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事前説明



①事前説明
机上訓練前に、自衛消防団組織図や避難時の基本的な知識について講義
②災害委員によるデモンストレーション
③机上訓練
２つのグループに分かれて役割分担し、避難方法・役割の確認を行う。
出火元が医局側と入院セクション側の２パターンを想定し、「本部の設置場所」
「避難経路」「各班の役割」等を各グループで検討
④通信訓練
２０６号室で火災を発見してから、消防に通報するまでの初動訓練を行う

①初動・避難準備が理解でき、円滑に行える
➁一次避難・二次避難の概念が理解できる
③避難時に使用するツールが分かる
（指揮班アクションカード、避難完了ラミネート、事務持ち出し物品リスト）

④自分以外の班の役割を知ることができる
⑤１～４階までの全館点呼と安否確認が行える

令和２年度第２回 火災訓練
（２０２０年８月２６日 実施）

訓練前説明

２階の見取り図

１．訓練の概要

２．訓練の目標



３.デモンストレーションについて

内容：
机上訓練前に災害委員が指揮班、避難・誘導班、消火班、安全班、
通信・連絡班となり、入院セクション側で火災が発生した際の避難方法
をスタッフに見せた。また、各班がどこで何をしているのか各班が分かる
ように、２階の見取り図（写真右下）を使用、活動場所と位置関係を示し
た。

《医師》
指揮班

《コメディカル》
消火班

《事務員》
通信・連絡班

《看護師》
避難誘導班

《ＣＥ》
安全班

２階の見取り図

人形（エマルゴ）を使用
し役割が分かるようにし
たよー

今回

初実施！



＜訓練後アンケート結果＞
通報・連絡班、安全班、消火班の回答 参加者１１人

災害委員によるデモンストレーションはどうでしたか？
・一つ一つ人形を動かしながらの説明だったので分かりやすかった
・今回のデモンストレーションの様子が映像で残せれば今後の訓
練に際して、予習や事前学習がしやすくなると思った
・短時間ではあったがはっきりと分かりやすくなっていた
・急にすべて網羅することはできなかったがイメージはつかめた
・デモンストレーションがあることでイメージがしやすかった
・流れが速く一つ一つの行為を理解するまでには至らなかった
・各部署の役割と、なすべき事が分かりやすかった
・図面を用いていて、位置関係が分かりやすかった
・分かりやすくて良かったと思います
・デモンストレーションを見ることによって理解が深まった
・少し見えにくかった
・館内図が少し見えづらかった
・人形のモデルを使いながら図面を用いていたのでそれぞれの動き
がとても分かりやすかった
・初参加でした。デモンストレーションで自分の役割など改めて分
かり、実際の時にも活かせそうだと思った
・実地訓練前に災害委員のデモンストレーションのＤＶＤで予習が
出来たらいいと思った

考察

今回はＣＯＶＩＤ－１９感染対策のため例年のような実働訓練が難しい状
況であった。そのため災害委員会でデモンストレーションし、火災発生時の
避難方法の案を見てもらうことになった。訓練としては上記アンケート結果
からも分かるように有益であったと考える。また、動画撮影もしているため
各部署で閲覧出来るように方法を検討していく。
一部見えづらかったという意見もあるため資料や小道具の見直しをしていく。



４．机上訓練について

内容：
参加者を２グループに分け、災害委員が進行役となり指揮班用のアクションカード（写
真①～➂）を使用しながら実施。
指揮班用アクションカードは２０１号室前の防火扉の裏に貼っているが、普段は見る機
会が少ないため1項目ずつ確認しながら進めた。
避難時の持ち出し物品のリストとして非常用持出物品リスト（写真④）があることを紹介。
避難完了ラミネート（写真⑤）はセンター内の全防火扉に貼られており、再度使用方法
について説明。

①防火扉の場所

➂病院避難時 組織図 ２枚

②病院避難時 組織図



④非常用持ち出し物品リスト

⑤避難完了ラミネート

裏返す



＜訓練後アンケート結果＞
通報・連絡班、安全班、消火班からの回答
５段階評価



机上訓練についてどう思いますか？
・災害委員のデモストのように、人形を動かしながらチームで出来れば、
なお良かった
・災害委員のサポートがうまくて、どのタイミングで誰がどのように行動し
たら良いかをサポートして進めてくれた
・戸惑いはあったが頭の中では理解できた、実際の行動に移行すること
が難しかった
・委員会の方の教え方がよかったのでよく理解できた
・とても良かった、継続的に行ってほしい
・一つずつ確認しながら進行してもらえたので、理解しやすかった
・デモンストレーションがあったので、シュミレーションはスムーズにできた
と思う
・進行役の災害委員が質問してその場で解説もしてくれるので理解がで
きたと思う
・いざシュミレーションを始めると分からない事が出てきたのでとても良かっ
たですが、時間配分も難しいと思うが班内での振り返りの時間など、もう
少しあれば、新しい意見などが出たかもしれないと感じた
・よく知らずに行うと流れが悪すぎて進まないので、シンプルにするか簡単
な台本は手元にあった方がいいかもしれないです
・出火場所が２階医局側でいつもと違うレートでの避難を確認できた
・実際の動きの様子が見られて分かりやすかった



机上訓練の形式についてどう思いますか？
・全体を見ることができて、各職種の人たちが何をしているのかが分かり
やすかった
・実地訓練と違いゆっくりした時間で自分がどう行動すべきかを考えること
ができた
・次の実地訓練時の行動に繋がった
・実際に動いて行う訓練とは異なり机上訓練、シュミレーションは何をいつ
のタイミングで、誰が行うのかという動きが把握しやすかった
・実技と違って他の動きも知ることができた
・全体の流れが理解できた
・全体を俯瞰して見ることができて良かったと思う
・実動訓練も重要であるが今回火災対応の全体像を理解でき有用で
あったと思う
・全体の流れが見られて担当以外の動きも分かりやすかった
・他の役割のことが良く分かるためとてもよかった
・今回は自分がいたチームでは流れがよくなくて、参加することでよく理解
できたというより、災害委員のお手本を見ることによって理解が深まった
という感じ
・全体が見られるので机上訓練そのものは良かったです
・全体の動きが分かった
・いつもと違う目線で全体が見られて良かったです

・１～３階までの立体図の把握が難しい、例えば事務所が利用できるか
など



＜訓練後アンケート結果＞
避難・誘導班からの回答 参加者：２２人

患者の避難準備の方法は理解できましたか？
→全員が理解できたと回答

理解できたと思った理由・・・
・研修で知ったことを再確認できた
・デモンストレーションを実際にしたので自分の役割が分かりました
・避難準備として物品をピックアップする時に物品写真のラミネートがあった
ことでイメージしやすかった
・患者情報と物品マグネットを用いて簡潔に準備物品が理解できた
・実際、体を動かしながらだと分かりやすかった
・患者に合った準備ができた
・毎日の朝のカンファレンス ※で実施していたり、災害委員会のデモンスト
レーションを見たから
・シミュレーションを実施したため、イメージしやすかった
・一連の流れを知ることができた
・日頃の災害カンファレンス※と災害訓練での模擬患者を通して理解できた
・災害カンファレンス※の知識があった
・机上で全体の流れを把握できたため
・机上シミュレーションで確認できた
・机上訓練にて再確認できた
・朝のカンファレンスでも準備を聞いているため

※朝のカンファレンス、災害カンファレンス
看護部では週３回クイズ形式でセンタ
ーの災害対応に特化したカンファレンス
を実施している

４．机上訓練について 続き



１避難と２次避難の区別はできますか？
→全員ができると回答

避難時に使用する、「指揮班のアクションカード」、「防火扉に貼っている避
難完了ラミネート」、「事務の非常持ち出し物品リスト」のイメージはできまし
たか？

<２２人中イメージできた人数と割合>
・指揮班のアクションカード ２１人 ９５％
・防火扉に貼っている避難完了ラミネート ２１人 ９５％
・事務の非常持ち出し物品リスト ８人 ３６％

回答者の意見・・・
・「事務の非常持ち出し物品リスト」は事務のどこにあるのか分からない
・実物を見たのでイメージがつきました
・「指揮班のアクションカード」は細かな内容まで覚えていないが、「指揮班
のアクションカード」「防火扉に貼っている避難完了ラミネート」とも防火
扉の裏にあるということは確実に分かった
・実際に見ることができたから
・位置を再確認できた
・視覚で取り込める。項目が細分化されている
・実際にそれぞれのラミネートの場所と書かれている内容を確認できたから
・「事務の非常持ち出し物品リスト」の内容までしっかり見ていなかった
・「指揮班のアクションカード」、「防火扉に貼っている避難完了ラミネート」
は実際に見て使用したから分かった。 「事務の非常持ち出し物品リスト」
は役割が違うとなかなかイメージしにくかった
・実際にそれを用いてシミュレーションし、項目を知ることができたから
・実際の物を見ることができたため
・訓練で実際にアクションカードを使用したため
・ 「事務の非常持ち出し物品リスト」は直接使用しないので自分の中で優
先順位が低い



自分以外の自衛消防団の役割を知ることができましたか？

回答者の意見・・・
・指揮班から連絡を受けた後、１年目スタッフとしてどう動くのが再確認で
きた
・自分の役割を理解してどう動いたらいいのか考えることができたので良
かった
・避難方法や物品を再度確認できた
・自分以外の自衛消防団の役割を普段は見る機会が無いが知る事がで
きた。今まで、実際に避難訓練をした経験があるから机上訓練でもイメー
ジできたが、実際に経験していない１年目などはイメージが難しそうだった。
・一連の流れを他職種とすることで他の人たちがどのように動いているかを
知ることが出来て、イメージしやすかった
・実訓練参加経験のある人は、全体の動きと共に自分の動きが確認できた
のでとてもよかったと思う。実訓練に参加していない人がどうであったかが、
課題？
・全体（看護師以外）がどう動いているのかがわかりやすかった
・事務の動きなど全体像が見えてよかったです
・１～３階までの立体図の把握が難しい、例えば事務所が利用できるか
など
・コロナが収束しても数回に１回は机上でも、他の職種の役割などを知
る上で意味があると思った
・全体の動きが分かりやすかったが、行動に対する経過時間の確認が
できなかった

はい ２１人

いいえ １人



医局が出火元の場合、一次避難開始の際に、「指揮班のみ」がACUの
処置室に集合することは、その後の指示出しに有利だと思いますか？

はい １９人

いいえ ３人

どちらともいえない １人

処置室

避難方向



はいの理由・・・
・出火元に近づく人数は最小限の方がよいため。また連絡もPHS等で可能
・まずは指揮班が集まって必要な指示の情報をまとめてもらうことで情報
や指示が人によって違いということを防げると思うため
・指揮班がいるところが明確だから
・全員が集合すると混乱するため、指示班のみが集合することで考えがま
とまる
・指揮班がどこにいるのか把握できるため
・二次避難が必要な場所の判断がスムーズに行えるから
・指揮班が来る場所が決まっている方がＰＨＳが使用できない時など動線
が違うと思った
・いろんなところで指揮班が相談してしまうと、指示や方向性がまとまりにく
いから
・火元に近く、集合する場所としても広いから
・火元を見る・病棟の様子が把握できるから
・場所を決めていた方が分かりやすいため
・火元に近く把握しやすい
・情報共有ができる

いいえの理由・・・
・ＩＣＵ側に向かって患者を避難させるが処置室は避難方向と逆になる
ため指示が出しにくいのではないか
・集合しやすいのはナースステーションかなと思った



【目標：避難時に使用するツールが分かる】
実際にアクションカードの内容を確認しながら訓練したことで各班の役割や
流れについて知ることができている。今回は指揮班のアクションカードの周
知をメインにしていたため、非常用持ち出し物品リストの詳細な説明は省略
している。そのため、今後は活用できるように訓練に組み込めるか検討する
。
【目標：一次避難、二次避難の概念が理解できる】
避難・誘導班アンケートでは参加したスタッフ全てが理解できていると回答
している。通報・連絡班、消火班、安全班のアンケートでは班により理解度
の差があることが分かった。
１～４階までを立体的に考えた際に、防火扉を隔てた区画のイメージで難
しいという意見もあった。今後は、各階だけでなく建物全体でイメージ出来
るような訓練方法も取り入れることを検討する。

【目標：自分以外の班の役割を知ることができる】
デモンストレーションやアクションカードで一つ一つ実施項目を確認しなが
ら訓練を進めたため、９割のスタッフが「他の班の役割を知れた」「全体の
動きを見れて良かった」「事務の動きがみれて良かった」など各班の役割を
知ることができた。

【目標：１～４階までの全館点呼と安否確認が行える】
指揮班アクションカードの一時避難の☑項目にスタッフが避難しているこ
とを確認後「防火扉に避難完了の札を貼る」ことになっている。災害委員か
ら確認の際は「誰が」「何人行くのか」「行ってからの連絡方法は？」などを
伝えながら参加者に考えてもらうことができた。ポイントとしては、連絡が取
れるようにＰＨＳや拡声器を持っていくなどし、確認に行ったスタッフが帰っ
てこない場合でも連絡が取れるようにしておく。

考察



５．通信訓練について

内容：
火災を発見してから消防に通報するまでの初動訓練を実施。

初動について
火災現場では、「火災発見後」「周囲のスタッフへ周知」「火災報知器（非
常ベル）を押す」「８１コール」「事務所へ連絡」「初期消火開始」までをさ
す。

事務所では、「火災の事実を確認」「自動通報装置で消防へ火災通報を
行う」「全館放送で全スタッフへ周知する」「消防隊が到着するまでの時
間を確認し、指揮班へ連絡する」までをさす。

火災発見後、８１コールで火災発生を連絡 初期消火

非常用設備で全館放送



＜訓練後アンケート結果＞
避難・誘導班からの回答

初動（火災発生・発見→消火開始・大声で叫ぶ・８１コール依頼・全館放
送依頼）のイメージはできましたか？
→全員がイメージ出来たと回答

８１コールの内容は聞こえましたか？
・ＩＣＵにいた５人の方は聞こえましたか？
※この２人は全ての内容は聞き取れていない。
・AＣＵにいた６人の方は聞こえましたか？
・休憩室にいた１人の方は聞こましたか？
・ＯＰ室にいた１人の方は聞こえましたか？
※聞こえたが、かすかに聞き取れかろうじて

内容を把握できた程度
・救外にいた１人の方は聞こえましたか？
・看護管理室にいた１人の方は聞こえましたか？

・食堂にいた１１人は聞こえましたか？
はい７人 ６４％ ・いいえ４人 ３６％

全員
聞こえた

８１コールは固定電話のスピーカーから聞こえる



【８１コールについて】
固定電話からのスピーカーの放送のため、業務中や、固定電話の音量が
小さいと、周囲のスタッフは気づかない可能性がある。そのため、８１コー
ルに加え、事務所の奥の非常用設備を使った全館放送も行うことで確実
に周囲へ連絡できる。全て聞き取れなかったという意見もあったため、
８１コール時のポイントとしては、ゆっくりはっきりした口調で話すことも意識
しておく。

【消防隊の要請について】
非常用設備で消防に連絡をする時の「伝達すべき情報・項目」を充分に
把握できていなかった。
今回の訓練で消防隊へ連絡する情報を再認識できたため、今後に活か
していけると考える。

考察

火災発生後、事務所内の非常通信設備で消防に通報する際に、消防側
から確認される事項について知っておく

・火事かどうか ・住所
・何階か（部屋の名前も ・何が燃えているか
・初期消火が行えているか ・避難を開始しているか
・逃げ遅れの有無 ・けが人の有無

消防には具体的な施設の情報や火災情報も連絡が必要になる。

災害委員会
訓練担当 林田、下平、須浪、森原
新聞作成 須浪


