
災 害 新 聞 ～2017.06.28.避難訓練～ 

発行：災害委員会 

＜災害設定＞ 

14:10に高槻市近郊で震度５弱の地震発生。電気･水道･ガス･電話･インターネットなどのインフラに被害なし。 

院外に被害はなし。エレベーター停止、PIMS・セントラルモニタ作動停止。 

発災から約10分後に206号シャーカステン下から発火。 

＜入院患者詳細設定＞ 

＜今回の訓練のポイント＞ 

①火災発生の連絡、一次避難開始の連絡などに81番コールを活用する。 

②各部署、初動時の動きがスムースにできる。必要時にはアクションカードを活用することができる。 

③スタッフ間の情報共有により一次避難が前回よりもスムースに実施（時間短縮）できる。 
④1階から4階までの全館点呼を行う。 

⑤クロノロジーを正確に記載できる。 

救護   
区分 

病室 患者役 患   者   設   定 

独歩1 211 
（医学生①） 
織田 信男 

40 男性 胃潰瘍穿孔OP後 意識清明   独歩 末梢ルート   

独歩2 202 
（マイスター①） 
北条 愛子 

40 女性 AMI PCI後 意識清明   CCUⅤ度 末梢ルート   

独歩3 207 
 （医学生②） 
豊臣 秀雄 

50 男性    AMI PCI後 意識清明   CCUⅤ度 末梢ルート   

独歩4 201 
（マイスター②） 
花形 花子 

60 女性 AMI PCI後 意識清明   CCUⅤ度 末梢ルート   

担送1 203 
（人形①）      
徳川 家夫 

50 男性   痙攣発作 
ＪＣＳ3 オーダー
不可 

  車椅子移乗可 なし   

担送2 205 
（人形②） 
野村 雅也 

50 男性    SAH OP後 JCS 100 人工呼吸中 気管挿管 自発呼吸あり   末梢ルート 要酸素 

担送3 205 
（人形③） 
神奈川 啓二 

60 男性 脳梗塞 JCS 200 人工呼吸中 気管挿管 自発呼吸なし  末梢ルート 要酸素 

担送4 206 
（人形④） 
今岡 茂 

70 男性    ICH JCS 100 気管切開 自発呼吸あり 末梢ルート 要酸素 

担送5 208 
（人形⑤） 
王 くみ 

60 女性 骨盤骨折 意識清明 酸素5Lマスク ベッド上安静 末梢ルート 要酸素 

担送6 210 
（人形⑥） 
新庄 あいこ 

85 女性 CPA蘇生後 JCS 300 気切（人工鼻） ベッド上安静 末梢ルート 要酸素 

坦送7 202 
  （研修医①） 
新庄 信子 

30 女性 両下腿骨折OP後 意識清明     末梢ルート   

担送8 203 
（人形⑦） 
田口 良子 

60 女性 頭部外傷 JCS 3   全介助  末梢ルート   

護送1 207 
  （医学生③）  
猪狩 進 

40 男性 右下腿骨折 意識清明   
車椅子移乗可 
 

末梢ルート   

護送3 203 
（マイスター③） 
木村 一美 

70 女性    頭部外傷 JCS 3   歩行可能 末梢ルート 要酸素 

護送4 202 
（マイスター④） 

大西 愛 
50 女性 心不全 意識清明   歩行器歩行可 末梢ルート   

担送9 ICU 
（人形⑨） 
長島 邦彦 

30 男性 
胃潰瘍穿孔保存
的 

意識清明 酸素5Lマスク   末梢ルート、Aライン 要酸素 

担送10 ICU 
（人形⑩） 
大田 フミ子 

58 女性 AMI PCI後 意識清明   シースあり、CCUⅠ度 末梢ルート、Aライン   

坦送11 ICU 
（研修医④） 
朝倉 れい 

20 女性 心不全 意識清明 カヌラ3L 病日5日目、労作時呼吸苦 末梢ルート、Aライン 要酸素 

担送12 ICU 
（人形⑪） 
伊勢 太郎 

30 男性 全身熱傷 意識清明   ベッド上安静 末梢ルート、Aライン   

担送13 OPE 
  （研修医⑤）  
松村 眞智子 

40 女性 盲腸癌穿孔 麻酔中 人工呼吸中 
OPE前は意識清明の患者。
ＯＰ後ＩＣＵへ。 

末梢ルート、Aライン 要酸素 

  待合 
（研修医⑥） 
松村 まさる 

40 男性 症例20の夫 意識清明   手術の付き添い中     



＜クロノロジー（時系列記録）＞ 

  連絡 １階事務所 ２階本部 
（災害委員記録） 

手術室 全体 
時刻 発信元 発信先 内容 内容 発信 内容 内容 

14:10     地震発生（震度5）       地震発生 

14:11 

      

  
医師          
看護師 

患者・スタッフの安全確
認。生命維持装置・医
療機器・被害状況確認。
麻酔器が低換気アラー
ムを表示したためＢＶ
Ｍで換気を開始。 

  

14:12 

事務   事務所職員の無事確認 

  

執刀医：     
加藤、亥野、浅井、
瀬能 
 

閉腹宣言   

  石井   管理室、各所確認中         

14:13         中材確認OＫ   

14:15 
事務   対策本部立ち上げを考慮し、

各部署の管理職召集の放送 
  鈴木 

事務所へ参集   

  
放射線科   放射線科OK 

    
ICU・外来の被害状況
確認 

  

  
検査科   検査科OK 

    
麻酔科へ避難時に持っ
ていく物品の確認 

  

  薬剤部   薬剤部OK         

  

機械管理   ・エレベーター（中央）使用不
可（復旧まで30分～１時間か
か
る）                
・電気、ガスOK 
・空調設備使用可 
・医療ガスOK         
・電話OK 

    

    

  

OP室   ・機械OK  ・PIMS動かず 
・PHS OK  ・中材OK 
・OP続行確認中                    
術者：加藤、亥野、浅井、瀬
能                
看護師：吉野、高原 

    

    

  

ICU   ・患者、スタッフの異常なし           
・その他、被災なし←誤情報
PIMS、セントラルモニター動
かず 

    

    

  

ACU   ・患者、スタッフの異常なし               
・PIMS、セントラルモニター
動かず 

    

    

  
栄養科   ・PIMS作動停止        

・ガス使用可  ・水OK 
    

    

14:16 

      

  
医師：       
加藤、亥野、浅井 
 

閉腹終了   

14:17 

      

  

看護師→瀬能医
師へ 

搬送準備開始： 
・シーツごとMRIベッド
へ移動し待機 
・酸素ボンベ準備   
・麻酔科へ避難時に
持って行く薬剤確認 
・閉腹後、避難する際
に持って行く器機の確
認 

  

14:20 
      

  
  被害状況共有   



14:22 
鈴木   OP閉創予定 

  
    206号室火災発生 

  ACU   火災報知機作動         

14:24 ACU 事務 205号室で火災発生 ←誤情報         

14:25 

    火災発生の全館放送                   
消火栓を使用し消火ホース準
備 

    

入院セクションへ応援派
遣（医師2名、看護師4名） 

  

  

福田本部長   医師10名。 

    

OP室には医師1名、麻酔
科医1名、外回り看護師1
名が残った。 

  

  

  福田本部
長 

スタッフ人数確認           
ICU6人・エイド1人／事務26名
／ACU7名・エイド2人／OP6名 

    

    

  
溝江   HDU205号室火災発生 消防車あと15分で到

着予定 
  

    

  勝股   消火班出動       

14:26 
松尾   消防車15分程で来る。通報。 OP室スタッフ、患者

退避 
  

ウォームタッチで保温開
始 

  

  消火班   初期消火不可。       初期消火不能 

  ACU   一次避難開始  一次避難開始       

14:27 
      

    
一次避難開始      
→Ｘ2モニターの装着無し 

  

              

14:29 
    一次避難開始の放送（２階医局

エレベーターホール） 
    

スタッフ、患者の点呼   

      2階へ対策本部移動  一次避難完了   患者家族の安否確認   

14:30 勝股 永井     訓練状況確認   

  溝江 永井     防火扉の閉扉   

  
勝股 永井   ４階、３階スタッフ避

難済。防火扉封鎖。 
  

    

  
今西（診療
支援統括） 

福田本部
長  

  患者・スタッフの点
呼完了 

  
    

14:32       防火扉閉       

  
金本、渡辺 福田本部

長 
  ３・４階異常なし。ス

タッフOK。 
  

    

14:34 
    一次避難完了 

防火扉から煙。       
二次避難開始宣言 

  
   一次避難完了 

（7分） 

14:35 
溝江 永井 二次避難開始 

 
    

二次避難開始 二次避難開始 

  勝股 北村         

                

  
    （残っていた１階本部人員は救

急外来前へ二次避難）     
    

14:37 

      

    

シーツでは階段での搬送
困難と判断し、バックボー
ドでの搬送のため準備開
始。 

  

14:40     患者点呼中     
・バックボード固定完了 
・患者避難開始 

  

14:42           

患者は外来へ到着。  
↑バックボードを固定して
いたがベルト固定の不備
あり。 

  

14:43 三宅（2階） 阪本 
カナガワケイジ様、OP後マツム
ラ様の転送要 

救外前へ退避   
    

  溝江 永井 全員の無事確認         

  
今西（診療
支援統括） 
 

福田本部
長 

  
各部署の看護師点
呼 

  

    

14:44       
二次避難完了 

 
  

  二次避難完了 
（9分） 

14:45     訓練終了     
  訓練時間33分46秒 



＜ACU＞  

今回、責任番不在の状況でリーダーが事務所へ参集したが、何を報告するのか把握できていなかった。 

⇒スタッフ間で役割の周知が必要である。 

・出火時に周囲へ火災が起こっている事を伝えたが、声が小さく伝わっていなかった。 

・カンファレンスを受けていたが実際はパニックになり、災害委員からの促しで「アクショ 
  ンカードの使用」「81コール実施」「非常ベルを押す」「事務連絡」を実施することとなった。 
・出火場所は「206号」であったが「205号」と言ってしまった。 

⇒災害情報は周囲のスタッフに伝達できるような冷静な声かけが必要である。 

 

⇒事前にカンファレンスを受け理解をしていても、実際に対応するとなるとパニックになったり混乱す 

 ることが考えられる。そのため、各自でシミュレーションを行い事前の準備が必要である。 

 

⇒年間を通して火災や避難時のシミュレーションが必要である。 

担送患者の避難に時間がかかったため、一次避難によるベッドがエレベーターホール（サプライ前）を占領し、防火扉
が閉められなくなった。 

⇒前回のベッド移動は201号室前までであったが、今回はエレベーターホール（サプライ前）まで移送 

 をしたため、スタッフとベッドで混雑した。その結果、201号室、OP前の防火扉を閉めるのに時間が 

 かかったと考えられる。今後は、シーツ搬送が困難な患者以外のベッドでの移送は防火扉の前までに 

 する事も考慮していく必要がある。 

模擬患者の装着物の状況が分からず、呼吸器使用の有無が分からなかった。 

状況：挿管されているがBVMや酸素ボンベが無い状態で移送していた。 

⇒災害委員は模擬患者のシナリオができた時点でスタッフへ患者情報を伝達していき、模擬患者の状態 

 を知ってもらう必要がある。 

※途中で上記の状況に気が付いたスタッフもいたがそのままにしていた。 

＜消火ホースを準備＞ ＜イーバックチェアで避難する護送患者＞ 

＜エイド＞ 

今回、初めてエイド版のアクションカードを使用したが、実際に使用してみるとエイドが実施して良い内容なのか迷った。 

⇒エイドが実施可能な項目のみ記載しているが、経験数の浅いスタッフが多かったため迷いが生じた 
  と考えられる。そのため、再度、記載内容については実施しても良いことを説明する。 

火災発生の声で火元へ応援に行ったが、81コールが聞こえなかったため自分が実施をしてもいいのか迷った。 

⇒部署リーダーに確認し出来ていなければ実施する。 
  また、聞こえていない場合は電話の故障も考えられるため重複していても良いので実施する。 



目標：①.アクションカードを使用し、安全確認ができる 
    ②患者避難完了時にスタッフが避難できているか確認することができる 
    ③火元の部署へ応援に行くスタッフはベッドマップを管理職に渡すことができる 

⇒目標①：スタッフと患者周囲の安全確認は自主的にスムーズにできたが、ライフラインの確認は管  

     理職・リーダーが事務所に行った後に災害委員に促されアクションカードを使用し確認し 

     たため報告が遅くなった。 

     アクションカードはスタッフ・患者の安全が確認でき次第メンバーに配布し、ライフライ 

     ン等の確認が必要である。 

 目標②：ICU内、汚物室などの安全確認や負傷者がいないか確認できた。 

 目標③：応援スタッフを采配できない状況下であったため誰が持って行くか迷った部分もあったが、   

     避難開始直後には今西主任（診療支援統括）へ渡すことができた。 

                 今後は応援スタッフがいなくてもベッドマップは早急に「診療支援統括」に渡すことを 

                  認識しておく。 

一次避難時はOP室から避難するという認識がありOP室を通って避難した。しかし、エレベーターホール前 

にベッドが数台あり、出るのに時間がかかった。それにより、防火扉を閉めるのにも時間を要することに 

なった。 

⇒OP室内も避難経路として使用することは可能であるが、今回のようにベッドがエレベーターホールに集 
  まっていると通過できないことが分かった。そのため、避難前にどの避難経路を使用するのか検討する 
  必要がある。 
 

＜ICU＞ 

＜アクションカードを使用しながら情報共有＞ 
＜坦送患者をシーツ搬送＞ 

シーツ搬送時に人員不足であったが焦ってしまい3人で搬送してしまった。 

 （この時の模擬患者は人形であったため移送は可能であった） 

⇒避難後も状態が悪化していないかを観察していく必要があるため、観察に必要な物品（血圧計、聴診器、 
  記録用紙など） は最低限持って避難する必要がある。また、すぐに転院できない事も考えられるため更 
  新分の薬剤も出来る限り持って行く。 
  ※この際、避難が遅れないようにする必要がある。 

血圧計や聴診器、輸液等を持って避難をしていなかったため継続的な観察が難しかった。 

⇒搬送に何人必要という取り決めは無いが、安全に搬送できる人数確保をする必要がある。 



＜コメディカル＞  

・非常ベルが鳴るが放送がかからずどこに応援に行けば良いのか分からなかった。 
・電話（81コール）から、かすかに「205」と聞こえたことでACUに向かった。 

⇒非常ベルが鳴り、誤報かどうか詳細な情報がない場合は、事務所に確認する必要がある。 
⇒詳細不明な放送がかかった時は、自ら情報収集をし、緊急を要する連絡であるのかを確認する。 

一次避難場所が分からないまま、人の流れに乗って避難させてしまった。 

⇒全館放送はかかったが避難場所が周知されていなかったため、放送する際は具体的に伝える意識を高 
    めていく必要がある。 
  また、各スタッフが避難場所の把握ができていなければ、対策本部や対策本部長へ指示 を仰ぐようにして 
 いく。 

病棟からの情報が少なかったため防火扉を閉めるのが遅くなった。 

揺れが始まった時、患者をおさえつつ器械を抑えようとしたが手が足らず、どちらもしっかり押さえられなかった。 

⇒患者の安全と器械の清潔のどちらも守るのは難しい。患者を押さえるのは医師に任せて、器械出しは 
  器械の清潔を守るのに徹する必要がある。 

⇒建物の構造上、OP室の通路も避難経路として使用することも考えられる。そのため、部署と情報交換を 
  行い、可能であれば別ルートを選択することも考慮してもらう。 

➢今後の検討事項・課題 
・手術を中断するのか、継続するのかの方針決定のタイミング 
・OP患者の本人確認時のリストバンド活用（ベッドマップにID反映できないか） 
・滅菌器械の使用中の対応 
・ガーゼ、器械カウント方法 
・他部署との連携方法（患者家族の安否、避難経路としての使用、応援体制等） 
・移送方法 
・被害を受ける可能性のあるライフラインの把握とその対応 
・８１コールの使用方法と手術室で使用可能状況確認 
・夜間被災時の対応 
・アクションカードの内容と配置場所の見直し 
・防火扉の必要性 
・医療機器のコマの固定 

手術中の災害発生時、方針はその時の被災状況や手術の術式、進行状況によるのでマニュアルのように決定できな
い。 

⇒一次待機の指示であっても、避難時のために薬剤やカルテなどの準備を早めにしておく必要がある。 
 

＜OPE・救外＞ 



＜全体＞ 

＜対策本部設置直後の1階事務所＞ 

大阪府三島救命救急センター 災害委員会（文責：須浪 春香） 

＜一次避難直後の中材前廊下。ベッドとスタッフで防火扉前が混雑＞ 

医局前まで坦送患者をベッドで移動させたが、二次避難開始の声が聞こえなかった。また、二次避難開始時
も独歩患者が先に避難していくため更に人で混雑し、声が聞こえなくなった。 

⇒今回は前回※と違い、医局前までベッドで避難した。そのためOP室側から避難をしてきた患者・スタッフの 
  避難経路が阻まれ、OP室側・201号室間の防火扉を閉める事にも時間を要した。また、診療統括は拡声 
  器を使用していたにも関わらず指示が聞こえていない状況となった。 
 ※前回は防火扉の前（201号室・202号室・薬局・検査室周辺）にベッドを並べ、患者のみ一次避難場所（医 
  局前）へ避難する方針であった。 
    
  前回と今回の比較： 
     前回は一次避難開始～完了まで6分であったが、今回は7分であった。 
     前回は二次避難開始～完了まで7分であったが、今回は9分であった。 
 
➢前回との比較から坦送患者をベッドで避難させる場合とシーツで避難させる場合では、避難時間にあまり 
  差はないことが分かった。  
➢ベッドで避難した場合の欠点として最前線まで指示が聞こえないこと、さらに患者の最前線に人員が不足 
  していても、たどり着くまでに時間がかかるという問題が出てくることとなった。 
➢災害時はベッドで避難させることの利点・欠点を把握しておくこと、そしてベッド数やスタッフ数に応じて 
  ベッドでどこまで避難するのかは考える必要がある。   
   
 避難時の放送について 

・火災発生時の81コールを行ったが「205」という言葉だけしか聞こえていない。 

・一次避難開始時の全館放送を実施したが、どこに避難するのかを宣言していなかった。 

⇒放送する際は火元とは反対の区域に避難・誘導することを宣言する必要があるため、81コール 

 や全館放送するスタッフは要点を正確に数回繰り返して行う。 


