALS の患者しか要援護者名

簿を作ってないんですよ。あと重症の難病患者をやるってしても、結局は登録をしている、
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来るのを待っているだけになっている。 

今困っている人に対してどうやってやったらいいのかってなったら、困っている状況を

つかんで、それは支援できる機能を持った包括的な機能ですね。そういうことになるとや

っぱり、危機管理部門ですね。危機管理室、今静岡でも、今日は多分県の危機管理部門か

らも来てくださっていると思いますが、そことの、まず全体として統括しながら、障害者、

難病患者、例えば薬だったら必要だと、どうしたらいいんだ、と。  

患者移送のヘリコプターでもまだ難病患者対応のシステムはできていません。こないだ

の 3.11 の場合にはいろんなことがあって、飛行機飛ばしたってことはあるんだけども、い

ろいろ聞いてみると、結果的にシステムが出来ていない。このシステムを日常的に構築し

ておかなければ、いざという時に、先ほど浜松の方がおっしゃったみたいに、どこへ言っ

たらいいのかと…未だに分からない、まだ。そのシステムをちゃんと作っていかなきゃな

らない、という風なこと。そういう総合的にたくさんの人の命が危険にさらされていると

いう事態に対して対応をするのは、危機管理部門であると思います。 

他の部署とも、縦割りの部署とも、縦割りの部署が悪いってわけじゃないんですよ。そ

れが無いとつかめない、あるいはまた効果的な、専門的な支援ができない、ということが

ありますから、それは大事なんです。しかし統括して、司令部っていうか、そういうとこ

ろが無いと、こういう時には非常に大変だと、いう風なことなんですね。そこへ向けて、

横断的な課題を明らかにする、マニュアルとか。 

それからもう一つは、だいたい今日の皆さんのお話でもそうだったんですけど、家族単

位、個人単位で、様々な状況にあったマニュアルを作る。例えば、津波がきても、津波だ

けで終わるところと、場所によっては液状化になっちゃうところっていうのがでてくる。

これはやっぱり事前に何を準備しておくかっていうのは違ってくるわけですよ。噴火、ま

たは洪水が出そうなところだって、地域によって様々ですよね。そういう環境に見合った

家族単位のマニュアルをそれぞれが、作っておく。 

行政が中途半端ではなく、支援、援助をする、というところを義務化していくというこ

となんかも我々が今検討している、すなわち行政や国が横断的に支援しなきゃならない、

大事な問題だと思います。どういう風に個別が、それぞれが、自分は自分で守らなきゃな

らないっていう問題を家族単位のマニュアルみたいなものを作る、この両方から問題にせ

まっていかないと中々大変なんだろう、同時にそれぞれの医療機関や訪問看護ステーショ

ンなど、さまざまなマニュアルができてきて当たり前なんだろう、という風に思っていま

す。 

これからもしばらくの間、いろんな人たちの意見をお聞きしながらね、今年の 12 月、基

本的には 10 月までには、この間の東北の事例だとか、今回のこのお話をうかがったりしな

がら、一つのものにまとめていけたらなっていうふうに思ってるということで、これから

もいろいろ皆さんの情報やご意見を聞かせていただけるとありがたいと思います。 
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司会：はい、ありがとうございました。それ以外には、いかがでしょうか。 

 

医療情報・データの一元的管理とバックアップ体制 

溝口：最近は、医療機関に受診すると、電子カルテを使っています。あの電子カルテはい

ろいろな会社が作っています。そのため、患者さんたちのデータを共有ができません。現

実には無理なお話かもしれませんが、例えば静岡市内の病院の電子カルテの情報が、沖縄

にサーバーを置いて、共有できるような形で保管してあれば、静岡県内に、何か起こって

も、例えば薬剤の情報が、どこでも利用できることになります。もちろんセキュリティな

ど色々な問題がありますが、出来るはずですよ。せっかく電子化してるのですから、電子

化している情報を共有できるようにした方がいいと思いませんか？ 

現在は、電子カルテを A 社から B 社へ変えようとするだけでも、非常に大変です。そう

したことを乗り越えて、セキュリティをしっかりして、共有できるようにしてもらえば、

災害時にも役に立つと思います。そうしたことも、連携できるようにしようと思ったので

すが、問題が大きすぎるため、止められました。しかし、本来はそうあるべきだと思いま

す。日常的にみられるのではなく、地震などの危機の時だけ、見られるように、情報を共

有することは絶対必要なことだと思います。こうしたことは、本来、国が提言すべき問題

だとは思いますが。 

 

一人一人がもつ医療情報・データ 

司会：国の問題ということで、難しいんですが、先生、個人的に一人一人がそういう自分

の病気の状況とか薬とかを、持っているとかってことはできないですかね。 

 

溝口：健康保険証はカードみたいになっていますね。あれに IC チップを埋め込んで、デー

タを入力できるようなものにしておくというのでもいいと思います。毎回新しいものに更

新するだけで、古いデータを残さないという方法でも良いと思います。ただ、なくしたり、

落としたりして、誰かに見られる恐れがありますから、個人の責任は重大ですが。 

 

司会：常時身に着けられるような、こういうリングみたいな、っていうのはできないです

かね。 

 

上田：それについて、住基台帳に、例えば利用している医療機関であるとか、内服薬だと

か、情報を貼り付けることはできないのかということを、この要援護者支援登録名簿を作

っている担当の方に質問してみました。担当の方も、一番それが手っ取り早いと思うと答

えてくださいました。しかし、それらの情報を住基台帳に乗せることに反対するのも住民
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なんですという意見をいただきました。あとは、せっかく日本国内の離れたところに姉妹

都市があったり、世界中にも姉妹都市結びますよね。せっかく姉妹都市を結ぶんだから、

災害姉妹都市みたいな形で、住基台帳とかそういったものも、託せば、相手側は被災しな

いわけだから、困った時にそういった情報を補助する助けが、いいのではないかと思いま

すが、やはりそうなってくると、個人情報保護法が要するにネックになって、実現できな

いということを担当の方から、聞かせてもらいました。法律で、有事の際の行動ががんじ

がらめになっているという現状も、聞かせてもらいました。 

 

溝口：厚労省の見解では、個人情報保護法は、非常時の時は、無視してもいいと記憶して

います。 

 

自分流マニュアルを 

野原：公的には、当該者の利益がある場合は、目的外利用を奨めていますが、行政の現場

に徹底していないというのが現状だと思います。 

なかなか個人情報保護っていうのは難しい問題がありますが、あらゆる問題に人の命を

救うという問題を優先すると立場で乗り越えちゃうことが重要だと思います。 

それから今言った、個人的な、一人ひとり、災害も様々です。火砕流から、地震から、

様々です。地域によっても様々ってことは、同時に特に難病患者とか慢性疾患を持ってい

る場合には、疾病そのものも様々だし、同じ疾病でも、進行している人と、そうでない人

と。あるいはまた、働いてもなんでもない病気の人と、そうでない人と、100 人いれば、

100 人の違いがあるわけだから、それを一つのパターンで決めちゃうってこと自体がかな

り難しい。不可能に近いですね。 

だから、一人ひとりに合った災害マニュアルを、どう作って、それをどういう風に援助

するかと。援助、指導を、言ってみれば、中途半端じゃなくて徹底すると。特に要援護者

については、そうすると、いう風なことに、とりあえず焦点をしぼって対策を立てるって

いうのが大事なんじゃないかな、という風に思います。 

同時に先ほど三鷹の例を出して、これはかなり広がり始めているみたいです。花巻市で

も始まったそうなんですけれども、要援護者を登録したら、その人に複数の要援護者支援

者を配置する、と。要援護者支援者が、大変な状況だと支援をするっていうところまで踏

み切れないそうです。だけども安否確認だけなら、通知してもいいですよ、という風なこ

とで、要援護者支援者が 2 人ないし 3 人、配置できるような状況がある程度見通せるよう

になってきた。そうすると、上からの安否確認だけはなくって、下からも、大変な人たち、

この人たちは今大丈夫ですよ、これは困っていますよ、問題があがってくるような状況に

なれば、困った状況に対して、比較的早く、統括的につかめる、ということなんかも出来

るんじゃないかと。 
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それが日常的にそういう仕組みをつくっておくという状況にならないとうまくいかない。

まだ静岡は、要援護者の登録が始まったところ、さっき岩手の例を見ましたけれども、放

っておくと、5 割の人しか登録していない、必要と思われる人にとってね。しかも 5 割の

うちの半分は、市町はいいけど、自主防に回してもらったら困るよ、という風な人たちだ

ってことですから、なかなか、一番大変な人たちに対して本当に支援が行くってところま

でいくには、我々、当事者の側もうんと努力しないといけないと思います。 

同時にどんなことがあっても、私は援助を受けないまま、もうこのまま終わりでもいい

よ、俺は流されてもいいよ、という風な人たちも、いちゃいけなってことは言えないんで

すよね。ある東北の医者が言っていましたが、そういう人がいてもいいけど、その人は事

前に申請しといてくれ、俺には構わないでくれ、ということを事前に開示しておいてほし

いと。それじゃないと困るんだよ、ということを言ってました。 

これもやはり一つの考え方だと思うんですよ。確かに、大震災、特に大津波なんかの場

合ね、助けに行った人たちがうんと亡くなったでしょ。津波の最も大事な災害特性ですよ。

宮城県だけでも、消防士だけでも 256 人亡くなったんですよ。民生委員の方って随分亡く

なっているんですよ。で、助けに行って、手を握ったまま流されて亡くなったという人が

発見された。看護師さんがね、そういう事例なんかもかなりあるわけなんですよ。ですか

ら、そういう人たちに、いろいろ考えると、俺はもう流されてもいいよ、っていう人はあ

っちゃいかん、と言うことも中々できないです。そういうことも含めて、しかしその人は、

事前に登録しておかないと医者の方は困りますよ、という風なことなんかもあるんで、こ

れどういう風に示したらいいものかということも私たちもマニュアルを作る際に、そうい

う問題なんかも、少し立ち入って、判断しないといけないと思っています。 

またいろいろと聞かせていただけるとありがたいです。 

 

ライフ（人生、生活）守ることと…ライフ（命）を守ること 

サトウタツヤ：立命館の佐藤と申します。私は社会心理学と、行動心理学をやっておりま

して、他に難病の心理学など・・行動心理の観点からいくと、情報倫理ってことを考えな

きゃいけないと思います。 

倫理と考えるとそれが本当に、倫理は悩むものですから、悩み続けるってことなのだろ

うけど、正義っていう風に考えると、何が正義で、何が不正義なのか、という観点が必要

だなと色んなところで思っています。災害時も全くそうで、緊急時に何が正義なのか、不

正義なのか、談じる仕組みを作っていく必要があるだろうと、思います。個人情報保護は、

ライフ、本来は、個人のライフを守るものなのだけれども、ライフが生活とか人生ってい

う風になっているんですね。 

ですから、普段はやっぱり国に情報をにぎられたくない、ライフって考えたらば、個人

情報は保護されなければいけないけれども、生活と人生で言えば。いのちでいえば、それ
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は広く共有されるべきだと、いう風に思われるべくなんです。そういうような観点の基準

を作っていく必要があることが分かるんですね。住基ネットについては、そもそも賛成か

反対かって話がありますので、私のように反対する人にとっては、そこに、一つだけでも

情報を加えるべきではない、という立場があるわけですね。それは、国という機関に対す

る不信感があるわけですから、これは「いのち」で考えればそうなんだけれども、関係者

がいたら申し訳ありませんが、生活とか人生で考えると、その情報を医療経済とかに使わ

れる可能性があるわけですから、決して単純に、賛成できることではないんだろうな、と。

だから面倒くさいって話ですよね。 

情報のボトムアップ化が大切 

ではどうするかって話の時は、やはり今ここで話し合われていることこそが一番重要な

ポイントなのであるから、こういうところで、情報をきっちりと積み上げていくという。

積み上げていくって言ったって、それを維持する努力が必要だから、維持する努力をどこ

にするにかっていうことを考えることが必要かなと。やっぱり、いたずらに国と市民を分

断する必要はないのですが、我々は我々でやっていく、つまり、テイジンさんがまったく

そうだと思いますけれども、自分たちがやっているからちゃんとしたものが作れるってい

う側面もあるわけですよね。ですから、行政に放り投げるのもいいけども、我々としては、

必要な情報は例えば、人工呼吸器使っている情報が必要ならば、どういう風にボトムアッ

プに積み上げて、どうすればボトムアップに維持できるのか。私は妄想癖があるので、こ

こで披露すれば、2 つあって、1 つはそのシステムを色んな世界に、コードをかけてですね、

今は本当に海外でもすごいプログラム作る人って安くやってくれる、日本より格段に安く

やってくれる人が、多いわけですから、そういうところに投げるってこともできますし、

維持する時に、引きこもりの方々のパワーを使えないかと常に私は思っておりまして、皆

何かうちから出たくないけれど、コンピューターには詳しくて、何かしたいって人いるわ

けで、もしかして今日だってどっかで、引きこもりの親御さんの会とかやっているかもし

れない、隣でね。そういうところで、お互い繋がっていく、人間関係で、繋がっていくよ

うなことを、常日頃からやっていくことも必要だと思います。そして、海外と繋がること

もそうですし、国内で、我々で言うと今京都にいるわけですけれど、京都と静岡、どっち

に地震くるかなんて分からないわけですから、それこそお互い様みたいな関係をつくって

いって、国に頼るのもいいけれども、民がどういう風にするのか、国との関係でいうと法

案の問題だけかと思うんですね。 

情報保護の法案を、より使いやすくするっていうのを我々がせまっていくというのを、

他は手出しするなというくらいのつもりで、僕なんかはいいという風に思っていたりもし

ます。ただ、そのためには、もうちょっと努力が必要で、いろんなネットワークを作って

いく必要があるのかなという風に、今日、皆さんのお話を聞いていて思いました。どうも

ありがとうございました。 
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司会：ありがとうございました。時間がだいぶ過ぎたので、これで終わりにしていきたい

と思います。災害時の対応としての仕組みづくりとか、システム作りというのは、本当に

大変なことで、色んな問題を抱えているということを今回改めて、感じました。行政に対

しても、危機管理とか、そういうようなことで、要望をしていかなくてはいけないという

風に思いますし、私たち個人個人が、自分がどういう風にしたらいいかという、マニュア

ルも作っていかなきゃいけない、そして、障害者や難病の患者さんたちをどう支援するの

かっていうところも考えて、そういう体制づくりに役立っていかなければいけない、色ん

なことを考えられる 1 日でした。貴重なお時間を頂きまして、色々意見交換もできて、よ

かったと思います。これをもとにまた、難病連さんの方で、マニュアル作りに役立てても

らえたらと思っています。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。もう一度、

シンポジストの皆さんに大きな拍手をお願いします。どうも、ありがとうございました。 


