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第 3部 資料編 
 

本資料編には、次の資料が収載されています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

1、 東北被災地患者会・支援者・行政からのヒヤリング調査記録 

11 カ所（14 団体・機関） 

 

・・・ヒヤリング調査について・・・ 

静岡県難病連は 2011 年 11 月に、東日本大震災被災地の難病患者団体、難病相談支援

センター、県難病担当課医療機関、医療機器提供業者など 14 団体を訪問し、事前に送って

あった質問事項にもとづいてヒヤリング（聞き取り）調査を行いました。この中には、難

病で被災した当事者も十数名含まれています。 

訪問者は、NPO 法人静岡県難病連相談役の野原正平と静岡県立大学短期大学部看護学科

（地域看護領域）講師の今福恵子です。 

本稿は、このヒヤリング内容をできるだけリアルにテープ起こしを行いましたが、ヒヤ

リングに協力していただいた方の希望などを入れて、割愛したものも若干あります。編集

上の都合から、形式は不揃いになりましたがご了承ください。また、見出し・小見出しは

編集者の責任でつけました。 

 ヒヤリングの相手に事前に送った質問項目は、以下のとおりです。 

1. 発災直後の難病患者への安否確認と要援護者名簿について 

2. 重症患者の搬送や薬の供給とネットワークについて 

3. 災害時緊急車両について 

4. 福祉避難所と訪問支援について 

5. 停電・長期計画停電への対応について 

6. 「津波てんでんこ」について 

7. 原発問題について 

8. 患者会の役割について 

資料-1 東北被災地患者会・支援者・行政からのヒヤリング調査記録   11 カ所（14 団体･機関） 

資料-2 難病患者・障害者の災害対応を考えるシンポジウム（2012.3.24：静岡） 

資料-3 災害時要援護者の避難支援ガイドライン（内閣府） 

資料-4 危機管理監及び危機管理局の創設（総合的な危機管理体制の強化）（静岡県） 

資料-5 災害時難病患者支援計画を策定するための指針（糸山班西澤グループ） 
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9. 難病患者災害時対応マニュアルについて 

10. その他の体験談やお気づきの点について 

 

・・・訪問先（ヒヤリング調査に協力された 11 団体・14 機関）・・・ 

項目末尾の数字は、掲載してあるページ数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県難病・疾病団体連絡協議会・岩手県難病相談支援センター…3 

NPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会・宮城県難病相談支援センター…18 

福島県難病団体連絡協議会…36 

日本 ALS 協会…54 

茨城県難病相談支援センター…58 

（財）仙台市障害者協会…65 

宮城県神経難病医療連絡センター…71 

国立宮城病院・爽秋会岡部医院・同訪問看護ステーション…80 

帝人在宅医療（株）仙台営業所…93 

岩手県保健福祉部健康国保課（難病担当部署）…99 

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策室（難病担当部署）…106 
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岩手県難病・疾病団体連絡協議会・岩手県難病相談支援センター 

 千葉健一さん（岩手県難病・疾病団体協議会理事長） 

 矢羽々京子さん（岩手県難病相談支援センター相談支援員） 

根田豊子さん（       上同          ） 

 駒場恒雄さん（日本筋ジストロフィー岩手県支部長） 

 上記 4 名のみなさんからお聞きしました。 

 岩手県ふれあいランド岩手にて 

2011 年 11 月.20 日 

 

        悔しく悲しい「個人情報保護」の壁 

【千葉】個人情報保護法のため難病患者がどこにいるのかという情報が全く分からなくな

っている。市町村役場自体もわからない、その資料を持っているのは岩手県、保健所が把

握しています。あとは、岩手県の健康国保課に特定疾患担当が 2 人おります。その人達の

ところだけで、難病連の我々も全く分からない。 

いま難病連に加盟する団体の患者さんと、被災地の患者さん約 4,000 名を対象にアンケ

ート調査に取り組んでいます。 

津波被害の有った沿岸地区の2,000名の特定疾患の患者さんにも岩手県の協力を得て調

査をお願いしています。県は我々に住所を教えてくれないので県から当事者あてに送付し、

回答が難病相談支援センターに戻る取り組みをしています。 

岩手県立大学との共同研究としていることで、集計や分析は学生さんと担当教授にお願

いしているところです。 

結果はまだできていませんが、その結果を難病対策に生かし、今後のあるべき姿を難病

連としても整理・作成して、行政当局などとともに対応していくということになっており

ます。 

それにしても、震災の犠牲になり亡くなった人の状況を詳しく分析する必要があると思

って居ます。どの様な障害を持っているという要因で亡くなったのか、個人情報保護法の

問題で難しいところです。 

こういう人がいて、こういう状態で、こういう障害を持っているのか全く分らない。な

ぜ避難が遅れたとか分らないわけです。悔しいですね。 

難病連で沿岸部の被災現地に入ったのは、発災後 10 日目の 3 月 20 日でした。その時

点で犠牲者の様子は全く分らなかった。 

行政機関も被災し、全く何もわからない状態で、防災訓練なども実施していたところで

すが想定外の震災被害としていました。行政機能そのものが喪失していたことから、公助

となる基礎資料も、共助のための資料を出すこともできない所もあった。 

個人情報保護の一点張りで、情報に蓋をしてきたことから確認作業も対応も遅れ、避難

民には過酷な生活を強いられることが続きました。 
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津波てんでんこ 

大きな犠牲の背景に防波堤・防潮堤への過信が 

【千葉】津波てんでんこという言葉の教えがこの地域に有りました。とにかく必死で逃げ

ろという先人の教えです。 

その教えも風化していたことや、防波堤、防潮堤が守ってくれると過信していたこと。

今まであまり大きな津波被害がなかったので、避難しないものや逃げ遅れもあり甚大な犠

牲者が発生したと言われています。 

津波てんでんこという教えが生かされない所も数多くありました。 

 

痛ましい救援者の犠牲 

【駒場】災害対策として、災害時要援護者支援制度というものが作られていたところでは、

その活動の主体となっていた避難支援や安否確認作業の、民生委員や避難支援者が活動中

に犠牲となる最悪な事態をも招いていました。 

車いす利用者で要援護者の一人として、避難支援者の安全も守れなかった痛ましい結果

の報告に痛恨の思いでいます。 

 

悲しみの底が抜けた状態と混乱 

【駒場】大槌町民の約 12％が津波の犠牲で亡くなっています。家族の 3 親等以内に誰かが

犠牲になっていると言われ、避難所の中での会話も死に対する感情が悲しみの底が抜けた

ような状況だと報告を聞いております。 

昔から津波被害のある地域であったが、大きな防波堤、防潮堤で守られると過信してい

たことや、近年津波の襲来がなかったことなどから、避難しないものや、逃げ遅れがあっ

たとしていました。 

避難する途中で歩けないお婆さんを背負って歩いていたが、津波が押し寄せ、そのお婆

さんは「あなただけ生きてくれ」と、言われたのでその場に置いて逃げた。お婆さんは波

に流され亡くなったと証言する人など、生きて居る人達にも悩み苦しんでいる人が少なく

ないと現地ボラティアから報告を受けているところです。 

 

移動困難な人たち…逃げずに両親もともに犠牲に 

【駒場】私の知人も犠牲になりました。車いす生活でしたので両親の介助で避難できてい

る者と思って居ましたが、親子 3 人が犠牲になりました。 

車いすのため避難できなかったのか、津波が押し寄せ、体の不自由な家族を置いて避難

できなくて家族一緒に犠牲になると言う痛ましい結果でした。 

車いすでの避難の難しさから、せめて両親だけでも逃げてほしいと訴えられても、わが

子を残して避難は出来なかったと推測をしています。その他寝たきりの高齢者や病気のた

め避難の難しい所では、夫婦一緒に犠牲になっているケースも各地で起きていました。 
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「避難所へ来る」仕組みでは、移動困難者は救えない 

防災対策における避難所の設置や誘導案内板はあるが、体が不自由で自力で避難のでき

ない人に対する対策は無く、避難所まできた人を助けるという災害対策としていました。 

災害時要援護者支援制度がつくられる 

【駒場】避難所に自力で移動できない一人として、平成 18 年頃でしたが私の住む町に災害

時要援護者支援制度を作ってほしいと要望しました。ところが、この地域は災害が起きな

いから必要ないと断られました。その後、議会を通して働きかけ、３年後に災害時要援護

者支援制度が作られました。その対策マニュアルは、基本編、当事者編、支援者編と 3 分

野に分けて作られました。 

作られて間もなくこの度の大震災に遭遇しました。内陸部なので大きな被害がありませ

んでしたが、津波被害の沿岸部からの避難者の受け入れる後方支援として活用されること

となりました。 

 

一般避難所と福祉避難所…マニュアルと実際 

別だての仕組みが必要 

【駒場】避難所を設置する場合、災害の状況や避難者の状況を把握してから福祉避難所を

設置するとした災害対策の仕組みとしています。 

この度の震災による避難所の状況は、避難住民に高齢者や車いす障がい者などがいるこ

とを想定した、車いすトイレやバリアフリーの避難施設は少なく、健常者と一緒の避難所

で、トイレにも困る厳しい避難生活を強いられていたことが後で知りました。 

避難所は車椅子とか障害者の方が生活できる場所でなかったようです。テレビで避難所

の様子を報道される中に、車いすなどの姿がなく心配をしていのですが、避難所での生活

が難しいと判断した障がい者や病気の避難者は知人宅や個人宅に身を寄せていた。 

 

重度障害者の消息…9 割の安否確認できず 

【駒場】岩手県の沿岸部 12 市町村の中で被害を受けた地域で、連日伝えられる避難所の映

像に、車いすの姿が見えないことや、会員の安否確認ができないことから、震災から 20 日

後に、身体障害者手帳 1～2 級の重度で、車椅子を利用する人の数を県の担当に問い合わせ

したところ、約 450 名位いることが分かりました。そして避難者名簿から確認できたのは

40 名程度との回答だった。 

避難所まで辿り着くことができない障がい者が多くあったのではないかと、推測してい

たところでした。 

福祉避難所として使われた福祉施設にも限りがあり、避難誘導の段階から一般の人と、

障がい者や病弱者など特別な支援が必要として登録していた人は、福祉避難所に誘導でき

る対応が必要だった。 

現地ではとりあえず避難することが精一杯で、自衛隊のヘリコプターや自動車で内陸部

など各地に避難搬送された人たちは、福祉避難所に誘導の必要な人は、病院や介護施設な
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ど設備の整ったところに避難されていたところもありました。 

津波被害の無い内陸部の市町村は、後方支援として避難搬送されてくる人を、病院で扱

うべきか福祉施設に避難するべきかの対応に苦慮されていたようです。 

避難所の設置の際に、一般の避難所と福祉避難所と区分して設置することで、必要な支

援物資の搬入も迅速に対応できたことと思いますが、区分が無く混在していたために、一

般の避難所の人たちに、おむつとかの支援物資を届けられる無駄もあったとしていました。 

 

停電と通信途絶 

電動車車いすのバッテリー充電対策はなかった 

【駒場】長時間の停電が生活の危機になった。電話による通信手段が閉ざされたこと。テ

レビからの情報が得られないことが不安を増長させていました。携帯電話が唯一通信でき

るところもありましたが、津波被害の沿岸部では携帯電話の中継アンテナが破壊されて使

えなかった。会話ができなくてもメールが利用できたところもあり、ラジオ局にメールで

救援を要請していたケースもあった。 

停電になっても使える通信・連絡手段の対策が必要とした教訓を得ました。 

停電に対する対策は、県が作成した障がい者の災害対策マニュアルに「電動車いすの人

はバッテリーに充電しておきましょう」とただ一行しかありませんでした。停電のためバ

ッテリーに充電ができないことや、電動ベッドなどが動かないことから不便な生活を強い

られ、停電対策を忘れていたことを思い知らされたところでした。 

停電は、避難警報の広報や連絡、電話の不通などが避難の遅れと避難支援の人達の二次

被害も引き起こしてもいました。 

 

人工呼吸器装着者と電源確保…ALS だけではない 

【駒場】人工呼吸器を使っていた人たちは、停電に不安を抱え、最寄りの病院に駆け込ん

だが、津波被災地病院からの搬送される患者のため、在宅療養患者は受け入れを拒否され

た病院もあった。 

電気さえあれば生活できるが、停電の復旧見込みがないことや自家発電機を備えていな

い患者さんも多く、非常時対策の不十分さを体験することになりました。 

その後、県当局に人工呼吸器を利用している人に自家発電機などの貸与を要望しました

ところ、４６台買い準備していると回答されました。 

４６台の根拠を質したところ、ＡＬＳ患者が４６名居ることから準備されました。人工

呼吸器を利用している実態を理解していない答弁に驚いたところです。 

 

非常用電源の開発研究を 

【駒場】非常用に利用できる電源について対策も工夫もしてこなかったが、自動車のバッ

テリーから、インバーターを利用して電源を確保する対策を講じていた人もあったが、短

時間などの利用であれば問題がないとしていたが、危険な対応と後から知りました。 
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今どこにも自動車があるのでバッテリーを利用した、代替電源の利用法を開発してほし

いものです。自家発電機を備えていても維持管理も難しいと聞いている。停電対策として

のバッテリーの開発が進んでほしいと願っている。 

災害発生などによる長時間の停電に、電気の代替え対策や工夫、万一の場合の避難先な

どについて準備しておくことを気付かされた災害であった。 

 

安全な住まいと・まちづくり 

【駒場】自力で避難所などに避難できない要援護者対策して、この機会に住環境の点検と、

家族での話し合いが必要としています。 

宅地開発が進み、河川敷や低地、防波堤近くなどに知らずに住宅を建てられていること

や、住宅構造も避難路や構造体などに災害対策が欠けていたこともあり見直しや点検が求

められた。 

先人の教訓が生かされた地域もあった。下閉伊郡普代村（フダイムラ）、釜石市唐丹（ト

ウニ）地区では大きな防潮堤が作られていても、過去の津波被害の体験から高台に住居を

移転し被害がなかった。 

千年前だろうと百年前だろうと一度被災したところは、都市計画の中に厳しく規制がな

ければ自然と共に生きていけないと痛感し、体験を風化させることの無いよう伝える責務

を感じている。 

 

携帯の中継基地…津波で倒れないものを 

【駒場】携帯電話を利用している人も多く、有益な通信手段としていたが、携帯電話の中

継アンテナ施設が破壊されたことで使えなかった。 

防災施設と同様に、電話中継施設も災害に対応できる丈夫な、蓄電装置など備えたもの

に整備してほしい。連絡ができることで安心感と、情報の伝達や救援が効率よくできるこ

とと思った。 

 

支援物資の受け入れと配給の仕組み 

【千葉】全国各地から救援の手が差し伸べられ、沢山の救援物資が届けられました。しか

し、物資の仕分けに時間と人手が必要であった事。被災地が広範囲と遠隔地にあり、更に

ガソリン不足のため現地に届けられなかった。 

避難所では食べるものも無いとの情報で、直ぐに食べられるものという思いで、調理パ

ンなども届けられたが、賞味期限が切れた食品は廃棄処分をせざるを得なかった品物もあ

ったとしていました。 

県の中央部盛岡から被災地まで３．４時間要する遠隔地であること。道路の被災、避難

所が各所に散在していたことなどから、自衛隊ヘリや自動車の協力を得なければ届けるこ

とができない困難と混乱があり、避難所では食糧不足の困難が続いていたところです。 

災害対策にこのような救援物資について管理する機能を必要としていました。この作業
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は、公助というよりも共助として、地域の自主防災組織などの活動体制を整えておく必要

があることを学びました。県や市の担当は、上からの指示や決済がなければ対応できない

とした、急を要する事態への対応ができなかった。臨機応変に対応や処置できる仕組み作

りと見直しが必要と感じている。 

 

情報入手：ラジオが効果的だった 

【駒場】停電のため電話もテレビも使えないなかで、携帯ラジオからの情報が被災地を伝

える唯一の情報としていました。 

そのラジオ局に個人の安否確認や、救援を求める情報メールが届けられていました。ラ

ジオ局は２４時間休みなく、避難所からの情報や、被災地の人に呼び掛ける情報を続けて

いました。 

「酸素ボンベの残りが少なくなった。何方か届けてください」などの放送に、ラジオ放

送を聞いていた人からの協力の申し出などもありました。避難所や避難先から現状の報告

と救援要請のメッセージや伝言など緊迫した情報がラジオから流れ、事の重大さを知るこ

とができたのでした。 

防災の警報も届かなかったところでも、ラジオから情報を得ることができた。非常用に

携帯ラジオを備えて置くよう指示されていたことが大いに役立った。ラジオによる情報の

伝達は効果的であり、停電で真っ暗な中でラジオからの声に勇気を与えられていました。 

 

学校は日頃の訓練で犠牲者ゼロ 

【駒場】「来るぞ・来るぞ」と数年前から学校では防災対策と避難訓練を実施してきました。

この訓練の効果が、犠牲者ゼロという小・中学校がありました。 

学校では避難訓練だけではなく、避難路についても点検を怠りがなく、三陸町越喜来（オ

キライ）や岩泉町小本（オモト）小学校では、行政が作った従来の避難路を変えて設置し

たことで一人の犠牲者も出さなかった。 

一方、防災対策を指示していた行政機関は、津波によりパソコンなどに入った情報も住

民台帳も失い暫らく何もできなかった。 

 

重要情報（基本台帳・特定疾患など）はバックアップシステムを 

沿岸部の市町村すべてが津波によりパソコンなどの機材を失い行政機能まで喪失してい

ました。 

パソコンや電子機能の設備が被災したので、住民基本台帳もなにも分かりませんという

現状に唖然としました。 

各行政機関の情報や資料をバックアップしているものと思っていたが、パソコン一つ被

災したら全てが分からなくなっていることに空しさを感じました。 

難病患者や障がい者の個人情報は、個人情報保護のため出せないとしていたが、今回の

被災で住民基本台帳さえ出すことのできないシステムと対応に、震災被害より大きなショ
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ックを感じたところでした。 

 

特定疾患の情報は患者の同意で県と市町が共有する方向で…大きな課題も残る 

【矢羽々】県の総括課長さんとの話し合いで、災害時における難病患者支援のためにマニ

ュアルに入れたり、患者の同意のもとに情報を市町村に提供するとあったが、いつ市町村

に提供できるのかと質問したところ、特定疾患の申請時に「市町村に名前を言ってもいい

ですか」と患者さんから確認をとるとの回答でした。 

それはどれくらいの人が情報を提供してもいいと言っているのか質したら、分かりませ

んと答えていました。（重症難病患者についてのみで、40％に止まっていた） 

前に聞いたのは重症患者さんについて、今は特定疾患約 8,000 人いる。重症患者は全体

の 10％なので 800 人、3 年以上前にどれくらいですかと聞いたら、重症患者の 4 割だと

すれば 320 人になります。それは重症の中で市町村に氏名を言ってもいいという人が

40％で 320 人しか市町村に名前が届いていないのです。 

県内に 50 市町村あるので避難マニュアルを作ると言っても、患者さんを把握していない

のです。その中で市町村が対策を策定することになっている。 

個人避難計画だけど市町村に名前がない。個々の患者のニーズに応じたきめ細かい個別

計画の策定を支援すると書いてあるが、個別の「個」がない。市町村に、個が見えない。 

特定疾患以外の難病・慢性疾患、腎臓透析患者や在宅酸素利用者を含めると、縦割り行

政、地域防災のあり方を含めて、大きな問題がありますね。 

 

透析患者にはコーディネーターが対応し危機を克服 

【駒場】東日本大震災報告の資料を集めるために、腎透析施設のある泌尿器科の先生に、

震災で停電と断水などで困難があったと思い、透析患者さんたちの対応状況について伺い

ました。 

津波で破壊された病院や沿岸部から避難してきた患者の受け入れと、定期的に利用して

いる患者で混乱したが、患者と透析施設病院をコーディネート、調整する人がいたことか

ら事故もなく停電が回復するまでの数日間を克服した。 

次つぎと被災地から運ばれてくる患者さんのため、透析時間の短縮や日程の調整をして

患者さんの透析を続けた。患者さんも時間短縮などに我慢と協力をし、通院に利用する自

動車のガソリン不足対策に相乗りなど助け合っていたとの証言でした。 

呼吸器を使用している患者さんたちは、停電のため困って最寄りの病院に押し掛けたけ

れど、被災地の病院から運ばれてくる人が優先で、受け入れを拒否され困りましたと話し

したところ。 

何処で誰がどのような呼吸器を利用しているのか把握されていないこと。災害時に支援

や対応できるよう、患者の実態や地域マップ、連絡体制など必要ではないかアドバイスを

受けました。 

停電さえなければ普通に利用できる人工呼吸器や医療機器に、停電対策が疎かにされ、
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無関心でいたことを痛感したところです。 

呼吸器の操作が難しいとの思いがあります。家族だけの負担としていますが、万一の場

合に避難するにあたって、必要な医療機器に対する理解と簡単なマニュアル、在宅療養で

使われる医療機器の人工呼吸器、痰の吸引器、パルスオキシオメーター、自家発電機、ア

ンビューバックなどの仕組みを知っておく必要もあると思いました。 

 

災害時要援護者支援制度の登録が少ない…支援の問題 

知られたくない、「制度」知らなかった 

【駒場】災害時要援護者支援制度を作ったが、住民に周知と登録について理解が得られな

いうちに被災してしまったところも少なくありませんでした。 

登録も対象にしている人が、重度な人として限定されていることもあり十分な理解が足

りなかったと推測しています。 

制度を作った行政も沢山の登録があった場合の対応と、登録を希望する人は避難支援者

を概ね１名か２名を選定して届け出ること。承諾が得られる人がなくても届け出ることは

可能としていましたが、障害を他人に知られたくないとした土地風土の所もありこの制度

が活かされていなかった。 

更に、この制度について知らなかったと答えている住民や障がい者も多く、折角の制度

に登録もしていなかった。 

私は登録していたことから、発災後まもなく民生委員や行政機関から安否確認の見回り

を貰い、制度の役立ちを感じた一人です。 

 

身体の弱い人も年寄りもオープンにして地域共同社会を 

【千葉】9 月に大規模な避難訓練を岩手県盛岡市の高松町内会でやった。岩手の場合は津

波・地震の他にも水害があります。川が多く洪水や火山の爆発も想定される。岩手山が噴

火すれば当然盛岡もその圏内になります。そういういろいろな状況に対応した防災訓練を

しました。はたと困ったのは、要援護者をどう助けるのかということになりました。 

テーマは隣の人について、よく知らないことでした。班の人、私の町内は広いので 1070

世帯あり、どこにどういう援護が必要な人がいるのか分からない。 

町内会長には県から情報がくるのですが、それを承諾した人と直接交流した人だけです。

その他が全く分からない。そういう状況の中で班長さん達は見回れと言うのですが、どこ

を見回れば良いのか分からないことがあった。体の弱い人もお年寄りも、もっとご自分の

情報をオープンにしてもらって、みんなで地域共同社会をつくらないと、いざという時に

犠牲者は増えていくのかなという感じが、防災訓練をしてわかったことです。良い訓練だ

と思いますので、来年以降も訓練を実施していきたい。今回の震災でも隣を知らない、地

域を知らないことが被害を大きくしている。 

 

多くの当事者、支援者の犠牲 
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【千葉】消防団員 126 名、消防職員 8 名、警察 11 名、民生委員 26 名や福祉施設職員な

ど約３００名あまりが避難支援のため犠牲がありました。 

消防団員は防波堤などの水門や扉を閉める作業のためや、移動困難な高齢者や病弱者へ

の避難援助での犠牲。民生委員や地域で防災活動されていた人たちの二次被害と犠牲にな

っている実態が報告されています。 

一人の寝たきりの患者を助けようとして、5 人も犠牲になったとの証言もあり痛ましい実

態もありました。 

2 時 46 分発生した地震に、第一波の津波が小さいことから避難した高台から自宅に戻り

被災しているケースもありました。着の身着のままで避難し、貴重品や寒さのために自宅

に戻ったとしている犠牲者も多く、津波の恐ろしさが風化されていたことが大きな犠牲を

引き起こしていました。 

 

訓練もしていた、救援もあった…が間に合わなかった ALS 患者 

【根田】ALS の患者さんは防災訓練をしていました。毎年夜中停電という想定で、毎年一

回避難訓練をしていたが、津波に対しては想定をしていなかった。 

釜石の ALS 患者が人工呼吸器の利用が不可能となって救急車を呼びました。救急隊員が

移動の作業中に津波が襲い犠牲になりました。 

避難訓練は何を想定して実施するのか大切で、予想外というけれど、本当に予想できな

かったのか。往診クリニックの先生たちが ALS の患者さんを助けに行ったが間に合わなか

った。ストレッチャーのまま見つかったそうです。避難訓練もしていた、助けにも行った。

だけど間に合わなかった。 

 

防災センター（避難所）が流された 

【駒場】被災した釜石の鵜住居にあった地区防災センターに近くの住民が避難していた。

この避難所には津波が来ないだろうと想定して作られた施設でした。 

ところが大きな津波が来てほとんど流され、避難していた 63 人が犠牲になりました。 

ハザードマップでも津波が及ばない所としていたところで、直前の避難訓練で使われて

いたこともあり、住民は行政の作った施設を過信して避難したところで犠牲になっていま

した。 

 

小中学校、さまざまなアイデアが生かされた…防波堤・防潮堤は逆効果 

【駒場】小学校・中学校は避難訓練して高台に逃げることを訓練していました。三陸町越

喜来小学校では、前回のチリ地震以後、学校の上の崖に避難するために遠回りして高台に

行くコースであった。津波から逃れる時間を短縮する非常通路をつけるよう提案し続けて

いた市議がいて発災の 3 カ月前に完成し、校舎の二階から直接崖に登れるよう避難路を作

っていたために犠牲者がなかった。 

岩泉町小本小学校の背後には国道 45 号が横切り、高さ十数メートルの切り立ったがけで



12 

 

阻まれ、逃げ場がなかった。数年前の避難訓練の際、津波に向かって逃げるのはおかしい

と国土交通省三陸国道事務所に掛け合い、国道４５号に上がる 130 段、長さ約 30 メート

ルの避難階段を利用することができて犠牲者を出さなかった。 

面倒だけど低地にすむ人は一つ一つ点検して、やっぱりどうしたら避難できるのか、あ

らゆる場面を想定し、アイデア生かされて命を守っていた。 

逆に国がお金をかけて作った、防波堤・防潮堤を過信して逆効果を招き、高い防波堤で

海の様子が見えなかった。防波堤が逆の波を引き起こし被害を大きくしているケースもあ

った。 

 

募る不安と寡黙化する避難者 

【千葉】町内に陸前高田から、避難している夫婦で、89 歳と 81 歳の人が親戚を頼ってき

ている。助かった人たちの中にかなりの心の病を負う人が多くあり、奥さんも他人と話を

したがらない。 

大船渡の仮設では、住宅から一歩も外に出たがらないものもある。本人は津波の犠牲に

なって結局病院生活となった。紹介されたご本人で新聞記事からなのですが、行っていた

本人が逃げないで犠牲になった。心のケアが助かった人たちの中でかなり重くなってきて

いる人がいる。仮設住宅の中にいても他の人と全く交わっていない。孤立しているのが増

えてきている。心のケアをどうするのか、今後大きな課題で不安になっている。 

今日の人も不安ばっかりで、2 年度どうするので…2 年間は県で面倒みてくれるが、その

あと何もない。我が家は流されているのを目のあたりにしていて、思い出も何もかもみん

な流されて、それをケアできるのだろうか･･･アルコール依存とうつ症状も心配だといいま

す。がれきの処理場に行けば、缶ビール等あるので、拾ってきていつでも飲めるという。

缶詰も流されていて･･･寂しさを紛らわせるのに、どうしても飲んでしまうという。 

 

5 分以内に避難できる地域づくり…チームで行動の仕組みを 

助け合いの行動は先ず近所を知ることから…情報保護のあり方に問題あり 

【千葉】やっぱり情報公開というか、情報保護法案ですか、もっと市町村に地域に流して

いかないと助けられないと思うのですよ。そして何をするかというと、支援チームを作っ

ていくことですよ。つまり何かあった時、誰が誰かをどこへ行く、今高齢者声かけ運動を

盛岡でしていますが、災害時に声かけだけでなく具体的に行動で助け出す。この人が書い

た中でおんぶ、抱っこしていくとありますが、誰が誰かをおんぶしていて、誰が避難をす

るのか、チームを結成しておけば、この地域この地域ででてくれば、5 分で可能になると思

うのです。準備・避難用具準備は非常に大事になってくるのですよ。そういうのを無料配

布して、難病患者・身体障害者・車椅子使用者等にあらかじめ支給しておけばそれは個人

的におんぶひもを用意していたのですね。ピシッと用意しておく･･･高齢者もしっかり歩け

ない人も･･･ 
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県のアクションプログラムや花巻市のマニュアル 

【駒場】岩手県のアクションプログラムの中に避難行動への支援があって、5 分間で避難

できるのかどうか、避難行動への支援への仕組みを作ってもらうのがいいのかなと思う。 

地域防災の組織で防災用のアルミ製の折りたたみのリヤカーを 30 万円くらいで準備し

ている。阪神淡路大震災の経験から、避難用具として折りたたみ式の防災用のリヤカーを

設置することとなったと聞いています。 

一台買って、「はい、うちではいざという時のために対策しています」といっても、いざ

本当に必要な時に役立たないと疑問に思って居ます。 

避難支援の対策として、要援護者の体の状況に応じた支援の仕組みが必要であり、それ

ぞれの負担軽減になるような対策が欲しい。 

 

要援護者支援マニュアルの当事者への徹底 

【駒場】花巻市では災害時要援護者支援マニュアルの中に、当事者編があり、このような

障害を抱える人は、このような準備を自助努力として準備するよう明記しています。しか

し、当事者にも家族にも周知されていない状況でした。 

市町村は、県や国の通知でマニュアルを作っただけで、周知徹底がされていない。制度

の理解も十分でない所に被災する悲劇となりました。 

自分の暮らす地域環境が、万一避難する場合にどの様な支援が必要なのか、当事者も自

助努力として避難用具などを備えなければならないと思いました。 

避難の際に、背負われて途中まで逃げたが、背負い紐がないために耐えられなくなり、

置き去りにしたとの証言もあり、背負い紐の準備も必要と思いました。このことをある席

で話したなら、寝袋に入れて引いて避難する方法もあるとアドバイスがありました。 

積雪期の冬は車いすでの移動は難しく、地形や季節に応じた避難用具を準備しておくこ

との必要性があります。 

 

その他たくさんの気づき…生かしたい 

投薬証明書は非常持ち出しに 

【矢羽々】想定外だと言われるのが、病院施設がすべて流されて、カルテやデータが失わ

れ一番困ったと言っていました。災害対策マニュアルの中に、服用している薬の処方箋か

ら投薬している説明書の写しを非常持ち出しに入れておきましょう。手帳を作った時にも

そういうものを入れて取っておきましょうと指導をしていた。 

この対策が活かされ病院のデータが無くなっても、薬を処方してもらえたケースがあり

ました。医者の方もなんていう薬か名前は知っていても何グラムとか量とかわからないと

困ったと。今医療機関では、必ず投薬証明書を出しているので、あれば非常にいい資料な

ので、あれは必ず非常持ち出しなり、自分の身を守るため必要なので、どこに行っても使

える。 

病院が流され、データーなど全てを失うことがあるとは意外でした。インスリンの処方
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もみんな違うのでどこが製薬会社なのか詳しく知って居なければならない。 

薬については、不足していたところも多く、少ない日数分をやりくりしていた。抗てん

かんの薬が国療○○病院に沢山残っています。どのように処理したらいいでしょうかとの

相談もありました。（笑）（矢羽々は、日本てんかん協会岩手県支部の役員です） 

 

緊急医療手帳の活用状況…難病患者だけでなくもっと広く対象に 

【矢羽々】これは老人施設の方から迷子になった時に役立つと、目的外の使用ですが参考

のために施設へお送りした例もありました。 

【駒場】難病の会に登録していた人には配布していたが、すべての患者には配布していな

い。今回の震災で、医療施設が被災し、患者のデータが全て失われると言う事態に、この

ような医療手帳が全ての住民が所持するようにできたら良いと思った。 

特定疾患受給者証を所持する難病患者だけじゃなく、行政が介護保険や後期高齢者医療

保険など、住民すべてにこのような手帳を作成して持たせることで災害対策にもなると思

った。 

 

腎透析のコーディネーター役は？…患者会の役割 

【駒場】詳しく確認はしていなかった。 

追記：東日本大震災による津波や停電、断水という甚大な被害に、県医師会、岩手腎不

全研究会、県などの関係機関・団体がそれぞれの持つ機能を連携して透析医療の確保に努

め、発災後の２３年４月上旬には、県内全ての透析施設において透析が可能な状態となっ

た。 

この経験を踏まえ、岩手県の透析医療の確保を図ることを目的として「岩手県災害時透

析医療支援マニュアル」を県が策定し、関係機関との連携や連絡先などについて明確にし

ている。 

 

生きているのが辛い…心のケア 

【駒場】難病連のアンケート調査の中に、被災により精神的に落ち込んでいる人からのメ

モがありました。 

「私は、津波に流されて死んだ方がよかったと、生きているのがつらい」とありました。

親なり近くの人を助けられたのに助けられなくて、自分だけ生き残った。その罪悪感を今

も引きずっているものが少ないと感じました。 

戦時中、満洲からの引揚者の証言や本を読んでいると、同じような心情を記されていま

した。何時までもその光景や思いを引きずるのではなく、素直に書き残すことや吐露する

ことで心の整理が出来ているとしていた。 

落ち込んでいる人たちに、自分の思いを書くことでわだかまりを取ってあげることがで

きれば良いと思い、アンケートの調査項目に自由記述欄を設けていた。 

私は今の気持ちを書いて出してくれた人が、これで心の整理がついて落ち込んでいくの
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ではなく、自分の思いを書くことで何とか頑張っていこうという気持ちになったと最後に

書いてあった。 

肝心な話にさわらないでおこうとするのが良いのか、もっと心のケアとして傾聴や、少

しでも書いてもらって、自分のわだかまりをとってあげる心のケア、傾聴が大切だとアン

ケートの記述としていました。 

 

3 編からなる要援護者支援マニュアル（花巻市） 

【駒場】3 つに分けて作ってある要援護者支援マニュアルは、基本編、支援者編、当事者

編。基本編は制度の全容を紹介しています。支援者編は行政とかボランティアに、障がい

者理解を深めるために、障害の特異な症状や気を付けてほしいこと、このような支えが必

要と紹介しています。当事者編には、それぞれの障害の特性や特異性による自助努力とし

て準備すべき事柄などを徹底するよう作成されています。 

しかし、作成が間もないこともあり、住民や当事者に周知徹底は十分とは言えない状況

であり、登録についても徐々に増えている状況としています。 

 

夢につながる支援を 

【千葉】私は被災地に月に何回かのペースで行くようにしていて、今こういう物資を欲し

いという人たちに配布していています。 

難病連としてセーター欲しいとか毛布、ひざかけ、電気毛布、そういったものはどこに

もないのです。送られてくる支援は下着が多い。台湾の米などは救援物資資材置き場のア

ピオから貰えるが特殊なものはない。 

必要な物資購入資金として 2 万円の給付活動もしている。 

政府自治体の対応が夢を描けないようなシステムになっていて、被災された方がこれか

ら生きるための具体的な政策が無い。 

亡くなった人に 100 万円、被災したところに 100 万円、全壊した人に 50 万円、半壊

した人に 25 万円、それも認定の仕方もまちまちで、半壊した認定も厳しくて貰えない人も

いる。 

現在の支援行政のやり方は、自分から申請しないと何にもやってくれない。申請をして

始めて支給を受けるため、支援金さえも届いていない人も多数いる。 

 支援物資で一番困っているのは、古着が全国からきて、古着ならいらないといわれてた

り、行政が受け付けたものではなく、民間団体や色々な法人が集めた物資が届き、下着か

ら古着から季節的なものもあり、今は夏場のものが欲しいと、半そでが欲しいといっても、

冬物だったりしている。衣類などの物資の仕分け整理が一番困って、古着の処理が大変と

だったという。梅雨時などに届けられた物資には、結露してカビが生え、被災者に届けら

れないものも発生していた。 

行政だけでやるのではなく、様々な支援団体やボランティアを活用して、もっとスムー

ズに整理して被災者に届けるように民間に任せても良かったと思う。 
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県市町の域を越えた連携を…自助・共助・公助を考える 

【千葉】透析の問題が出ましたが、透析の患者を受け入れることのできる病院が少なかっ

たこと、しかも他県などへの避難もあった。 

人命尊重の視点からいえば、医療対策が、他県との連携、他の市町村との連携プレーで

透析患者の命が守られたこと。ガソリン不足に対応して共同で通院するなど迅速な体制作

りの必要を痛感しています。 

 自助努力、自立努力で言われて、私たち障害者団体で何かあって支援を依頼すると、そ

れは自助努力だといわれてしまうだけでした。 

 今回の 3 月 11 日は、本当に悪い時期で、行政もどこも人事異動だったし、医療機関も

年度末の関係で、財政の面で余分なものを持っておきたくて整理しておった。それが 3 月

11 日の災害でひっ迫した、あれは別枠だよ、今いう国で薬とか必要な物資を在庫で持って、

これぐらいは別だよとコーディネートする方法がないだろうか。年度末には在庫をすべて

なくすことで、今回はみんなが危機を感じたのでしょうか。 

 宮古の人が怒っていた。家もないのに、土地に対しても税金が来た。家も流されている

のに、年寄りたちが役所に何も申請しなかった。申請するのは大変なことで、申請しなか

ったら何も助成がなかった。役所は全て申請主義だから、何ももらえない、と訪問した折

りに、私はずいぶん怒りをぶっつけられました。 

 アンケート調査の実施について議論をしていたが、やっぱやろうということになった。

取り組んでみていろんな問題点があったんですよ。6,000 名の犠牲者があったのですが、

その 6,000 名の犠牲者の状況をつぶさに、分析することが最も必要なことだと思った。 

 今避難している難病の会員の実態を調べることはもちろん、犠牲になった人たち 6,000

名について、その人はどういう年齢で、どういう状況で犠牲になったのか、どういう持病、

障害があったのか調査の必要がある。ただ、今は個人情報が問題であり、地域の行政が動

いてくれないとそれは調べられないことです。 

 

自由記載も入れたアンケート調査に期待 

【矢羽々】被災の状況を知るためには、会員にアンケートをとるしかないと、見切り発車

した格好になりました。私たちが知りたいことは、逃げようとしても逃げられなかった犠

牲者の実態です。避難途中で犠牲になったその人に、どういう対応が必要だったのか。 

避難支援の在り方を検証する必要があると思いました。アンケートは難病患者の実態が

詳細にわかるわけではないけれども、被災の実情や避難などの問題点や医療を受けている

かなどを知ることができるのではないかと思っています。 

自由な記述の欄も設けましたので、問題点も出てくるでしょう。まだ集計に入っていま

せんが、ざっと目を通してみて大変な状況と切実な声が聞こえて参ります。 

 

合唱団が 3 つある…生きる力の難病連 

患者が生きがいある世の中を・・・と願う 
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【千葉】“難病患者をひとりぼっちにしない”をモットーに活動してきました。 

会員に喜んで頂ける企画を考えています。とにかく生きていることが楽しいんだ。この難

病連は県内に合唱団は 3 団体あります。難病患者の合唱団の歌声が聞こえてくることは、

患者自身の喜びで、元気に生きる力です。楽しく、みんなで何かしようという様になって

行くことを支援していきます。 

これまで 1２年やってきました。難病患者が生き甲斐ある世の中にしてほしいと思います。 

地震が「来るぞ来るぞ」と、岩手でもずっと長い間防災対策を準備していたのです。今

回はいろいろなことを学びました。しかし災害はもうこないことを願っています。 



18 

 

NPO 法人宮城県患者・家族団体連絡協議会（MPC） 

白江浩さん（ＮＰＯ法人 宮城県患者・家族団体連絡協議会（ＭＰＣ）理事長） 

（重度障害者施設「ありのまま舎」施設長） 

（宮城県難病相談支援センター・センター長） 

長谷川紀江さん（宮城県難病相談支援センター・難病相談支援員） 

佐々木暁子さん（全国パーキンソン病友の会宮城県支部） 

鈴木明美さん（多発性硬化症虹の会副会長・ＭＰＣ理事・罹災者） 

三浦きよ子さん（多発性硬化虹の会事務局・罹災者） 

小関理さん（仙台ポリオの会役員・罹災者） 

支倉敦子さん（全国膠原病友の会宮城県支部支部長） 

佐々木暁子さん（全国パーキンソン病友の会宮城県支部） 

小島章義さん（宮城県腎臓病患者連絡協議会役員、難病相談センター相談補助員） 

 以上 9 名のみなさんからお聞きしました。文中敬称は省略させていただきました。 

 

宮城県難病相談支援センターにて 

2011 年 11 月 22 日 

 

ライフラインが完全に停まった事への対応…甘かった 

【白江】私が支援している中で感じていることを少し話させてもらいます。 

難病に特化したことだけではなく、基本的にはみんな同じ状況だった。いろいろなご苦

労があったと思いますが、それを前提に地震直後というか地震前の対策は、今までの想定

では間に合わないな…と。ライフラインが完全に止まった時にどう対応するのか、見通し

が甘かったね。 

 

2 重 3 重の備えと 3 つ 4 つのツールで 

電気なんか 1～2 日で復旧するくらいの感覚でいたが、1 週間とか 10 日くらいの単位で

水や食料の備蓄を…薬もそうですが、物的な対策をとっておかなければならないのかなと

いう印象は持ちました。燃料の問題もそうですし、発電機はあっても燃料がなければ動か

ない状態、今回うちもソーラーにすることになったんですが、二重三重の備えがどうして

も必要です。二段階三段階という意味と、3 つ 4 つのツールを同じ燃料でも軽油・ガソリ

ンとか普通のガスでやるとか、いろんな形で準備しておかないといけないことが一つあり

ました。 

 

難病患者、避難所でない所へ避難 

鈴木さんとか体験した人の話では福祉避難所への流れが全然できていない。一旦避難所

に行ってから紹介されるという流れになっていて、それが周知徹底されていなくて、止ま
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ってしまったりとか、もう行くところが無くなってしまうってことで障害のある方や難病

の方は家にもどられたりとか、全く別の、避難所でない所に行って避難されるケースが圧

倒的に多かったような気がします。 

 

要援護者支援者名簿…南相馬以外は非公開…安否確認の障害 

事前にそういった体制がしっかり作っていかなければならないですね。要援護者の質問

があったと思いますが、仙台市は作ってあるのですが、300 名くらいなんです。登録され

ている方が…これは知ってるとおり手あげ方式で知らない人が圧倒的に多くて、その辺も

含めて要援護者名簿を作るにしても、しっかりとした必要性とかメリットを利用される方

に徹底しなければいけないし、あとは町内会、民生委員を含めての連携をどうつけていく

のか…もう一つは、名簿の公開がこれは要援護者だけでなく、すべての名簿について南相

馬以外は一切非公開だった。ですから安否確認のしようがなくて、結局一軒一軒回るしか

ないという事態になった。その辺安否確認する体制を、多分さんざん聞いたと思いますが、

どう作っていくかが、かなり今後の課題になってきます。そこから避難して、避難先での

問題とか物、物資の問題につながっていくんだと思います。 

とりあえず口火を切らせていただいてあとは体験者のお話をお願いします。 

 

患者・患者会…それぞれの生の体験 

患者会の安否確認、町内会の要援護者名簿 

【支倉】（膠原病）友の会の支倉です。友の会として、電話がつながっていなくて安否確認

をされる方なので、他の情報が全く分からず、やっとあわてて携帯を取り入れて、やっと

みなさんと情報を交換できるようになった。患者会として薬が病院に行くのにも交通の便

がなくて、やっと病院に行っても、薬が一週間分とか制限されていて、特殊な薬をもらう

人は薬局がなくて薬局を探すまで大変…交通事情もなく苦労されていました。 

 病院が被災したところがあって、そこの入院患者さんが別の病院に転送させられて、ま

た転送させられて…とあったみたいです。東北大学とか大きな病院に通院している人もい

まして、大学病院は大きいから遠くから来るわけですね、きて薬をもらったのはいいので

すが、そのまま被災して、例えば気仙沼だと家に帰るまで避難所を経由して、やっと一週

間かかって帰ったそうです。 

 宮城沖地震が 30 年以内にあるのが 90％以上というのが前になったので、一応町内会ご

とに防災メモがあって、で何かがあったら、防災名簿を開けてもいいというのに丸をつけ

て、一応足が悪かったので、要援護者に丸をつけて出しました。さいわいなことに、我が

家は水が出ていたので、給水の苦労はありませんでした。うちの地域は安定した地域だっ

たので町内会さんが回ってきて安否確認してくれ、要援護者に丸をつけていたので、炊き

出しとか 2～3 日は面倒とか気を使ってくれました。食品とかは並ばなくてはいけなかった

みたいで、私は避難所に行かなかったけどご近所の方が気を使って並んでくれて、持って

きてくれたこともありました。家族の人も大変だったそうです。 
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個人情報の壁、助かった井戸の利用 

【佐々木】（パーキンソン病）友の会として、震災後にすぐに担当地区ごとに安否確認の連

絡をとったのですが、中々大変で、連絡取れなかったです。こういう時にこちらからする

のではなく、災害時は亊務局に連絡ちょうだいね…といっておいたらよかったかなあと…

早くに連絡を取れる体制であったらいいのにと思いました。 

 支部長が連絡を取れない人を警察に電話しても中々教えてもらえないんですよね、個人

情報とかで支部長が車で現場までいって、やっと調べて連絡が取れました。 

一人暮らしの方でショートステイで入っていたのですが、入る人が多くて、寝るところ

がなくて、廊下みたいな所に置かれてたそうです。施設側から家族に何とかしてほしいと

言われ、家族の人も被災されていてうけてくれる病院を探したけど中々大変だったと聞い

ています。 

 自分のことなんですが、水を確保するのが大変だったのです。給水車がきてもポリタ

ンクに何時間も待っても 20 リットルまでといっぱいもらえないんですね。私は地元なので、

水のある場所、どこどこに井戸があるとか、どこに水が出る所があることを知っていたん

です。豊かに水を使えたんですが、使えない人はそういう所がわかっていれば、田舎は井

戸が残っている家は、何軒もあるわけで、まだ使える水を知っておけばいいんだろうなと

思いました。私の住んでいる所の近所の人はいい人で、地震になると大丈夫？とみんな声

をかけてくれるんで、住みやすい土地でありがたいです。 

 

難病・障害者が使いにくい避難所、在宅では給水支援も得られない 

【鈴木】（多発性硬化症）北上川から 3 キロ上流にあがったところですぐ川岸だったので、

自宅の一階は浸水してためになり、自分の住んでいた地区は全壊地域でした。最初被災し

た時は自分一人だけだったのですが、運よく助けてもらって避難所に入った訳ですが、そ

こは視覚障害なものですので誰かが一緒にいてもらわないと、お手洗いとかも一人で行け

ない状態だったんです。水もなかった状態で、特別頻繁にトイレに行くわけではなくても、

みんな被災してそれぞれが自分のことでいっぱいいっぱいの時に、例えばトイレに行きた

いとか何かしたいとか言って誰かの手を借りるのが何だか心苦しくて、2 日目にはそこは学

校ですのでこの先生たちも被災してるじゃないですか、家に連絡したい先生もいるし、帰

りたい先生もいるし…でそこに被災して逃げてきた人たち、避難してきた人たちで何とか

運営していこうという方向付けをしようという意味で、係を決めたんですね。でもそのど

れもが自分でやれるような係じゃなかったんで・・・でも周りの方から自分が障害を持っ

ているということ、まあ色々な地区からやってきているのでわからない面もあって、どう

しても普通に動くし、普通に話をするので、理解してもらえなくて…どうしておばあちゃ

んたちは動けるのにどうしてあなたは動かないの？これぐらいはできるでしょう…という

感じの視線は見えなくても感じられて居づらかったんですよね。 

その後主人と自宅に帰ってきました。自宅は玄関から入れる状況ではなく、2 階が大丈夫

だったので帰ってきがれきの片づけをしていました。その時に市ではボランティアがいっ
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ぱい入ってきて、色々な活動をしていたのをわからなかったので、がれきとかは自分たち

で片づけをしたんですよ。何日もかかって片づけしたんですが、そういうのも町内会がど

こかで市でやっているよ…と言ってもらえれば、もっと助かった人もいたんではないかと

思いました。 

給水なんですが、うちの方では給水車が避難所に回ってきたようなんですが、自分が日

中取りに行けるような場所ではなかったし、主人も仕事をしていたので朝の 8 時から 5 時

までとの給水の時間にとても間に合わず、休日に一週間分まとめて飲水はそこで確保して

いただきました。その他の水はうちだけではなく、ほかのところもみんな北上川の川の水

をくんで、トイレに流して使ったり洗濯に使ったりしていました。 

それでも自分たちは飲水を確保できていたんですが、ご近所のおばあさんはそういうこ

とはできなくて壊れそうなブリキのバケツに雨水をためて、上澄みを飲んでいたというこ

とを後から聞いて、その時はものすごくショックで・・・避難所にはどんどん色々な物資

が届いていたのですが、在宅にはそういう目が全く届いていなくて、みんな被災して大変

でしょうが、避難所に行きたくても行けず在宅にいるということも頭に入れて救援して欲

しいということもあっていいのではないか…と今は思っています。支援物資は在宅には全

くなく、下着一枚こなくて…患者団体とか難病支援センターの他の患者団体とか、白江さ

んとか中心になっていっぱい支援していただいたので、全くそういうことがない人たちに

比べれば、ずいぶん恵まれていたと思います。 

 

仮設住宅の障害者枠…でもスロープが付いてるだけ 

あと、仮設住宅に入るのに、障害者・高齢者枠というのが石巻にあって、障害者か 65 歳

以上の高齢者ということで、障害者で申請したんですが、中々入れなくて、最後のこれで

抽選終わりですという時に、それも補欠で当たったんです。その時に 10 月初めに引っ越し

たんです。その時市役所の人から聞かれたのですが、鈴木さんは車いすが必要ですかと言

われました。車椅子は使っていないというと、一般の所にいれられたのです。聞くところ

によると、障害者枠とか高齢者とか言っても部屋のつくりは全然変わりがなく、ただスロ

ープがついているだけなんですって…それは何の意味がなくて、やっぱり高齢者とか障害

を持っている人が使いやすい造りをすれば、自ずとほかの人も使いやすいと思うので、も

っと仮設住宅を作る時はそういうことを頭に入れて設計して欲しかったなというのはあり

ますね。 

子供さんとかいる方がお風呂場に行っても、子供を抱いて入れるようなスペースがなか

ったり、段差があったり、手すりがついていなかったり、色々な細かい所があるので、そ

ういうのを考えて欲しいということをどんどん発信して欲しいです。 

 

200 人～300 人の遺体が海岸に 

【三浦】（（多発性硬化症）私の住む地区は若林地区なので、激震地区となって津波浸水が

60％とか、残りの 40％は市街地です。田畑のところから、深沼海岸の堤防も高くなかっ
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たので、本当に想定外の津波被害で、そのあとのヘドロがすごくて大変でした。たまたま

東部道路の土手ができていて、それより海側は本当に大変だった。その時に夕方 5 時半頃

の津波情報が東京には流れたという話で、私たちは何があるか分からないので、たまたま

地震のあとの津波というのがラジオで夜聞きますと、海岸に遺体が 200 から 300 人の流

れ着いてきているというので、大変ショックを受けたんです。それが東部道路から海岸側

だった。その遺体の方というのが、閖上の方とか亘理とかから流れ着いてきた方もいらっ

しゃったというのが、まず第一にそれがショックの話でした。 

 

居場所がつかめない避難所暮らし 

それでやっぱり地盤沈下の関係もあるでしょうか、すぐ目の前の 100 メートル先に小学

校があるんですが、そこも校舎が地盤沈下でも避難場所になっても水が出なかった避難所

になっていました。でもそこに 300 人位避難にいらして、結局そのまま 8 月まで学校の体

育館が避難場所になったんですが、水が出なくて、自衛隊の方が給水とかテントを張って

自衛隊の方による給食や何かがずっと行われていて、私の事務局の都合上、まず宮城県外

の大船渡の方は、岩手県だったんですけど、すぐはがきがきて、みな流されましたので、

会のパンフレットなんかあったら送ってください。その場所を見ますと、流された前の住

所なんです。なるほど郵便局とか流されても出張窓口とかあって、前の住所のままの取扱

いしているんだなあと思いまして、すぐに大学の先生からの手元にある資料を送ったんで

すが、それは障害者として支援を受けるためどのような神経難病なんかを知ってもらうた

めの資料なんかと思いました。まず第一に、一番先にできたこと、流された前の住所はが

きで来ていました。こちらもその住所で送ったら届いていたみたいです。 

 

介護施設がそのまま避難所に 

石巻方面の方に、患者会の人がいらっしゃる中で、2 時 46 分の地震だったので、たまた

ま金曜日でデイサービスとか介護施設に行っている方が、そのまま介護施設そのままが避

難させてもらって助かっているそうです。 

石巻のお母さんとお父さんが、患者の 40 歳の娘さんなのですが、2 人ではとても二階に

は上げられないと思いました。家の中に水がいっぱい入ってきて、お父さんとお母さんは

二階に避難できたそうですが、デイサービスを受けているがゆえに助かりました。という

連絡をいただき、もう一人の人は雄勝町という本当に、震源地に近い石巻市雄勝町ですが、

この方もたまたまデイサービス中に孤立したものですから、自衛隊の方に山形県の方に避

難させていただいて、5 日くらいまでいたそうなのですが、それでやっと助かりまして、雄

勝でも家が流されずに済んだので一応戻りましたということで、患者会として大学の神経

内科の先生方もインターネットで一生懸命にそういう方がどういう状況なのか探してくだ

さったそうです。誰誰さんはたまたまデイサービス、そのまま避難所がそっちの方に避難

されていますね…と先生方もインターネットで患者会とかそういう患者さん、地域の激震

地区の患者さんを調べて下さいました。 
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患者会の名簿で 3 月末には安否確認できた 

【小関】（ポストポリオ）うちの会は総勢 50 名弱で、連絡が取れて安否確認ができたのは

3 月末でした。最後の最後まで連絡が取れなくて、取れたのはネットでの検索で、避難所の

名簿でのネット検索で、取れたのが最後でひょっとしたら、こういう方法でしかないのか

な。名簿を作るといっていたんですが、2003 年の宮城県北部地震の時、役場自体が被災

し名簿自体がだめで、全く検索できなくて…との例もあったので、名簿の取り扱いという

のも重要ではないかという話がでていました。 

 

溺死でなく凍死…多くいるのでは？ 

幸いにも会員の中に死亡した方はいなかったのですが、元会員で東松島市の大曲に住ん

でいる夫婦が亡くなったそうです。最初は溺死と聞いていたのですが、実際は凍死だった

と…胸くらいまで水につかっていたそうです。連絡取れなくて…歩けなくて避難もできな

くて…ということで死んだのが真相みたいで、今回冬なのでそういう例はもっといっぱい

あったんではないかと思います。 

 

車のシガーライターの電源…アダプターがあれば携帯充電に使えます 

このアンケートの中で、ラジオが一番だったとでています。携帯で連絡がとれるように

なったのは、だいぶ後の方でした。携帯の充電に関して車を持っているのに充電の仕方が

分らなく、充電できなくて不便だったと。車にアダプターをつければ使えるということを

知っていればと考えます。このようなことを普及していかなければだめだと思っています。 

 

ガソリン…障害者手帳提示しても対応まちまち 

困ったことはガソリンで、その人その人でまちまちでしたが、障害手帳を見せたら入れ

られたけど、ある人はだめだったと…ものを買う時とか水をもらう時、並んだ時に車いす

の人は結構優遇されたと…車椅子ではないけれど、普通に歩ける人とか、ちょっと杖を使

っている人は優遇されなくて大変だったという話がありました。 

 

食品…個人商店には物があった 

今回食品なんかスーパーとかコンビニはほとんど手に入らなかったけど、個人商店は結

構ありました。独自のルートがあって、仕入れてきて売っていました。特に田舎の方は、

都会から来た人はないないといって騒いで並んでいましたが、個人商店に行けばあるいう

例が結構ありました。 

 

仙台はガス復旧遅れた 

白石市は福島県の隣でしたが、とにかく仙台市はガスの復旧が遅れたので大変でした。

私も仙台の医者にかかっているんですが、そこがガスエアコンでした。寒くて、寒くても

う…石油がないので石油ストーブが 1 個か 2 個でしかできなくて、それでも病院を開いて
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くれたのでよかった。しかし、寒いのは大変でした。 

特にポリオ患者は高齢で独り立ちしているので、授産施設とかネットワークにかかって

ない人たちが多くて、その人たちに援助が行かないことが出てきました。 

 

福祉避難所…知られていなかったのも低利用の原因か？ 

水の中にも出てきているんですが、水なんか雪を溶かして使ったとか、一番避難所で目

が見えないと同じで、足が動かないと人の足を踏んだりとかで、避難所に居られない…結

局自分の家に戻ったという例はだいぶあります。避難所の利用者の割合からすると、半分

なのです。宮城県の場合 30 万人が避難所を利用しているんですが、2 人位しか利用してい

ない。割合からすると相当少ない。障害者の避難所の利用率は低いだろうと思っています。

福祉避難所は、阿部先生によると仙台市はきちっと作っていたというんですが、実際運用

面からいうと、普通の避難所、認知してという普通の避難所での職員の認知度はまったく

なかったです。福祉避難所があるというのは、知っていますが、いったいどこでやってい

るのか、職員自体が全くわかっていなかったので紹介されなかった例があります。福祉避

難所という考え方は知っていて、ある程度の認識はしていますが、福祉避難所というのは、

寝たきりの人とかそこに通所している人が利用するものだと思っていたと、県南の市の職

員が言っていました。その辺の認識の仕方がめちゃくちゃだった気がしました。 

私、あちこち避難所へ行ってボランティアしましたが、車椅子なんなり使っている人は

非常に少なかったです。どこでもそんな感じなのかな…と。 

 

砂利の道路では車いすは使えない 

仮設住宅の前は砂利なんで、ものすごく歩きずらく、車いすなんかも一切使えないんで

すよね。ちゃんとした所、アスファルト敷いてある所もあるんですが、スロープがあって

も傾斜がきつくて何にもならないというところが結構多いです。この間、気仙沼の仮設村

に行ってワークショップをやった時、来た人に「ここの仮設は何人位いるんですか」と聞

いたところ「知りません」と言う答えでした。仮設が建ってだいぶ経っているけど、自治

会とかコミュニティができていないんですね。だからこう…住民の誰か手をあげてやらな

いとどうしようもないのかな…という気がしました。以上です。 

 

透析患者は特殊扱いしてもらった 

【小島】（腎臓透析）センターのことは長谷川さんからの話していただきます。 

私は腎臓の話を…県内で最も患者数が多い腎臓の団体ですが、うちは特殊な扱いになり

まして、初期避難におきまして、気仙沼、大島、離島地区並びに宮城県境の亘理地区で自

衛隊の方の文字通り腰まで水につかって、避難させていただいて深く自衛隊の方々に感謝

しております。おかげさまで透析できなくて亡くなった人は一人もいません。ただ沿岸部

のあります気仙沼、南三陸、石巻、亘理 4 町 6 病院はやられました。全滅したのは三陸側

で、文字通り全滅です。ちょうど時間帯がよかったので、昼間元気な患者さんはもう終わ
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って、内陸部の家に帰って、動けない方は残って看護師さんたちが一生懸命助けてくださ

いました。逃げた看護師さん県内で一人もいませんでした。本当に医療関係者に感謝しき

れません。 

要支援者名簿ですが、仙台市は完備しているですが、さっぱり機能しませんでした。 

 

薬の供給は大丈夫だった 

重傷者の搬送は自衛隊のおかげです。薬は製薬会社のおかげです。自分の会社・工場が

やられているにも関わらず、いったいどこから持ってきたのか山ほど薬を持ってきました。

もちろん透析の薬、うちしか使わないので、薬が足りなかったことはなく、ただ消毒薬が

不足して、イソジン人が作っている会社がまるごとやられて、イソジンがなくて、イソジ

ンは自分たちがあるところはすべて供出したそうです。代わりにヒビテンというのをもら

ってきて、透析患者はそれで死なないからいいやとりあえず、危なさそうな所にだけ全部

渡すことをやったそうです。透析患者のついては薬等に関して 100％大丈夫でした。緊急

車両も状況を考えればよくやったと思います。センターのあるこの場所、ご承知の通り大

学病院はそこですが、あの渋滞の中救急車は通ってきましたからね、他の国では考えられ

ない…それは感心しました。 

 

透析患者に関しては役に立たなかった福祉避難所 

福祉避難所と今後の支援ですが、残念ながら透析に関して、役に立った話は聞いたこと

がありません。福祉避難所は知的障害の方は居づらく、何人かは自ら出て行かざるを得な

い状況であったと聴いています。 

 

電気は 3 日以内に復旧した 

停電・長期停電の対応については病院は思ったりより、よくやってくれたと私たちは思

います。津波で被害を受けていない病院は 3 日以内に復旧しています。土日をはさんでい

ますから、現実として 1 日から３日半のずれで済みました。 

 

市への要望などでガソリン券…患者会の役割 

患者会の役割についてですが、実は患者会は多賀城市といって津波の被害を受けた真ん

中にありまして、実は私も津波っていう話を聞いた時に、あっ事務局の方はみんな亡くな

ったんだと思ったんです。たまたま防災施設で元消防隊のあった所だったので、そこだけ

は大丈夫だった。周りは全滅、事務局にいらした職員の方の自宅は被災されました。避難

所のおられるかたについては、まだきちんとした統計はだしていないのですが仙台市内７

８名の方が、一時避難所におられたそうです。 

仙台市をはじめ多くの市町村では、透析患者に対して給油優先の証明書を発行してくれ

ました。ただ対応はスタンドさんによりけりで、ちなみにうちの病院の近くのガソリンス

タンドはすぐオッケーでした。全然知らないところはこれ何って、つっかえされたそうで
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す。少なくても輸送関係については、仙台市の方は輸送車両まで透析患者の手帳と確かに

その施設にいる証明があれば出してくれたそうです。 

 

薬は透析手帳で、水は水道局・電力会社・市に申し入れて 

私たちは、透析手帳の中にきちんと薬が書いてあるという安心感がありまして、ご年配

の患者さんたち自分が飲んでいる薬は何なのかわからないという患者さんが多いですね。

もらっている薬分りますか？はい、わかります。赤い粒と緑のカプセルと…というそうい

うご年配の人が多くおられました。私どもの透析施設がうまく稼働したのは、実は透析医

会を中心にして、昨年水道局、それから東北電力、仙台市、それぞれ 3 者に対し申し入れ

と話し合いをして、その直後だったからと思います。本当に申し訳なかったですが、皆さ

んが寒い中、バケツを持って並んでいる前をス～ッと、給水車が通って透析施設に 1 人あ

たま、120 ㍑の水を頂戴しまして、誠に申し訳ないと思っております。おかげさまで仙台

3,800 人の透析患者の命を長らえることができました。 

 

北海道へ集団避難 

集団避難に関しては、北海道難病連に大変お世話になりまして、おかげさまで北海道に

行った気仙沼、南三陸町の住民は元気よく肥えて帰ってきました（笑）。向こうで温泉宿に

泊まって透析して温泉入って中々健康的な生活を送られた。一時期、気仙沼市を中心の約

１００名患者がいろいろな方々の努力があって生き長らえたとの感謝をしております。 

 

その時・相談支援センターは…直後に退去命令が 

【長谷川】（相談支援センター相談支援員） 

震災時は私と小島さんとピアの方 3 名で、勤務していて、どこが壊れるとか、物が倒れ

るようなことはなく、退去命令がでて外で一時間くらい待機した後、4 時過ぎにここをそれ

ぞれ解散して家に帰ったのですが、たまたまみんな家に帰れるような距離の方でしたので、

ピアは山田さんだったのですが、自分で動けて一人で帰れる人だったので、そのまま解散

して帰れることができたのですが、その時もし、どなたか相談者がいたりとか、ピアの方

が違う状態であったりしたら状況が異なってきたのかなと思っています。 

ここの交通局は、街中にあるんで電気は 2 日目ぐらいから通じていました。電話自体は

通じていました。パソコンも使えましたので JPA とか、厚労省からの通達とかメールとか

全部見ることができたし、調べたいものは調べられたし、その点はかなりたまたま良かっ

たなあと思っています。 

 

安否確認に方法は今後考えなくては 

安否確認として患者さんに電話していましたし、だけど中々連絡つかなくてどうしてい

いのかわからないのですが、安否確認の方法を今後考えていかなくてはならないと思って

います。2 日後の日曜日からここ開所日だったので、予定通り勤務に入りまして、児島さん
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の透析も不定期になりましたので、それぞれ物が買えなくて、並ばなければならない状況

とかになりましたので、荷造りとか家庭の事情もありましたので、一人ずつ交代で勤務を

しても次の週くらい一週間くらい続けて、後時間短縮して勤務しました。ガスの暖房だっ

たのでガスは一か月くらい使えなくて、ピアの患者の方も交通の足もないきちんと整って

いませんし、ここもとても寒い状況だったので、ピアの人一人ひとり本当は毎日体験して

もらわなければいけないが、しばらく休んでもらってゴールデンウイーク後から再開しま

した。相談はすごく増えたことはなく、電話とか通信の状況がよくなかったこともありま

すが、やっぱり先ほど言ったように、患者会とか様々な福祉団体が物資の救援の窓口をた

ちあげていたので、必要なところにはそちらを紹介して対応していただけたので、それは

よかったと思っています。先様が通じないジレンマはあった。 

 

隣近所の助け合い、ボランティアに支援 

この中に隣近所にだいぶ助けられたというのは結構出ています。単身者でかつ、両下肢

不自由な人なんか、アパートの人に全部助けられて避難したりなんだりしていました。そ

の人結構話しできる人で、おそらく顔見知りになっていたと思います。名取のほうの団体、

NPO で支援している団体そっちのほうから、日ごろからあったんで、支援受けてそして助

かったという人は、この中にも書いてあります。 

一人の人は最後まで安否はわからなかった。石巻の人だけど、阿部さんのほうからボラ

ンティア回してもらって、優先的に結構片づけてもらった。そういう話はだいぶ聞いてい

ます。 

 

動けなかったが…隣のお嬢さんに助けられて 

【鈴木】（ＭＳ虹の会役員・ＭＰＣ理事）私は被災した時に、たまたま体調が悪くて、自宅

の二階で寝ていたのですが、うちは河岸といっても窓を開けると下がすぐ川のような状態

だったので、その日の夕方出かける用事があって、2 時か 3 時かにシャワーを浴びてすぐ

休もうかと思って、ほとんど熟睡していた状態でした。体調もお風呂に入ったし、悪くな

ってしまって、その揺れ余震も続いての長さなのか、自分でも半分寝ていた状態なので、

よくわからないが、体調が悪くって、下にどうやって降りたのかわからない状態の中、庭

で動けなくなってしまったんです。足が全然動かなくなってしまって、そこの間が 5 分間

なのか 10 分間なのか 30 分くらいだったのか、自分でも感覚がないくらい、わからなかっ

たです。たまたまその津波が来る時間のちょっと前に自宅のすぐ前のお嬢さんが車で逃げ

ようと思って出かけようと思っていた時に、ちょっと窓のさんとさんの間に、私が庭でう

ずくまっているのを見たんですって…体調が悪いし、目も見にくいと話してあったので、

これはおばさん大変だなと思って、連れに来てくれたんですね。 

 

津波にのまれて…真っ黒い冷たいイメージ 

でもようやく迎えの家まで歩いていったんで、さあ車で逃げようという時に、もう水が
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上がってきてしまって津波じゃなくてあげてきているときだったので、そんなに水圧もひ

どくなくて胸まで水につかりながら、バイク屋さんですが、そのバイク屋さんの上に 2 畳

くらいのタイヤを置いておくスペースがあったんです。中二階くらいのところ、本当に細

いはしごがかかっていて、その上に上がって逃げようということになったんですが、胸ま

でつかっているので冷たいし…体調も悪く体が浮かないので、引っ張り上げるようにして

あげてもらいました。雪は降ってきて、体は湯気で蒸気で真っ白になってしまって…その

後にすごい引き波が来て、その時工場の隅々に中に入っていた修理中のバイクが小さい船

なんかが暗闇の中ガンガンぶつかっている音と、ただただ冷たい真っ黒い冷たいイメージ

があったので、その後音とか…車の電気系統の故障でずっとクラクションの音がなってい

たんで、ずっと頭に入っていてトラウマになって、今でもその状態にいるんです。 

 

近所に病気のこと話していたから… 

体調が悪いんだと事前に病気のことは詳しくは、話していませんがご近所の方の娘さん

が見つけてくれなかったら、あのまま持って行かれた状態だったと思います。どういう病

気だと詳しくいっていなくても、やっぱり日頃体調悪くて動けない状態の時もあると、見

えにくいので、一人で外に出歩かないと言っていたので…あの時もしかして気にして助か

ったんではないか…と。 

 

日頃のコミュニケーションが大事 

その後帰ってきてからもはたと気づいたときに、うちと後ろの家のおばあちゃんと向か

いの家の三軒しかいなかった。みんなそれぞれが避難所に行っていたり、親戚の家に行っ

てたり・・でもライフラインが全く駄目だったので、自分のところに何か手に入ったら、

たとえばほうれん草一把だけでも、三人の家にちゃんと分けて、一口だけだともってきて

くれたり…。そういうつながりがずっとあったので、同じ市内で自分の実家も兄弟もみん

な被災してしまったので、連絡がつかない状態だと近所の人たちと私は何もできませんで

したが…でもそうやって助けていただいたので、すごくコミュニケーションは大事だと思

っています。 

 

近所の助け合いでしのげた 

患者団体から支援してもらう時に、どうしても自分だけが公的支援がない地区だったの

で、自分だけ助かるということ、すごく嫌な気分でした。何か人数分足りなくてもみんな

で分けて生活しようというのが自然のうちにあったので、だからうちがもらわないからど

うのとかの、いさかいもなく、他の所から、支援全然なくても助け合って、私が 10 月初め

に仮設住宅に移るまですごく助けてもらったし、その分患者団体、他の NPO 法人の人に助

けてもらったのがそのままみんな地区の人に渡ったので、それは行政の人が何もしてくれ

ないのに、この地区は助かったと胸を張って言えます。 
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一瞬にして変わった者同士…正常な精神状態でない…仮設住宅でのコミュニティ 

近所のコミュニケーションとつながるのですが、仮設住宅でコミュニケーションがとれ

ないのは、自治体ができても、当分の間は無理だと思います。なぜかというと、仮設住宅

に入っている人たちは健常者かそうでないか別として、被災の状況がものすごく違うんで

すね。同じ条件ではないので、仕事面、収入面では全然関係ないのですが、住むところが

なくて仮設住宅にいる方は住む所はあるので、日々生活は問題なく回っているわけですね。

全然収入がなくて、家にいる人は、本当にその日暮らすのも大変だという人もいるし…家

族の方が亡くなったところとか、収入はあっても一人暮らしとか、いろいろなケースがあ

るので、心を一つに寄せて…という段階ではないし… 

私たちも一ヶ月過ぎましたけど、私たちがいるところだけでなく、ほかの所もそうだと

思いますが、自分がこんなにひどいのに隣の家では笑っていると、生活の状態が手に取る

ようにわかるんです。仮設の中にいるとそれだけでもすごく心がギシギシしてしまって…

仲良くできないこともあります。それは悲しいことだと思うんですが、現実にあるんです

ね…同じような条件で暮らしているご夫婦が、たまたま隣同志になったとして、片方は子

供さんを亡くしている。片方は元気に学校に通っていると、子供の足音だけでそれだけで

いたたまれなくて…すごく家に執着してしまって、自分ではいじわるしているつもりはな

いのでしょうが、ものすごく意地の悪いことを…なぜそこまでやる？と言われるくらいや

ってしまうことがあるんです。正常な精神状態じゃないんですね…中々コミュニティがで

きてうわべだけでやっていても、根深いところがまだまだ 8 ヶ月たつんだからと言われま

すが、8 ヶ月しか経っていない訳でして、修復することはすごく難しいです。今まで何でも

ないような普通に生活していたものを、一瞬にして変わるわけですから…自分たちのこと

で手いっぱいなのですが、他と比べてしまう…こんなにうちは大変なのに…こんなにつら

い思いをしているのに…なぜ貴方のところは…というのもあるし、仮設住宅に入っていて

も色々条件が違うんですね。全部流されてないという人もいるし、入れる状態なんだけど、

どうしてもそこの場所に戻りたくないということで、取り壊す予定で仮設に入っている人

もいるから、そこで色々な感情が渦まいているので、中々自宅のコミュニティと同じよう

には、実際住んでいてまずうわべは、仲良くしていても、根本にあるものが違うので、中々

難しいと思います。 

 

行政からのコミュニティづくりの限界？ 

行政でよくコミュニティを作ってというのは、ペーパー上のことであって、実際生活し

ていると見えてくるし、聞こえてくるので実際自分の体験するのでどうかな…と思います。

そういう風にされればじゃあ、あの家とはあいさつ程度であまり付き合わないようにと暗

黙のうちになってしまって、結局孤立することになるのですが、ここ一ヶ月毎日のように

いろいろな話が入ってくるし、自分も体験するので努力はしますが、難しい… 

何か傾聴の会とかがあって、心の中を話してもやっぱりそれだけでは補えないいろんな

ものがあって、皆さんがいるところでは言いたくないってこともあって…それを抑えるじ
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ゃないですか…それで抑えたのが今度ほかの形でそうやってすごく悲しいことなんですけ

ど、いっぱいあちこちで出てきてるんですよね。 

みんな同じ被災してつらい思いしているのに、何でそういうことでいざこざしなきゃい

けないと思うくらい警察も介入したり、パトカーなんかしょっちゅう来てますし、そうい

うのは、そこにいるだけで辛くなるっていうのはありますね。きっと普通だったら、何で

もないことなんですけど、気持ちがすさんでいるので、ちょっとのことで、ぎくしゃくし

てしまうっていうか…素直に取れないっていうのがあるかもしれません。 

仮設住宅に住むのにもできるもんなら、同じ地区の人一緒だと理想なんですけど、そう

いうことが全くないからね…理想としてはそうよね、できるもんなら、ここの棟はここの

地域って希望が叶うんであれば、一番理想だよ。 

 

川を境に分けたが…浸水した地域には行きたくない 

【鈴木】（ＭＳ虹の会役員・ＭＰＣ理事）石巻では東部と西部に分けて、そしてって行った

んですけど、東部のほうは浜の方とか、河口、港の方とか、ってみんな住みたくないとこ

ろなんですよ。西部の所は中心部に近いところなので、みんなそっちにいきたいので、結

局東部のほうから西部のほうに移動するのは可能ですよって、市で言ったもんだから、東

部の方がみんな余ってしまって、西部のほうが入りたいのに入れない…っていう状態にな

ってしまって…だからもう、地区は分けたものの、その地区に入ってるってことはないで

す。分けること自体が大体間違っている。川を境に分けたもんですから、誰もが浸水した

方に行きたくないのは当たり前ですよね。 

 

一番不幸な目にあった人が仮設の自治会長に 

【小島】自治会の仮設のセンターで医療相談会が開かれて、自治会長さんがいい人だった

けど、役員が集まった時に一番ご不幸な人が自治会長に選ばれたそうで、お嬢さんと生後

１２時間のお孫さんが、･･･流されて…お孫さんは遺体が見つかりました。お嬢さんは未だ

に見つかりません。まあ、この人に向かって文句言う人はいないだろうって、ほとんど悲

愴な覚悟でやっておられました。一つ救いがあるのは、避難所の仮設住宅のお子さんが知

らない人にもあいさつしてくれます。私みたいなうさんくさいおやじがきても「こんちわ

～」とか言って、挨拶してくれるので、大変すごいなあと思っています。 

 

子供の力は大きかった 

【鈴木】（ＭＳ虹の会役員・ＭＰＣ理事）子供の力って大きいと思うよね…あの「こんに

ちわー」ってね、水鉄砲で遊びながら「こんにちは～」って、なんかテレビでもやってい

たけど、安否確認じゃないけど、一人暮らしの家に子供が時々あいさつに行くっていうの？

そういうのって私なんか近所に子供がいるから時々出入りがあるんですけど、子供ってく

るっていうことは、まだ私がほとんど一人が多いんで、私のことわかってくれている人が

そばにいるから、まあ生きていこうって…こういう状態でいるっていうことを、周りの人
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が知ってくれてるんで…子供の力はいいなあって思うことありますよね。 

 

でも子供も荒れだす 

【小関】私南相馬に何回か行っています。震災直後事、話を聞いてくれる人には親近感

を感じているんです。礼儀正しくやってたんだけど、最近はそうでもない。…子供が荒れ

ているんです。南相馬は 12 の小学校を 4 校に集めて授業していました。毎日の送り迎え

に 100 万円ずつ使っていたようです。新潟県のユニフォームを着ている子がいて、あの子

どうしてたと聞いたら新潟へ逃げていたと言うことでした。聞いてみると自主避難の親と

した人の親と、しない人の親が対立した等の話がある。それが当然子供にも伝わっている

のではないかと気がしています。子供が何でこんなにぎすぎすしているんだなと感じてい

ます。 

 

避難所とミスマッチの福祉器具 

【三浦】石巻の会員の方で、自宅１メートル浸水して冷蔵庫から仏壇まで一階のものはぷ

かぷか浮いてベッドも濡れて、避難所から家に戻るときにベッドの注文をしたが、他県の

方ですと使用が中々思うように注文できなかったとの話がありました。避難所から自分の

うちに戻るときにベッドか何か入れなおしをしなければならなかったが、福祉関係の用具

とか、ベッドとか中々大変だったとの話でした。 

 

ヘドロは化学物質などで…洋服ボロボロ 

【鈴木】船が自宅の前に流れてきて、それが 4 トントラックでないと運べないので、自宅

があっても戻れなかった状態もあった。津波をかぶった方皆さん砂とか泥が大変でしたね。

家の中泥がすごく堆積して、壁が抜かれてしまって…そこから洋服タンスがあった部屋が

抜かれた壁なので流れていって。残ったものを川の水で洗って、着替えも何も持っていな

かったので洗って着ようと思ったら、化学物質やら海の底のヘドロで化学反応をおこして、

全部洗ったら、川の水で洗ったら穴があいていて、綿のものが着れなくて、ジーパンとか

金と銀のボタンは腐食してポロポロ取れてきて、結局捨てなければならなくて、おかげさ

までこのセンターにいる方の支援で、ずっと洋服なんかを困らないで着てましたけど、泥

を片づけるというのを市のボランティアでやってくれるのをわかっていれば、一か月もか

かって片づけたりしなかったんですが…わからなかったために、自分たちでやらなければ

いけなかったので…というのも、在宅の人に回す方法もなかったと思いました。 

 

行政支援が上手く回らない 

【鈴木】避難所の方では、比較的早い段階から、いろいろな NPO 法人からボランティア団

体からこういうことをしますとのチラシが張ってありました。でもそれは、在宅には全然

回ってこなかったので、障害を持っている方で私みたいに避難所に居づらい環境の人が在

宅に戻って行っても、結局何の支援をする手だてもわからなければ、本当に無理して自分



32 

 

でやるしかないので、何かそういうのもうまくいかないのかなと思いました。 

何も回らないのがどういう訳か、わかりませんけど、しばらく経ってから市の方で保健

師さんを在宅の方に多分安否確認…困っていることはないかと聞くので、派遣してくださ

ったそうですが、たまたまその日は私留守だったんです。張り紙というか紙がはさんであ

って、それを見たら何か困ったことはありませんかという書き方で、石巻の保健師さんの

名前が書いてあって、連絡してくださいと電話番号も書いてあったので、私が考えるには

困ったこととか、安否確認をするんだったら、一度行って留守ならもう一度回るというの

が普通ではないかと…石巻では一度行っていなかったら、それで終わりというシステムだ

ったようでした。 

自分の方から電話をかけてきてもらうようにしたが、きてもらうことも何かありますか

と聞かれたけど、何もなかったら来てもらえないんですか？と聞いたら、そのような感じ

だと言われました。それって何の意味もないよなって思いながら、在宅でいてご老人の方

とか私みたい障害を持っている方で、たまたまいて保健師さんにつながった人はいいけど、

留守にしてつながらなかった人は、次来てくれるだろうなと待っていたかもしれないし、

会えなくて残念だとあきらめたかもしれないし…それって変じゃないかと思う。 

 

「用事があれば行きますよ」で良いのか？…縦割り行政の壁が 

市ではそれは変じゃなくて、用事があれば行きますということだけとのこと…保健師さ

んが来た時に障害者手帳も持っているし、難病だから特定疾患ももっているんだけど、私

の所には何も困ったことはありませんかと、ここ数ヶ月ここに居ましたけど何もないし、

何の支援もないですけど、障害を持っていることが分らなかったでしょうか？と聞いたら、

分らなかったといわれました。そこに鈴木さんという支援が必要な人がいるからわからな

かったというんですよ。えっと毎年特定疾患の書き換えもしているし、障害者手帳もいた

だいているし、何か事があれば市役所に電話をしていろいろ聞いているのにおかしいなと

思って聞いたら、神経難病は県の管轄で、市の管轄ではないので、分らなかったといわれ

ました。特定疾患の手続きを毎年しているのは、県でやっているので、私たちに情報が来

ることはないと言われて…障害福祉課と健康推進課というのは、別々の部署なので、私が

来てるところから障害福祉課とか健康推進課にもつながらないと言われました。その都度

同じことを話ししなければならないのですか？と聞いたら、そうですと言われました。 

それもおかしいと思うんですよ。もっと疑問に思っている人もいるんじゃないかと… 

 

透析中に地震があったら…5 分以内の避難を考える 

【小島】5 分以内って、普通の人 5 分以内で避難する場所にあったら、我々はいったい何

分で行けるんだと…一番考えてない指針だな…とすぐに話が出ました。透析中にそうなっ

たらどうするの？今県内 54 か所病院があるのですが、自分で脱出しろときちんと指導して

いるのは、一か所だけです。後は病院が何とかするからから大丈夫だと・・・どこがどの

ように大丈夫なのかわからないですが…ほかの所は患者会として指導しているところはち



33 

 

ゃんとしているでしょうが、それだってせいぜい自分ではさみとライターを持ってはさみ

で切って、チューブの所をライターで塞いで、とりあえずそこら辺にあるものでぐるぐる

巻いて逃げようと…私が逃げられるときには看護師さんも逃げられるから後から透析針を

抜いてもらおうという感じで、5 分というのはいったい何をさして 5 分と言っているのか

…それを言うなら、大きな病院の中にいて、診察中に 5 分で逃げられる人は何人いるとい

うのでしょうか。5 分で車を使わずに歩いてと、言っているか、足の悪い人がいて車でなけ

れば絶対逃げられない人がいることをどう考えているのかなと… 

 

さまざまな地域・生活に合った支援を 

逃げろというのは難しいので、いかにやり過ごせるか防災シェルターを私もどこかで見

たのですが、実際にそれも一つの手立てたと思います。しかし、場所によっては 5 分だっ

て分らないですよ。近ければ 1 分 2 分で来るわけですから、その場でどう逃げるかとうち

の場合内陸部だったのでうちの防災計画で逃げない地震の場合逃げないようにしています。

津波が来る心配がないというのも当然あって、地域ごとによっていろんな想定、今回の場

合津波、建物の崩壊とか土砂崩れとか、多分想定されると思うんですが、それに応じた避

難体制というのを、まず自助、自分たちでどう作っていくのか、地域でどう立てていくの

か、下から積み上げていかないと…上でぽんと決められても中々その通りにいかないと思

います。 

いろんな生活様式によって、全部違うので…下からの防災計画とかやり方とか、それぞ

れそれによって行政の支援の在り方を考えてもらう… 

【鈴木】うちの地域では、3 月 11 日に津波があって、夜中に何回も余震が来てるんじゃな

いですか、4 月の 7 日とかに地区に戻った方はほとんど高齢者の方とか…若いのは私みた

いに障害を持っているとか…どういう地域だったのでまた次来ても逃げると言っても川沿

いなんですね。山に登っていく道路もない状態だったので…うちから 5 分ぐらいで普通の

人なら行ける所が少し高台になっていて、そこも両側民家になっていて、この間の津波で

上がってきたんですが、それ以上のは、来ないと仮定して、まずぐらぐらっときたら、そ

こに逃げましょうと暗黙のうちにみんながそれぞれに外で泥かきなんかしている時に、誰

彼ともなく話があって、次も夜中に来たし、来るかもしれないし…この地区では次は絶対

全滅だねという話になって…9 軒くらいしかないですが、6 人亡くなっています。次は年寄

しか残っていないから、次は全部だめだろう…と、一応場所を決めてそこに行きましょう

と小さなコミュニティで自分の地区で 5 分以内というのは、地域によっては無理かもしれ

ないが、決めておくことが非常に大事。その後ちょっと揺れても、とにかく大騒ぎして荷

物を持って逃げましょうとのことになっていたので、場所が決まっているだけでも安心感

がある気がして…ある時はここまで水は来たが、次は多分来ないだろうと…来たら山奥に

逃げようと考えてますけど…ゆるい坂だけど、そこしかない場所で、みんなでがれきを片

付けしてて、暗黙のうちにあそこだね…あそこだけはぎりぎり玄関まで入ったけど、あそ

この上から来なかったから、そこまで逃げようと大きくお金をかけてするのも大事ですが、
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それぞれのパターンとか地域の特性とかあるので、小さなところからやっていかないと、

一把からげて、こうしましょうと助かる人は助かるでしょうが、うまくいかないと思いま

すね。 

 

パーキンソンの場合はパニックで動けない、病状による違いもある 

【佐々木】5 分以内に逃げる場所の問題でパーキンソン病の場合は、動けませんよね。地震

があると特にパニックになったり、イライラするとピタッと止まってしまいます。地震の

時、夜は特に動けないので、夜来たら夜家で終わりと思うんです。ここにこういう人がい

ますよと、意思表示することは、ここに動けない人がいますよ…と泥棒も入りやすいこと、

何かあった時に動ける時もあるわけで、助けに来たとき、この人勝手に動いて行ったとこ

こに動けない人が絶対いるはずにと助けに来たら、勝手に動いて行ったと考えられます…

そういう人の対処方法はどうしてるんだろう。病気によってみんな違うから、パーキンソ

ン病の人の場合は、どうするんだろうなと…水道の給水車が来ても、うちは身内がそばに

いたからやってもらったけど、きてもここに何時から何時までいますとお知らせはくるけ

ど、その時間動けないと行けない…まして物を持ったら歩けないし、そういう場合みんな

どうしてたのか？他の人はどうしたのか？患者さん困った話はなく、子供さんとか親戚の

家に行ったとかの方がほとんどで、避難所に行った人はいない。一晩だけは行ったが、後

はみんな身内の所に行ったようです。 

行政でここに来れば、何時から何時まで物をもらえますよとか大体時間でやっていて、

その時間に動ける人はいいけど、動けないわよ…と。給水はひどく何時間も並んだ。とん

でもなく遠いところで、うちにはこなかったけど、ひそかにもらってきた。井戸とか、見

つけて、津波が来なかったから使えたのであって、うちの地区では井戸はあるけど泥をか

ぶったので、逆にそれを使ったら危ないよと蓋をされてしまって…トイレの水くらいには

使ったけど、切羽詰まった場合お年寄りはそれを飲んだのもあった。それは絶対だめだと、

綿の服の穴があくくらいですから…何入っているかわからないから、井戸水使っているけ

ど放射能が心配で… 

 

「津波てんでんこ」の真の意味 

【小島】私が調べた個人的意見ですが、「津波てんでんこ」をみなさん間違って使っている

のではないかと…てんでんこに逃げろではないんです。正しくは逃げそこなった人に対し

て、自分の年老いた母親の手をつないできたが、最後は波にさらわれて自分だけ助かった。

あるいは小さな娘の手をひいていたが、やはり波に流されて自分だけ助かって申し訳ない

と泣いている父親に、「津波てんでんこ」だからしょうがないという慰めの言葉です。逃げ

ろではなく、あくまで結果に対して慰めの言葉なのです。それが間違って伝えられている

ことが多いです。逃げろではなく、決してもちろんそれがいいという考えも少なくないの

ですが…元の言葉はそうなのだと思います。 

もう一つ貞観の地震とよく対比しますが、貞観の地震について書いた本人に聞きました。
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「うそです。貞観に地震あったということを私は言っているのではない。貞観の地震の後

に慶長大地震があったんだよ、だから周期的にきているのだよ。」と言いたかったにも関わ

らず、1,000年に一度…違うんです。慶長の大地震は13年の間に3回もきているんです。

うち一回は仙台駅の東口まできている。津波が今の榴岡の浪分不動尊あそこらへんまでき

ている。津波の想定は歴史をひもとけば、必ずきちんとわかるので、津波に想定外はない

と言い方を、その貞観の地震を書いた人がうちの町内会に来て言っていました。その方は

今一生懸命火消しに回っています。千年に一度じゃないよ、また来るよ、慶長 9 年、13 年

特に慶長 9 年の地震は石巻から江戸近くまで津波にやられました。大きな津波地震は歴史

をきちんとひもといていれば、想定外の津波はないと言えるのです。 
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福島県難病団体連絡協議会 

今井伸枝さん（一般社団法人日本筋ジストロフィー協会福島県支部事務局長・福島県難病

団体連絡協議会事務局長） 

木村浩一郎さん（IBD 宮城） 

國分成浩さん（一般社団法人全国パーキンソン病友の会福島県支部支部長、福島県難病団

体連絡協議会理事） 

長沢啓子さん（全国筋無力症友の会福島県支部支部長・福島県難病団体連絡協議会理事） 

深谷敬子さん(公益社団法人日本リウマチ友の会福島県支部 会員 ) 

渡邊政子さん（日本リウマチ友の会福島県支部長・福島県難病団体連絡協議会会長） 

渡邊善広さん（全国膠原病友の会福島県支部運営委員、福島県難病団体連絡協議会副会長） 

渡部智子さん（全国筋無力症友の会福島県支部会員） 

上記のみなさんからお聞きしました。文中敬称は省略させていただきました。 

 

福島市保健福祉センター にて 

2011 年 11 月 23 日 

 

参会者の自己紹介・ひとこと 

【渡邊（政）】 私は日本リウマチの会福島県支部に所属しており支部長兼福島県難病連

の会長を仰せつかっています。難病連活動では、みなさんに協力していただいています。 

震災でいろんな問題が挙がった中で、福島県内の福祉避難所が機能していないことが一

番最悪だったのではないかと思います。だから難病連としても、福祉避難所については何

度も県を訪ねたり、県の要望した中にも取り上げました。福島県も福島市もマニュアル作

りに取り組んでいる最中だと思います。だから難病連としていろいろ関われることは協力

しながら出来ることはしていただいて、出来ないことは何年か先には可能な状態にしてい

ただけるように働きかけていきたいとと思います。 

【木村】 ＩＤＤ宮城の木村と申します。県域でいうと、お隣ですが、自宅が福島寄りで

宮城県の亘理から、こちらにお邪魔させていただきました。ＩＤＤって何？って方います

か。炎症性の腸疾患で宮城のＩＤＤのほうで活動しておりまして、全国のＩＤＤネットワ

ークも世話人をさせていただいて、縁あって今日こちらにやってきました。 

【國分】 私は全国パーキンソン病友の会福島支部長の國分と言います。渡邊会長含め各

団体の支部長さんにもお世話になりました。新潟大学の西沢先生のワークショップにも参

加させていただきました。パーキンソン病の福島県支部では避難して、直接地震津波で被

害を受けた会員（患者）はいなかったのですが、岩手県で実例がありました。薬を飲むと

パーキンソン病の患者は体を動かせるので、ちょうど薬を飲んだ瞬間に津波が来て助けら

れて、自衛隊に助けられたのですが、パーキンソン病だと信じてもらえなかった。体育館

に運ばれ翌朝全く動けず周りに病院も薬局もなく、どうしようもなくてヘリコプターで新潟
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に運んだということがありました。順天堂の先生のご指導で「私はパーキンソン病です」と

いうパーキンソン病カードというものを作らせていただきました。福島県は原発被害の避難

も川俣町などみなさん避難されています。亘理という放射線量が高いところに３人患者がい

て、家庭内ホットスポットというところがあり、年配の方も長く避難するつもりはない方に

ストレスがかかっている。放射線量が下がるということではなく心が安定するためにも除染

をしていただきたいことがでています。みなさんの意見をお聞きしたいと思っております。 

【今井】 福島県難病連事務局長をさせていただいている今井です。筋ジストロフィー協会福島

県支部としては津波にのみこまれて車椅子の患者さんが一名亡くなられました。あとはそれぞれ

の対応で入院されたり、とかしました。在宅で問題だったのは呼吸器を使ってらっしゃる方が今

後の大きな課題となり、現在では行政を待たずに個々でできる範囲で動こうとなっております。

ただ全体としてみんなで考えなきゃいけないことも多く残っています。話はそれますが福島市は

新庁舎ができ、１月に入ったばかりでした。東棟が出来まして耐震装置、避難時の対応を打ち出

していて全てクリアーできた状態。これから議会を作り始める段階でして、福島市の１階を福祉

避難所にしてはどうだろうかという話もでておりました。福島市としても市役所を避難所にする

か、認定していったらどうかということまでお聞きしています。また８か月過ぎてまた変わって

おりますし今後もまた進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

【長沢】 筋無力症の友の会福島県支部長の長沢です。私は中通りであまり被害はなかったの

ですが、浜通りに会員の方が多くいらして、そちらの方が津波や原発被害で避難されたりとか。

浜の方が大変な苦労をされました。水やガソリンがなく、高齢者の方も多いので水の供給が大

変な作業だったようです。それで疲れて別の病気にかかり、入院された方もいました。避難さ

れている方もいらっしゃいます。高齢者が多く、体に負担がかかってしまいます。福島県も広

いので安否確認も電話が繋がらない中、３月いっぱいに全員の安否確認を終えて安堵しました。

福島市の東区に牛を飼っている人がいるのですが、乳牛の出荷出来ず、干し草がダメになり、

生活の苦、心労の苦、今現在でも大変な思いをされている。薬はもらったばっかりの人が多か

ったのでよかった。１人が病院を変わらなきゃいけなくて、原町からいわきの方へ転居された

方も大変なようです。薬が困ったようです。やはり薬の問題でどうしていくのか、カードを作

ってさげておいて自分たちの病気はこうなんだと病気を明確にしていくことは、一番にしなけ

ればならない。自分というものを訴えていかないと郡山に避難所があっても、私たちが言って

も難病の方がいらっしゃいますか？と声掛けができないので、しようと思ってもできる状況で

はなかったので、そういうことも課題なので今日お話を聞いていきたいです。 

【渡部】 重症筋無力症の渡部です。家は南相馬市です。現在はいわきの方に避難しております。

南相馬市は避難区域と避難準備区域と三次きゅう県外、原発から31.5キロなんです。放射線量

は３０キロ圏内と同じなんです。３０キロ圏内だと逃げると補助金が出るのに３０キロ以上だと

全然補助がないのです。みんな一度は避難したけど、お金が続かなくて戻ってきちゃった。柏の

方はほとんど戻っています。低被曝と何十年度付き合っていかなければならないがどんな被害が

あるか今不安。私はそれなりの年令なのであきらめもつくのですが、自分の子供や孫。子供は東

京に就職したので問題はないが、結婚した時に帰っておいでとはそれは絶対に言えない。今も柏
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の方には来なくていいと子供たちには言っていない。少しでも放射線から離れた方がいいの

で・・こちらに行くようにしている。孫ができたのに、こっちにおいでとか将来は同居とい

う夢もあったのに一緒に暮らす夢がなくなったのは、この年になって非常に残念です。 

【長沢】 南相馬市は柏が地震でかなりやられました。津波で浜の方は全壊でした。５００mの

位置まで家に津波が来て、止まったので津波の被害はなかったが地震で家の中が結構やられて、

屋根が３分の１ぐらい崩れた。そのために津波の後放送があって再度大津波があるから逃げるよ

うにと・・・広報車の指示にそって、避難所に１泊ほどお世話になって、翌日戻って瓦礫を拾っ

たりした所、原発が爆発したと。という情報が入って・・・ただどうしようもないので、地震の

せいでテレビが壊れて情報源がなかったので、あと原発が爆発したと１４日に情報が入って、こ

れではいけないと思い、いわきの方に逃げました。今まで目の複視とかあったのですが、その結

果、瓦礫をとりのぞいたりシートをかけたので疲れが出て、首が垂れちゃって、ステロイドが４

錠だったのですが薬が増えて１０錠になったと。今は良くなって1錠ずつ減らして薬７錠に減っ

たんですけど、具合がまた悪くなって首がまだ調子が悪い状況です。皆さんに感謝したいことは、

自衛隊、福島県警や広島県警、静岡県警、その他の県警と警視庁の方々に感謝しています。巡回

してくださる。自衛隊もテントを持ってきて、食事をもってきてくれて感謝です。市役所も各自

治体から応援部隊が来て、復旧の支援をしてくださっていて現在もいてくれて、助かります。自

衛隊や県警の方々や全国の皆さんにお礼を言いたいです。本当に助かりました。 

【深谷】 私は富岡町の原発すぐ７㌔圏内から来ました深谷です。リウマチ友の会の会員です。

あとで避難の様子とか、原発の恐ろしさとか富岡の様子とか話します。よろしくお願いします。                    

【渡邊（善）】 福島県難病連の渡邊です。疾病は膠原病（SLE）です。友の会では運営委員

しています。ＪＰAでは幹事をしています。西澤班のワークショップで発表させていただいて、

集めた資料では、みなさん困っていることはガソリンがないこと、食料がないこと、だったん

ですが、患者さんは薬、人工呼吸器使用の方はバッテリーの確保、ただ、ないものはどうしよ

うもない。透析患者は水と電気の確保。それが一番大変だったそうです。透析の人については、

５時間の透析を２時間で行ったようです。想定していた災害は、県単位の規模で福島がダメだ

ったら宮城や茨城にお世話になればいいと思って今回のような大きい災害は想定してなかった。

結局「災害の規模は決められない」というのが一つありました。今回の災害で病気の手帳（疾

病手帳）、難病手帳でなく疾病手帳。私はこういう病気で薬は何が欲しいか。お薬手帳は何で

もかんでも貼ってしまうので、どの薬がほしいのかわからない。その手帳は統一してもらえば

ありがたい。免許証のように全国同じにしていただければありがたいです。手帳の中身を疾病

ごと変えるとか、表の色を変えるとか。何かの病気があります、という疾病を証明したい。 

あと安否確認は被災した側から連絡があるといいと思います。こちらから大丈夫です

か？というよりも「大丈夫でした」といわれるほうが、被災した方から連絡があ

ったほうが、早く集まりやすい、今回のように、一次避難、二次避難、三次避難と次々

と移動してしまうと追えなくなってしまうので。手帳の中に、災害時はここに連絡してと

いうのがあれば、それをみれば、あと大丈夫でしたという連絡があれば、安否確認が分か

る。そういうのがあればなあと思います。 
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安否確認の実際について 

患者会内部でも検討が必要 

【渡邊（政）】 

 リウマチ友の会ですがリウマチ友の会は安否確認には会員名簿が必要になるが支部長のみが

持っており、会員や役員に配布してはいけないという決まりがある。そこで支部で安否確認す

るために役員で使ったら戻すのを前提に、お借りするのはよいかと尋ねたが無理というふうに

言われた。じゃあ本部でどうしたらいいか、会員に往復はがきを出して、戻ってきた人につい

ては、家にいるか、被災地にいるか返ってきたものをみた。現況を教えてほしいと・・福島県

支部の方針が変わらない限り戻ってきたのは１通だけ。私は支部の確認を全員出来たが宮城や

福島、岩手はよその県は分からないが本部で確認しているはず。３県以外でも茨城、長野でも

被災しましたよね。そういうのは支部ではなく本部で確認した。ただ私は支部の役割を考えた

時、役員に安否については、携帯にかけて安否確認した。あとリウマチ財団で発行していてエ

ーザーが作っている支援カードがある。リウマチカード新カードというＡ４半分の大きさで、

医療機関で持っている人と持ってない人がいる。各県が認定登録した医療機関だけ認定できる

という決まりで、誰でも持てるわけじゃない。リウマチは新薬を使うがそういった薬で今はど

の薬かということ、何の検査をしてどんな結果が出たかはわかる。ただ、震災が起きた時に大

きな役割を果たさないじゃないかというのが先生の意見で。指定の医療機関しか発行してなく、

カードが登録してない病院で発行してないので、避難所から近くの医療機関に行ってもわから

ないということもある。だから一番いいのは、薬手帳とか、リウマチ手帳とかもあるんです。

そういう方がカードよりも医療機関に行ったらわかりやすいという話が出た。カードはもって

いればいいと、思っていましたが、勝手に発行しちゃいけない。なぜうちの先生はだしてくれ

ないのかと聞かれたので調べたら、県内の５つの医療機関しか福島は無いのです。 

 

一人一人カード作っている患者会はありますか 

【國分】 パーキンソンは今年度、患者会で作ってます。福島県だけです。 

【渡邊（善）】 膠原病はこれからです。 

【國分】 パーキンソン病は岩手の例からもオンとオフが激しくて、口頭で伝えただけで

はわからないんですよ。 

 

薬はあったが、ガソリン不足で入手不能、病院も機能しなくなり・・・、ライフラインも 

【渡部】 筋無力症の交流会があって、岩手の方がお話されていたのですが、薬の方、製

薬の方がすぐに動いてきてくれたそうです。薬はすぐに整ったのですが、運ぶことが出来

ない。道路がだめ。米軍の飛行機で被災地に届けてもらったことがあったそうです。薬に

ついてはは患者会でもよく取り組んでいく必要であると思う。あと宮城の支部長さんです

が、自分のこうだと。プレドニン使っている場合、同じ薬じゃないと不安になってしまう

ことがあるんです。プレドニゾロンを処方してもらったが、違う名前で同じ効用なのは不
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安だと。いつもと違う薬がだされたが効くのか？薬でこれと同じのはこれがあるということ

を知っておいた方がいい。被災された方が違う名前の薬をもらった不安。どれくらい効くの

か。薬の仲間を知っておく必要がある。お医者さん自身も被災されていて本当に大変。行政

がどうのこうのでではなく、自分達が勉強する必要あると思います。ライフラインがストッ

プしてしまったので安否確認が大変。ということが岩手の支部長さんも言っていました。個

人情報というのもあって安否確認が難しかったそうです。盛岡ではラジオでは安否確認をし

たそうです。ラジオ局にお願いして・・広範囲にわたっているのでラジオを利用してなんと

かしたが連絡とりにくかったのが一番の問題です。あと宮城でカルテをもっていっても、そ

の病院も被災されていて、その医者もパニックだったらしくカルテを見ることができなかっ

たみたいで、この薬はないとか言われたそうです。息子さんは自分の家の薬を持って行った

のですが、カルテがないとだめだということで処方されないと言われたそうです。３日分だ

け他の病院でなんとかもらっていってつないだという話もありました。みなさんとんでもな

いご苦労をされていた。あと一番は話を聞いていて直接の被害はなかったのですが、水など

大変でした。水の供給がますます必要になってきます。私たちは水を歩いてもっていけない。

高齢者も多くなるし、これから自治体で給水車が巡回してもらえるように、これからは必要

だと生活していく中で実感します。並ばないと水もらえない。水があっても運べないのでど

うしようもなくて。 

【木村】 被災して水道が破裂して水が噴き出して汲んでたり。健康な人は出来るけど患

者は運べない。 

 給水車が来ても汲む容器がない。持っていくだけの力がないし、車でいくガソリンもな

い。結局ペットボトル 1 つ２つ持ってきても飲み水で終わっちゃう。すぐにくみにいかな

きゃいけないことの繰り返しみたいだったみたいですね。 

【渡部】 小さいトラックとか細い道でもあれば。 

【木村】 昔みたいに、リアカーでもあればいい。 

 

行政も大変だった 

【渡部】 そういうのがこれからは必要だと思います。全国から国の人、県や市の人達が、

被災があった時から、ずっと避難者と同じでね、一緒にいてくれて。県庁も、ストップし

ていましたね。はちゃめちゃで真っ暗でしたし、電気 1 つもつかない。水もない。一番い

ばっていたのは報道関係者なんです。水は持って来ない。トイレも使おうとするがないん

ですよ、はっきり言って・・トイレも・・・平然としていたのが報道関係です。 

【渡邊（政）】 県庁の課長さんがおっしゃっていたけど、震災当初 私たちも被災者と

同じように県庁に泊まったそうです。朝が寒く足も震えて、各課ごとに、何日間か泊った

ようです。避難所生活と一緒でひどかった。何日間とてもひどかったそうです。 

【渡部】 みんなみんな３ヶ月同じ生活。食事もみんなと一緒。冷たいおにぎりとか・・

でもあればいいほうですって。みんな同じ思いしたようです 

【木村】 1 日おにぎり一個とかペットボトル１本とか。 
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【渡部】 本当に同じ思いしていたんですね。その当時、行政が何もしてくれないといっ

ても初めてのことだからできないんですよね。わからないことだらけ。 

【渡邊（政）】 県庁の中ぼろぼろでしたものね、野原さんたち行った時もね・・・ 

【渡部】 行政の人たちも同じ。派遣されてきた人は同じ思いで・・・うちもすぐ近くで

お店やっていたのでみんな寄ってくれるようになったのは 4 月でした。ようやく食べてみ

ようかと・・・着の身着のままみんな何も食べられず、ふらふらでしたね。 

【野原】 5 月の連休で 50 日たってからですが、私も渡邊さんたちと一緒に行った時に、

書類もガタガタ。 

【渡部】 みんな県庁の中にいた人ではなくて他の所からきた人ばかりで行政は仕事にな

らない。それでこっちに住んでいるひとはちょっとでも、なんども余震があって怖くてい

られない。中にいる人たちは不安。余震も続いたしね・・何もできない。なに言っている

かわからない。実家も被災になっている人もたくさんいたのですが、 

【木村】 現実に被災している人は多いんです。家庭や実家が被災したり。それを押さえ

てたんですよね。被災の時は誰を責めるわけでもなく、みんなで前に行こうとするのが大

切なんですよね。 

 

自分のマニュアルが必要 

【渡邊（政）】 行政もそうだし、国もそうだし、やってくれないじゃなくて自分のマニ

ュアルが必要ですよね。自己責任で。例えば薬を多く確保しようとかね。ここに何を置こ

うとね。人が作ったのではなくて自分のマニュアルが必要なんですよね。 

【木村】 自分で必要な物は自分しかわからないので、自分で必要な分一週間分用意しておけば

もう、心配ないとは言えないのですが、それでも、自分が必要な物が分かっていれば、どこかに

言っても伝えられる。いつもやってもらうと、何が必要なのかわからない。いざという時に。 

 

当事者参画の要援護者名簿を 

【渡邊（政）】 要援護者名簿の話に戻るけど、福島市も何年か前の静岡と同じように、マニ

ュアルは作った。今回震災があって見直しするということで今作っている最中だと思うんです

よね。事故当時、自分で登録して作る名簿でしょ。震災があった時、登録してない人は名簿に

ないわけです。そしたら安否確認も遠のいてしまう。だから自分で要援護者の登録を積極的に

する必要もあるし、こういうのは市町村単位で作る時に患者会の中で、例えば健常者だけが作

るのではなくて、障害、難病、いろんな精神障害を含めた上で作ってもらわないと困るという

話を、私たち声を出していったんです。市の担当者の方の回答では、会議ではそういった人た

ちを必ず入れますと、おっしゃってますよ、でも市町村単位で会合を持った時、声を上げるか

もしれないけど、確実に資料が出来上がるまで届いているのかなと不安です。 

【渡邊（政）】 肝心なのは市町村ではなく難病患者も障害者も全部入れるべき。医療ス

タッフも、そうしないといいマニュアルはできないと思いますよ。 
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福祉避難所 

医療ケアに問題、患者にとっては名前だけの福祉避難所 

【渡邊（政）】 福島はね、震災が起きる前から質問しています。福祉避難所が何か所あ

るのって。県の職員は答えられなかった。私は厚生労働省の資料を拝見したら県内３７あ

り、震災の後に 37 か所どこにあるか聞いてもわからない。そういう状況の中震災が起きち

ゃったから、そのあと調べたかもしれないけど福祉避難所という名前だけで、阿部先生も

おっしゃっているけど、私たちリウマチ患者たちは生活出来ないし、人工呼吸器付けてい

る人だって当然いられないし、在宅に戻るのも当然だと思います。震災が起きたあと福島

のドクターは４５人減っている。先生が避難していないんです。県内に。もちろん子供が

いない所に小児科の先生がいても仕事にならないじゃないですか、そういうこともあって

原発だとかあちらの先生は現地にはいない。東京とかにあちらに行かれている先生もいる

んだなぁと。45 人減ったという報告がありました。阿部先生はね、ヘルスケアネットで学

習会の中で福祉避難所について、宮城は動きだしている。老人ホームだとか福祉避難所に

指定して欲しいと申し出をしたら、快く承諾いたしましたという報告があった。 

 書類の中で数字だけあっても全然機能してなければ、いざという時に全然機能しなかっ

たら何のための福祉避難所なのかということですね。 

【渡邊（善）】 福島に関しては危機管理がなかったので。絶対災害が起きないという役

所で自信があったから、宮城でなんぼあっても新潟でなんぼあっても福島は揺れないとい

う。自信があったんだが、それがめためたになったんだよね。 

【渡邊（政）】 今回はほんと市も県も相当考えていると思うよ。市では今作る最中とい

う話だった。 

 

全部の難病に対応できるか？ 

【渡部】 福祉避難所もひとくくりにしてもいろんなことを要求されてる。 

【渡邊（善）】 福祉避難所もこっちはどういう患者とわけていかないと。全部いっぺん

にそろえるのは難しいのかと。 

【木村】 特定疾患は希少性が高いので、特殊なんですよね、治療法も変わっている。そ

うなってくると特定疾患とひとくくりに言ってしまっても、今は数あるのでそこで一か所

で全部やってというのは無理。ある程度系統別に分散させた方が合理的というのはある。

そこに実際被災していた時にいけるかというのはあるますが。ただ横の連携でこういう人

がきたらそこに聞けばいいというようなくくりつけをしておけばいい。 

 

先ず一次避難所のバリアフリー化 

【渡部】 一次避難所として自分はどこに避難するかというマニュアルが必要。一般的に

は近くの小中学校があるんですが、普通の公立の中学校はバリアフリーではない。まずそ

こが一番問題なので、自分がこういうことになった時になったら、まずどこに避難するか
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ということを自分の中で考えておいて、小中学校ではなく公民館とか学習センターとか今

バリアフリーなので少し遠くても運んでもらうとか。そういうのも考えて。また次の方で

二次避難所であれば、自分はここの福祉避難所に運ばれると治療が可能とか。障害を持つ

子供がいると絶対個室が確保されないと、という意見がある。奇声を発するとかね。そう

いう方々もいるので一括りにはできなくて、いろいろな障害があるので、そこを分散して

ちゃんと対応してくれる避難所になれば安心かなあと。 

【木村】 しかし、実際今回みたいな時ってそれが出来るのに、市役所が３、４日はかかってい

る。3～4日はもうただ逃げろだったから。命からがら体一つで逃げてそこの避難所についてわ

～っと人がいて、飲むものない、食うものないトイレない、横になれないんだから、家の近くの

歩いて1-2分の吉田小学校が1200人くらい来ているんです。亘理の山手の方の小学校ですが。

近くに農村センターとか細かくあるけどとにかく人がいるだけ。そこからなんとかなるまでに３、

４日かかるし、飲み水食い物といっても行政でどうというよりも、地域の人が持ち寄って炊き出

しして、出してあげたりとかで、なんとか飲み食いして命つなげた感じですね。まずは自分の物

は自分で持って来て、なんとかしてくれということですね。薬なんか調達できないし。ドクター

入ったのってなかなかこなかった。ドクターが入ってからあれ必要、これ必要と入ってきたので

すが。それでもリアルタイムであるわけじゃないから。何しろガソリンはなくても移動できない。

薬の手段がない。連絡の手段もない。衛星電話も。 

 

停電・電源・情報問題 

携帯基地・・・電源 8 時間・・・の改善を、情報手段・電源問題 

【渡邊（善）】 携帯電話のサイバー落ちちゃったしね。 

【木村】 ８時間から１２時間で電話は停電になったら使えなくなる。昔は自家発電があ

ったけど、今はコストを落とすために自家発電は中心の中心しかない、近くに行けば使え

るけど。８時間経つとバッテリー落ちて普通の電話も使えない。携帯も基地局落ちちゃう

し、本局も電源なくなって落ちちゃう。第一報入れるなら通話は規制がかかるから使えな

いんです。今回使えたのがショートメール。繋がるうちにショートメールをとにかく誰か

に一報いれると。何がないのだったらとだめなのか。自分はプレドニンとか飲んでいるな

ら、「俺プレドニンがなくて困っている」とその一方の時に付け加えて発信する。 

【野原】 岩手でお聞きした時に個々の連絡手段で一番機能したのが携帯電話だったと。

その人は、だけど基地局のバッテリーが数時間～10 時間で落ちちゃうと。少なくともこれ

がもう少し長くバッテリーが長く機能するようにしてもらえば、みんなが携帯持つように

すれば改善できるかもと 

【木村】 バッテリーの数を増やせば時間長く出来るんです。ただしコストの問題で現実

無理でしょ。基本設計が８時間くらい。なぜかというと停電ってあまりしないという大前

提があるんです。 

【渡邊（善）】 寝てる間に停電という考えはある？ 
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【木村】 今の世の中、本当に電気がないと生きていけない世の中になっているので１分

の停電すら現実許されなくて、たとえば、誰かのうちの近所で電気の工事する時、昔は他

の家でも電気をとめていたかもしれないが、今は仮の電源車を持ってきて停電させないよ

うにして止めないで工事してる。 

【今井】 停電したら冷凍のものが溶けてしまうしね。 

【木村】 現実停電しない前提なのに８時間もバッテリ持たせてるという考えなんですよ

ね。電気がまるきりなくなるのは想定していないんですよね。 

【今井】 南相馬市では固定電源、携帯も使えなかった。ドコモが通じただけ。ツイッタ

ーぐらいしか。公衆電話も使えなかった。 

【木村】 電話が通じたのは１週間。そのものが被災したいのが。もうだめ。 

【深谷】 富岡市とか全然駄目だった。 

【木村】 携帯と携帯の基地局も電波と光と二重でやっている。光ケーブルって切れたりする。 

 

処方箋なくても薬が入手できた・・・情報が行った所と行かなかった所に格差 

【深谷】 ・薬の供給についてですが、非常に助かったんですけども、いわきで仙台の病

院にかかっていたのですが、いわきに逃げて薬が不足したので保健所に電話したらどうし

たらいいか、お医者さんの処方箋必要ないから薬局に直接行ってくださいと言われたんで

す。処方箋なしで薬を購入というか無料で手に入れることができたんです。それは自治体

の配慮だと思うんです。それはほんとに感謝しています 

【野原】 薬剤師会が特別に何かしたみたいですね 

【木村】 通達があったみたい。それが伝わった所はいいけど、それが通信網の寸断で伝

わらない所では、当たり前のことしか言えなかったというところが多かったと。 

【野原】 仕組みづくりという点でそういったものが大事ですね。 

【木村】 だからそうことがあったときには通達なくてもそういうことができるという仕

組みにしてくれるといいんですよね。 

【渡部】 厚労省からなんか通達がきたよね。 

【國分】 常葉（ときわ）町では通達があって、厚労省から通達出ていた。その方も薬が

なくなったので調剤薬局に行ったのですが、もらえなかった。その人薬局の息子なんだけ

ど、自分の親なんだけど出せなかった。体の都合で今日来られなかったのですが。 

【木村】 処方箋が何もなくても、よかったんだけどそれを聞いてなくて、 

【國分】 調べたら通達入っていたんですが・・・パーキンソン病友の会でＮＨＫのラジ

オに頼みまして、事務局長に放送してもらったのですが、どこまで伝わったか・・・ 

 

原発問題 

原発 7 キロ圏内・・・突然「避難しろ」と言われて 
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【深谷】 私は富岡町の７キロ圏内に住んでいる深谷です。私は美容室をしていて、その時はパ

ーマをしている最中だった。津波警報が鳴ってお客さんと逃げた。津波警報が鳴っているうちに

消防車から西に逃げろと指示があったのです。うちは隣がパチンコ屋で店長が来てくれて、避難

してくださいと、私一人暮らしなので。避難所行ったら誰もいなくて、みんな西に行ってるんで

す。西に車で逃げたらどこも道路が陥没して、走れないんです。なんとか西に、目的なくてレジ

も入れっぱなしで鍵をせずに逃げたんです。息子のうちが３キロ圏内の大熊町にある。そこに行

ったんですけど家が陥没してて、そこに車もハマっちゃっている。嫁さんが東電の原発近くの家

だったんですがオール電化にしてて、寒くて、寒くて、お湯もでなくて暖房もなく、電気もなく

ラジオもなく、みんなで情報を集めていたが、ラジオがガーガーしてて全然聞こえない。うちの

息子も浪江で美容院やってて、何人かで帰ってきた。私は仕事着のままで逃げた。だからエプロ

ンもしてたし、息子と一緒に寒いから家に帰りたいといったら、じゃあということで、息子の車

で行ったら、６号線が陥没してて走れないんです。やっとの思いでうちに着いたら、バスタオル

首に巻いてとりあえずあるもの着て鍵も閉めずに出たら、うちの門口に男の人が立っていてみす

ぼらしい恰好をして、怖かったけど息子が声かけたら、今原発の３号機から逃げてきたって。え

っ！てびっくりしたら、３号機の地下に2000人ぐらい働いていて津波のせいで停電になった

と。一つの出入口に、わ～っと人が集中してそこに水溜まりがあるらしく、そこに落ちた人もい

た。もう真っ暗でわからなくて、落ちた人もいて、やっとこ外に出て3号機から私の家まで７キ

ロ歩いてきた。で、うちの前に立っていて、この辺の避難所はどこですか？と聞かれて、前のお

とうさんがきて小学校かな、中学校かな、って騒いでいて、うちの息子はどこの人か知らないけ

どじゃあ乗せていきますから、乗ってくださいと乗せたんです。それで小学校に行ったんですけ

ど、もういっぱい来ててね、私もうちの息子も次の日帰ってこれると、朝、明るくなったら帰れ

ると思っていたから学校で泊まったらと、その方が知っている人多くていいよってなったけど、

息子と今別れたらずっと会えない気がして、私も一人だったから心細くて、息子の車に乗って息

子の家までいったんです。息子のうちは陥没してて入れないから避難している家に入ったら、何

にもないから、そこの奥さんがお母さんはここで寝たら言ってくれました。 

 

燃料棒が熔けているからの情報は 11 日夜にあった 

息子は車の中でテレビ見てたら、9 時ころでしたね「燃料棒が熔けているからすぐに避難

しろ」と言うんですね。私は燃料棒って何なの？と聞いたら、とにかく逃げろ！と言って、

近くの小学校があって体育館があってそこに逃げたんです。みんなストーブや毛布持って

来て、みんなしてビニールシートの上に腰かけているんです。 

【野原】 ちょっとすみません。燃料棒が熔けているから逃げろ！と言われたのはいつ？ 

【深谷】 １１日の夜９時頃でしたね。だからその前にはわかっていたと思うんです。西

に避難しなさいと言ってたから消防は分かっていたと思うが、私達には何も言えないと思

うし、体育館に行ってみんな着てたが気が付いたら寒くて、みんなストーブ持ってきてる

人がほとんどで。暖房はなくて私は首にバスタオル巻いているだけだったから。嫁さんと

息子は毛布置いてってくれたんです。僕たちは車でねるから、ここで寝て、寒くてしょう
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がなく食べてなかったから、リウマチ悪化すると。嫁さんはビスケット食べてね、とビス

ケット一袋おいてったんです。富岡の人に寒いからもういられないと言ったら、ストーブ

の前に連れてってもらえて毛布に一枚くるまっていさせてもらった。役場の人もぞろぞろ

入ってきて、朝になったら役場の人は椅子に腰掛けて、みんな一睡もしてなかった。みん

な椅子に腰かけて。役場の人は知っていたのか知らないけど。朝になって小さいおにぎり、

冷たいのをもらったんです。大熊の人に悪いですねーと言いながら一個食べたんです。 

 

40 数台のバス・・・「乗ってください」：西へ西へ・・・帰れない 

バスがあるので乗ってくださいと。どこに行くんですか？私は家に帰りたいといったんです。鍵

も開けっ放しだしレジだってお金入れっぱなしだったし。でも、いえ、とにかくあとで説明がある

と思いますからとにかくバスに乗ってくださいと言われたんです。バスはなかなか来なくて、茨城

から来てバスが40数台きたんです。何とか温泉とかのバスも。全部荷物は持たずにと言われて、

身軽で乗ってくださいと。でも雨降ったら濡れちゃうし、鉄棒かけといたら濡れちゃうし片づける

人もいないと思って毛布だけは抱えて持った。後ろには外人がいっぱい乗っていて、役場の人がい

て、その人がいて運転手はどこに行くんですか聞いて、私一番前にいたから、えーどうやって帰る

んですか？といったのですが、戻るバスはまた別だと言った。おれは茨城に行きますと言ってたの

ですが、なんでそっちにいくんですか？といったのに、あとに説明ありますからと。なんというか

とにかくみんな急かされて動いているんです。犬いる人もどこにいくとか・・それで来たバスにわ

れ先に乗ったんです。車が数珠つなぎでいっぱいで西に逃げるからという。なんで逃げるのか聞け

ば、あとで分かるという。みんなそういうんです。とにかく車が細い道から何からいたんです。我々

のバスも出発して、都路（みやこじ）に行くといい、そこは満杯だったんです、次に行ったら混ん

でて常葉に行ったと。そこにいったら、もう電気も洗濯も普通の生活していると。あら？ここは「ガ

スや水が全部出ているんだわ」と思って、そして体育館に入って、その時も大変だとしらなかった

んです。体育館にテレビがあって、つけていなかったんです。ついて泊まって、もう2000人い

て、足の踏み場もなくて。次に昼にお昼ですと３０分くらい並んでパン一枚。食パン袋破いて一人

一枚、家族何人か聞かれて、一人と言って一枚パンもらった。おなかすいたので食べたら、息子が

電話くれて。電話通じたんですよね。 

 

避難生活の始まり 

こんなところにいると病気になるからいくべ！と。一緒にいた人がブティックしている人でその

客が、空き家一軒あるからそこ行かないかって３所帯で行ったんです。そしたら地震でぐじゃぐじ

ゃだったけど片付けて、こたつとテレビがあったから、それだけでも助かるって。そこから避難生

活始まったんですけどね。その時も全然知らなくて、というのは、何も言わないんですよね。燃料

棒熔けた時に水素爆発してたんですよね。爆発していたけど、だから何だって。電力に旦那さんが

勤めている友人から、奥さんと仲良くしていたので・・・電話があって「深谷さん新潟に来て下さ

いと。場所は全部みんなの分確保してあるから。」と息子に聞いたら、４３歳の息子が、そんな旦

那さんのことを信じなくて何を信じるんだ！って。みんなの噂話なんか聞いて！信じて！そうし
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て、国信じずに何信じるかと。そんなに行きたかったら一人で行けと、私も一人じゃいけない

し、損赤に夜ノ森（よのもり）の人で家族4人が行方不明の人がいる。その人が家族居なくて

しょぼくれていて、俺は一人になっちゃったと毎日言ってた。結局その人は夜ノ森で逃げられ

なくて、全部みんなで夜ノ森にいたんです。お風呂の水で米研いでストーブでご飯焚いて食べ

て、4人で８日間暮らした。その日に情報を集めに散歩したっていうんです。 

 

全く入らない危機情報 

情報がとにかくなくて爆発音が鳴って・・・そのバーンてすごい音がしたんだけど爆発音は

何なのかわからなかった。散歩しているおばあちゃんも洗濯干したり・・周りに人いないねと

言ったりして。８日間経って食べる物がなくて自衛隊に要請受けたみたいですね。自衛隊でみ

んな運ばれてきたんです。大勢わたしらの避難所に運ばれて来たら、そうしたら旦那さんがほ

っとしてね～もうよかったねーって。家族みんな無事でねって。そしたらそこでみんなで共同

生活始まって・・だけど、水はなくて。すべてひどかったんです。近くにべにまるがあったん

です、ビックパレット福島（郡山）いう富岡町の人や河内の人の避難所が近くにあって、そこ

でみんな買い物行くと会うんですけど、そうするとみんな顔は真っ黒いし、頭はくっちゃくち

ゃ・・・ひどい人になると変な話ですがパンツを１週間取り替えてない女の人もいて。深谷さ

んもうひどいんだよパンツ一週間もはいてるんだから、顔も何日も洗ってないって・・・真っ

黒い顔しているんですよね。私もそういうような水もでないから生活もそんな感じで。ひどく

てひどくて、息子は毎日公園に水を汲みに行くんですが、だれもマスクしないで誰もうすらか

すら歩いていたんですね。人がいっぱいになっちゃったんで。私もだから実家行って。でも実

家にもそんなにいられなくてね。それで息子が熱海の方に避難できるって、行ったらいいんじ

ゃないかといって、熱海の温泉にいって、そのあと借り上げアパートに行きました。 

 

逃げよう！生き延びればまた会えるから・・・ 

そしたらその〇〇さんの言葉がね、１０時頃電話があって、旦那さんが電力会社にいるからそこ

内情がよくわかるんですよね、「深谷さん！もうそこにいたら死んじゃうかもしれないから。生き

延びてくださいよ、生き延びてくださいよ！」というんですよね。私はパニックになっちゃって、

えーなんでそんな？って、「大変なことになっているんだから、そこにいたら被爆するんだから。

生き延びてそうしたらまた会えておいしいお酒が飲めるんだから、とにかく生き延びてください

ね！って電話切ったんです。そうしたら私また一晩中眠れなくなっちゃって・・・ 

【渡邊（政）】 東電の人たちは爆発したって言っちゃいけなかったんだね。 

【渡邊（善）】 言えない、言えない、爆発したのはしょうがないけど、そのことは発

表したけど、燃料棒熔けたっていったら大変なことになっちゃうから・・・ 

 

地獄の避難所生活 

【深谷】 今度〇〇さんそういって、いやーどうしようって私言っていたら、爆発にあっ

たら、うちの息子も今日逃げなきゃならないかもしれないから今日テレビつけっぱなしにし
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て、みんなで、こたつで寝てすぐに逃げられるようにして。一晩原発のことやっていましたね。そ

の晩一睡せずに。もう朝になっちゃいましたね。もうとにかくあそこの避難所生活はもう地獄でし

た。もうなんていうか、もう寒かったし、食べる米とみそを隣の人が持ってきてくれたんです。炊

飯器ないけどごはん炊いて味噌と米があればなんとか生きられると。そしたら納豆でごはん食べた

んです、そうしたらその時の納豆ってこんなに美味しかったのかと。みんなでおなかいっぱい食べ

ようっと。ビックパレットの人たちはまだよかったんですよね。朝おにぎりで昼と夜に弁当があっ

て、何とか食べてビッグパレットにいた人はまだよかった。最後の方になったら、「私ビックパレ

ットから離れたくないわ」って人もいて、いやー変わっている人だなあと思ったけど。 

 

富岡町は・・・無惨！双葉病院の避難跡 

そして富岡に帰ったんですけど、泥棒がかなり入っているって、私家開けっ放しでなん

かお金も通帳とかも置きっぱなしだっから、泥棒が入っているというので息子にいやだっ

ていうのを頼んで、頼んで行ってもらったんです。 

５月の末頃、行ったんですよね、その時はまだ警戒区域入っていなかったから、双葉病

院があるんですが、17 人亡くなったという病院。そこのところを陥没していたのでそこを

通ったんです。そしたら背筋がざ～～っとしましたね。ストレッチャーがぐじゃぐじゃに

なってて。布団敷いたまま、こんなになっていっぱいおいてあって、だからいかに逃げる

時に急いで逃げたのかがわかりました。ふとんもこちらにもぐちゃぐちゃで。きっと 2 か

月たっているから雨も降って布団もぐちゃぐちゃでストレッチャー見たとき、わーって、

息子に来るまとめてびっくりして携帯にとろうとしたら息子がそんなことしている時じゃ

ないって！！放射線量高いんだからって（笑）牛が道路にいっぱいで。びびーと鳴らして

牛が逃げたらあっちにも牛がいっぱいいたんです。6 号線は仕事の車が走っていたんですが

内側は誰もいあん久手、草ぼうぼう。ものすごい不気味なんです。もう二度と行きたくな

いって感じ。家について冷蔵庫みたらもうまずいんです。ぐるぐる巻きにして。そしたら

私も欲張ってあれもこれも持っていこうとしたら通帳と印鑑だけもってけと息子に言われ。

しょうがないから最低限の着るものだけ持っていいって、とにかくなんというか・・・ 

 

死んだ町 

富岡の町も、浪江にもいったんです。浪江に行ったらブタがいっぱい歩いていました。圏

内でおじさんの所だったのでいったんですが、ほうかぶりした人がいた。パッと見たんです。

そうしたらほうかむりしてなんでこんなところ一人で歩いているんだろう？もしかしたら泥

棒？わたしらのこともじーっと見ながら歩いていたんです。そんな感じでとにかくほとんど

の家が空いていたんです。カーテンがパタパタ、玄関も、二階もパタパタ・・・カーテンが

なびいて・・余震で開いたみたいなんです。浪江まちの人に病院であって聞いたら、一時帰

宅で家に帰ったら、茶の間に牛が座っていたんですって、牛が寝てたんですって。そしてガ

ラスでもなんでも割れたり、はずれちゃって、うちもそうなんですけど、誰でもバーバー入

れるんですって、そんなんだから家に牛がでっちり入ってたんですって、そしたらびっくり
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声をだしたら、牛の方もびっくりしちゃって、そしたら目と目が合って牛をみたら悲しそう

な眼をしてたって言っていましたね。結局牛が怖くて何も持たずに逃げてきちゃった。 

そういう状況です。あっちの方は・・とにかく大臣が言っていましたが、町が死んでいるって、

それは本当のことです。10キロ20キロ圏内はそうじゃないかなと、人がいなくてどこの店も

みんな泥棒にやられてますね。ガラス割られて、サンプラザという息子がいたショッピングセン

ターも取り放題で、すべてのもの売っているからどこもかしこも割られてひどかったって。 

【木村】 うちの方も浜の方の被災していた所は、全部お店から自動販売機から車から工

場やらとにかく泥棒でやられた。 

【長沢】 津波でやられた家、家にある金庫がごろごろ。金庫は回りと上は強いけど底は

弱いそうです。ひっくりかえしてその辺のものでたたいて穴開けて 

【木村】 金庫ごと持っていくのもいるし、もうコンビニだってATMとかあるじゃないですか・・・ 

【深谷】 浪江町の請戸（うけど）って所があるんですが、お魚の加工の・・・うちのお

客さんは若いお兄ちゃんで船出している人が自分の船探しにいったら、電話くれて、いや

ーいくんじゃなかったって、船探したらものすごい悪臭がして、木に死んだ人が何人も引

っかかって、川があるじゃないですか、そこにみんな、寝ているんですって、それがカラ

スにつつかれて。カラスがみんなつっついてるんですって・・そういうところを見てきて、

なんかもういくんじゃなかったって・・・嘆いていましたね。 

【木村】 仙台の荒浜ってニュースで200人くらい死体があがったというところ、津波であがっ

たじゃないですか、戻されるときに電話の線とかに引っかかった人がそのままあったとか・・・ 

【深谷】 請戸でも隣に女の子乗せて小学校の女の子乗せて、お母さんがハンドルにつか

まったまま死んでたとかもうそういうことがいっぱいこう・・・。 

【木村】 おじさんのところもすっかり家が飲まれたんだけど、家の中に松の木が刺さっ

ているとか自衛隊の人が片づけに来たら人が入っていたとか・・・ 

 

原発はもういらない 

【深谷】 富岡町も小学校中学校流されました。で、永田開発という町が開発したところも

すべて流された。私は帰れないと思います。原発についてちょっと書いてきたんですけど。 

「私は思います。原発はいらないと。原発があるからどんな大きな地震でも津波でも浜通

りは絶対大丈夫なんだという言葉に安心して40 年過ごしてきました。原発も安全で町を豊

かにしてくれる、そう信じてきました。富岡は原発ができる前は貧しくて出稼ぎの人が多く

いたと聞いています。原発反対は白い目で見られるような雰囲気でしたました。しかし生活

が豊かになっても身の危険を感じるのでは何にもなりません。子供も孫も安心して暮らせな

いんです。仕事もうちも何もかも失い、着の身着のまま逃げてくるなんて、私の富岡での 46

年はなんだったのでしょう。もううちには帰れません。線量が高くて、住みたくてもすめな

いのです、そして一番恐ろしいのは被曝しているかもしれないのです。私だけはそんなこと

はないと思っているのかも知れませんが、低線量の中で生活しているのです。フランスの原

発関係者は、福島県民すべてに被ばく手帳を持たせるべきだといってます。あと5年たつと
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福島はがん患者がすごく増えるそうです。だから5年のうちに病院はうけいれ体制をしてお

くべきだと言っている外国の専門家もいます。福島第一原発はまだ放射能を出しています。

原発は自分で出したごみを処理できないのです。こんな恐ろしい原発はもうたくさんです。 

豊かでなくても家族そろって食べれる分があればいい、そして何よりも、どこでも作っ

た米でも野菜でも安心して食べられる、そういう生活がしたい。富岡に帰れるのは 10 年先

か 20 年先かわかりません。先が見えないのです。だから私の周りの避難者はみんな苦しん

でいます。私もその一人です。 

「あの日の私を返してください」 

これは、この詩は私が借り上げ住宅で一人でいるときに、どうしようもなく孤独感に襲

われた時のものです。 

① あの日の私を返してください／毎日笑って暮らしていたあの日の私を返してください／ 

生きがいを持って充実していたあの頃の私を返してください／原発の安全性を疑うことも

なくのんびりと暮らしていたあの頃の私を返してください／でも今は生活が一変しました

／なぜ？なぜ？こんなはずではなかった、の連発です／もう後には戻れません／3 月 11 日

前にはもどれないのです／こんな悲しいことがあるでしょうか？／原発が憎いです／すべ

て奪った原発が、憎いです／あの日の私を返してください 

そしてこういう機会を与えてくださった、リウマチ友の会の支部長の渡邊（政）さんと

難病連副会長の渡邊（善）さんに感謝します。ありがとうございました。 

【野原】 貴重なお話ありがとうございました。今のようなリアルな実体験のお話は、テレビな

んかではほとんど報道されていない状況で。ちょっとずつ戻されている状況であるようですが・・・ 

 

薬・宅急便・郵便も届かない・・・「原発怖い」と 

【長沢】 地震と津波だけなら復旧もできたけど、プラス原発でとても難しいなあと思い

ます。あと、4 月いっぱいまでは、物資がとても足りなかったんです。なぜかというと原発

で。いわきも南相馬市も、注文しても薬でも、届けてくれる人がいないんです。宅急便も

だめ、郵便も届かなかったんです。原発が怖いって。注文しても物資がいかない。欲しか

ったら取りに来いということで、郡山まで届けるからと、郡山からいわきまで自分たちで

とりにこいと、南相馬市で商売やっている人たちも注文している人も福島までとりにくる

ように、原発が怖いから、ということで物資が届かなかったんですよね。そんなこともあ

りました。 

【渡邊（政）】 すごく嫌っていたんです。運送屋さんも配達にいかないんです。 

【渡邊（善）】 ２０キロ３０キロは自宅にいなさいという地域だったんです。自宅に居

なさいっていいながら、30 キロくらいまでしかものいかなかったから。 

【長沢】 いわきは 40 キロですよ。 

【渡邊（善）】 そこまで取りに来いと 

 

目先のことだけでなく、子供や孫のことまで考えて・・・浜岡再稼働問題 
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【深谷】 浜岡原発で、今賛成する方もいるんですよね。浜岡原発稼働するって、それは

やはり目先の生活が、今職を失ったら我々どうしてくれるんだと、どうして食うんだと、

そういうことを訴えて、もう原発稼働しなかったらダメなんだということを一生懸命訴え

ている人も何人かいました。 

でも私こういうふうになってみて思うんですが、今目先だけの自分たちの生活だけ考える

んじゃなくて、子供とか孫とか、たとえば福島みたくなったら、とにかく日本中全部駄目な

んです。それ私もずっと思ってきたんです。このくらいの線量がずーっと飛ぶんですよって、

福島でこうやって、ちゃんと事故が起きてるじゃないですか！だからそういうことをちゃん

と考えて、別にそんなに私たちから見たら、そんなに豊かになったって何にもならないんで

す。そういうことになっちゃったら、汚染などになったら・・・とにかく人間が住めないん

ですから。チェルノブイリと一緒なんです。テレビ見ましたが富岡は同じなんです。逃げる

ことからすべて国が隠していること・・・すべて・・だから私も被ばくしていると思うし。

で、そういうことを考えたうえで、そしてなんというか原発を稼動するとかしないとか。そ

ういうことを、その経済優先じゃなくて、人間本位でしてもらいたいと思いますね。 

例えば静岡が浜岡原発が、今度第一みたいに福島みたいになったら日本は沈没しちゃい

ますよ。 

【渡邊（政）】 静岡だったら全国広まる。 

【深谷】 だからそういうことがないように、私もそういう人たちに静岡に行って、言い

たいですよ。どれだけ福島みたいな事故が起きたら大変かってことを・・・ 

 

住民の意見で 

【渡邊（政）】 最終決定は、そこに住んでいる地権者・地元の人の反対があれば、一番

優先されるんじゃないかと思うんですよ。私は、国がどうのこうの県知事が言ったって地

元の人が言ったら 50％以上は可能じゃないか 

【深谷】 富岡もそうです。双葉町の町長さんが 4 号機ですごく潤ったじゃないですか、

それで県に陳情にいったそうです。もうちょっと原発作ってほしいと、それでできたのが 5

号機 6 号機だったんです。 

【野原】 静岡の場合、地元は浜岡も町長は反対とは言わないんです。隣の町は、もう完全にそ

こは反対という態度を表明していて。あと知事がほぼ同じような見解で、おっしゃっていたように

原発というのは自分の出したごみを処理できないと。放射能の解毒する・・・まだそういう力を人

間が持っていないと。それを人間が持つというところまで見極めできないと許可するわけにはいか

ないと。知事は今はそういう態度をとっています。ただどうやってその意見をひっくり返すという

かわからないし、選挙もあればわからないし・・・ 

 

富岡町や大熊町を見てもらいたい・・・住めないんです 

【深谷】 我々みたいに富岡に一次帰宅で帰る時、富岡の町を見てもらいたいです。そし

て大熊町を見てきてほしいです。うちの息子 3 キロ圏内だから８０とか１００とかあるん
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です。大熊町だから、線量がピッピとい鳴るんです。そんなところで何にも持ち出せない

し。持ち出してもどうにもならないかもしれないし、そういうところの現実を見てもらい

たいと思います。これね、ほんとにね、私はすごいあの、もう給料もらうとかもらわない

とか、食えるとか食えないとか、そういう問題ではないと思うんですよね。この原発の問

題は、とにかく自分一代で終わりじゃなくて子供も孫もずっとつながるんですから、その

住む所を汚して誰もが住めない、もう除染もできないという状況は絶対に作るべきではな

いと思う。そういう賛成している人に、本当に富岡や大熊の町を見てもらいたいです私

は・・・もう大変なことなんですよ。浜岡は地形がだめなんですからね。地震に弱い。 

【野原】 地盤そのものがね、真下に活断層が通っている 

【深谷】 地盤そのものが地震にうんと弱いんだから、そうなったら大変なことなんです。 

【野原】 ありがとうございます。私たちも帰ったら頑張ります。おっしゃる通りなんで

す。それでも目先の事というか、立場上どうのこうのってね、反対言えない人っていうの

は相当多いんですよね。それをどうやって・・・でも心底から話し合えば、放射能を無毒

にする技術を持っていないことや、いわゆる特にそのもの技術上の問題で見ると、揺れに

対して地盤、いろいろななんというか建築上の問題とか未解決の問題もあるということを

うかがってね、本当に日本中の原発をなくし終わるのにまだ数十年かかるということです

けれど、まず、そうしないと安心できないということなんですよね。貴重なお話ありがと

うございます。 

 

テレビなどでは伝わらない当事者の声・・・伝えたい 

【深谷】 そして人は、わたしもそうなんですけど、私はがんになったことがないからが

ん患者の気持ちがわからないんですよね。それと同じで原発でそういう風になったことが

ない人は、わからないんですよ！その恐ろしさが・・・やっぱりそうなった人たちの富岡

や大熊の人の話を聞くか、来るかしないとちゃんとやるべきだと思います。もうとにかく、

これ、こういう事故が起きたということは大変なことなんです。 

【野原】 私たちが情報をテレビなどでいろいろと得る情報に比べて、ここにきて直接の

お話を聞くと、テレビなどで得た情報が１なら、１０とか 100 倍になって私たちに伝わっ

てくるものがありまして、改めてきて皆様のお話を聞かせていただいて本当に良かったと。

こういう声を是非全国に伝えなければと思います。 

【渡邊（政）】 私もそう思います。伝えるべきだと思います。 

【渡邊（善）】 活字にさせていただきます。 

 

語りつくせない・・・まだまだ・・・ 

【國分】 浪江町でもね、その日の九時に茨城交通バスを４５台でしたと浪江町に・・・

というのがありました。 

【渡邊（善）】 それも内緒でね。 
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【國分】 交通公社に確認して、浪江の人にも確認したら 11 日の 9 時にはバス来てるん

です。津島に、一番放射能が流れたところに行ったんです。 

【渡邊（善）】 そこに放射能が流れたのは分ってたんだね 

【國分】 風向きとかわかっていたんですよね。ただ逃げる方向がおかしいですよね 

【渡邊（善）】 とりあえず西にね。 

【渡邊（政）】 ただね、私すごく思うんですが震災とか原発事故にあった深谷さん当事者で

すよね、でもそこで作業している人がいることを考えると、私またこれが心痛むのね。あの中

に、放射線を浴びながら、とっくに被曝していると思うのだけど、またあそこで食べている食

事が映った時に、えーこんな食事で生活しているんだと・・・もうひどいもんですよね 

【深谷】 でもみんなよそからきている人も多いけど、地元の人が自分の町を守らないと

いけないとか、そういう心意気で頑張っている人も多かったみたいです。 

【今井】 ビッグパレットで生活していた人たちの生の声の本がある。なぜビックパレッ

トがよかったかということが書いてある。やはり数がね 2000 人とかアマのさんとかそこ

に行ってそこにいる人のために何していこうかと提案していって、交番作ったり、人も多

いから、一つの町みたくなっているから、トラブルになると困るから、こうしないと大変

なことになる、いろんなこと作って、そうしないと一つの町なんだから・・・町みたいな

の作ってセンターのおかげでね、なんとかあれでとどまったというか。 

【國分】 難病連から連絡来たのですが、再生不良性貧血の方、大規模半壊になったので

すが、いわきでも仮設があいていない、物件がない、基礎がだめで。でもまだそこに住ん

でいるんです、貧血の人も大家さんに引っ越せと言われているんですが、探しに行けない。

行政に相談に行っても自分で探せと・・・今情報がまだ上がっていませんが、まだまだそ

ういう方がいます。今後そういう方の相談も増えていくと思いますが。 

【野原】 マニュアル作成の提言作業、大仕事なんです。多様ですし深刻で複雑ですし、

その過程でまた皆さんにご助言いただくかもしれません。大変短い時間でしたが、深谷さ

んのお話をお聞きした時に、一か月前に私たちも被災した難病当事者の生の声を聞こうと

岩手や宮城の保健所にアクセスしたんです。そしたら報道関係者の無神経な質問責めにあ

って傷ついて、もうしゃべりたくないと・・・家族が流されたことをもう一度思い出すと、

また 3～4 日眠れなくなっちゃうと。だから、話したいけど勘弁してくれと。 

ここに今日来てくださっている方たちは患者会のリーダーたちで鍛えてられていて、し

っかりされていて、ここで本当に貴重なお話をいただきました。難病患者が一歩でも二歩

でも進めるように今後もよろしくお願いします。 



54 

 

日本 ALS 協会 

事務局長金沢公明さんにお聞きしました。 

日本 ALS 協会事務所にて 

2012 年 11 月 25 日 

 

ALS 患者会の対応と見えてきた課題 

 

先ず電話で全国の支部に電話で安否確認…初動時 

つながらなかった被災地との電話 

 私は３月１１日の地震があった時は千葉県富津にある工場で働いていました。工場の入

り口のシャッターが破損する程の、いままでに経験したことのない大きな揺れでした。当

日はＡＬＳ協会本部事務局へ携帯電話で連絡をとろうとしましたが繋がらず、また、アク

アラインや道路が不通となったため動きがとれず、翌日の夕方、やっと自宅に帰ることが

できました。12 日の夜より被災地の患者家族の安否を確認しようと、自宅から宮城、岩手、

福島県支部役員宅などに電話を入れましたが、まったく繋がりませんでした。翌週から、

ぽつぽつと連絡がとれるようになり、行方不明者や大よその安否が確認できました。同時

に被災者へ食糧、医療品等の救援物資を送ることを協会として取り組みました。 

 

先に物資輸送で動き出したのは障害者団体、ボランティア 

地震直後は、保健所や行政も被害を受け混乱して動けない状態だったと思われます。そ

ういう中では家族や近所の力で乗り切るしかない。その後に周囲の支援となる。今回、そ

の支援で、一番先に食糧、医療・介護材料などの物資輸送を行ったのが支部会員同士と障

害者団体の連携によるものでした。佐川急便とかがまだ動けない時に、阪神淡路大震災の

時に出来たボランティア団体と連携し、福井県から日本海ルートで郡山市や仙台市に届け

てくれました。福島県支部の会員がインターネットで救援物資を要請して、それを見た福

井県支部の会員が即、支援行動を起しました。電話が不通の時、インターネットでの連携

が有効でした。また、いざという時の助け合いネットワークを当事者だけでなく関係団体

と広く作っておくことも大切と思いました。 

 

患者の生の体験：3 日間は自分でなんとしても 

 

経験と訓練の意味…生き延びる術を身につける 

今回は被害が大きく、長時間、停電が続きました。宮城では 1１日の午後の地震直後から

15 日の夜、復旧するまで人工呼吸器を外部バッテリーなどで動かし、生き抜いた患者さん

がおられました。身体を動かすことができず、呼吸器などを付けている重症の患者さんは
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病院にも行けない場合もあり、３日間・72 時間以上の呼吸器などの外部電源確保や衛生材

料、食べ物などが必要でした。療養生活が長くて、これまで災害等の経験を積んだ方々は、

必要と思われるいろんなことを工夫され、隣近所との助け合い体制などもつくられていま

す。それらの工夫や経験を機関誌等で紹介し、広く共有化することに努めています。 

 

電気が停まると呼吸器等のすべてが止まる。その時に必要な機器 

今回の大地震では電気が長時間止まったことから、呼吸器等の電源確保ができなくなり

病院に避難する患者さんが多くいました。電気がなければ人工呼吸器、たん吸引器は動か

ず、また、真っ暗闇だと何も出来ない。短時間ならば空気を肺に送り込む手動式のアンビ

ューバック（蘇生バック）と、痰を吸引する足踏み式吸引器などで対応可能です。それら

は在宅療養で必需品ですが、全ての患者さんが用意されているわけでもない。また、持っ

ていても訓練をしていないと、いざという時に使えないものです。今回の地震で、中には

病院に避難せず、在宅で長時間を過ごせた呼吸器を付けた患者さんもおられます。それら

の患者さん達は、非常用電源のバックアップ体制が整備されていました。 

 

ガソリン不足で人と物が動かない 

今回は被害が広域であったことからガソリン不足となり、しばらく人の移動と物の搬送

ができない状況がありました。在宅医療で使うガーゼや経管栄養食、カテーテルなどを被

災地以外の支援者が集めて、車で仙台市や郡山市まで届けても、車の油がなくて個々の在

宅まで運べない、取りに行けない状況がおきました。仙台往診クリニックでは厚労省の緊

急車両認定（緊急通行車両確認標証）とオートバックスからガソリン缶を提供してもらう

等の特別の計らいや、日産から電気自動車を借用するなどもあり、患者宅を訪問すること

ができたそうです。 

 

多くの犠牲者出した津波 

 

大津波は経験がなく、岩手県釜石市に住んでいた支部長が流されて亡くなりました。車

イスの方でした。同じく釜石市の方で人工呼吸器の方も流されて亡くなりました。宮城県

でも１名、流されて亡くなった患者がいます。そういう人達は家から外に出て、車椅子に

乗り避難するのが遅れたために津波に流されたようです。津波が起きる可能性のある沿岸

部に住む人たちは避難場所と所要時間、避難方法を検討し、訓練しておくことが必要です。 

 

原発問題…避難とケア環境の悪化、介護者不足 

 

福島の原発事故が起きて、患者さんの中には家族と他県に引っ越し避難して、その先は

連絡がとれていない方もある。いわき市で障害者施設の運営をしている福島県支部の役員

は障害者をつれて、新宿戸山サンライズに避難し、しばらくそこで過ごしました。現地で
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は放射能汚染の影響で、ヘルパーさんの確保が難しいとの問題が続いています。 

 

安否確認…先ず対象者の現状把握が問題 

 

ALS 等の難病の特定疾患患者は保健所に登録されています。その人達の安否確認が速や

かに全部行えたかというと、とてもそのような状態ではなかった。ある人は親戚に避難す

る。ある人は避難所に行き、避難先がばらばら。だから通常の連絡がとれない。事前に要

援護者名簿を持っていたとしてもその人達を探して支援するというのが困難になってしま

う。このような中でどうするかということを考えないといけない。私達は会員名簿により 

支部経由で安否確認をしました。 

 

被災県の患者会加入者は約 25％…加入率を高めネットワークの活用を 

入会されている患者さんには全員、支部が電話で安否確認をしました。しかし、なかな

か連絡がとれませんでした。また、入会している方が被災地の３県では約 25%、4 人に一

人でした。そのため入会していない患者の安否確認は我々としては困難でした。それらの

方は名簿を把握している保健所による安否確認となります。名簿があれば支部としてもう

少し多くの患者さんの安否確認ができますが、個人情報保護の壁があり、連絡を取り難い

面があります。いざっていう時に身近な患者さん、家族同士が安否を確認でき、助けあえ

る患者会にする必要があります。そのためには多くの患者さんに入会してもらい、ネット

ワークにつながっていることが大切です。 

 

非常用電源問題は特に大事 

 

ＡＬＳで人工呼吸器などを付けて療養している患者さん達は、停電は死活問題です。特

に長時間停電には携帯用発電機や外部バッテリーなどによるバックアップ電源が必要です。 

 

国の改善施策と私達の取り組み 

厚生労働省は東日本大震災及び原発事故等による電力不足により、ＡＬＳ患者等在宅人

工呼吸器等使用患者の療養に不測の事態が生じる場合に備え、公的医療機関（難病拠点・

協力病院、保健所等）に非常用発電機と無停電電源装置（ＵＰS）を補助する事業（重症難

病患者拠点・協力病院設備整備事業。一部改正：平成２３年 4 月 27 日健発０４２７第２

号）を始めました。また夏場の計画停電では東京電力は発電機を貸与する措置をとりまし

た。   

ＡＬＳ協会では関係先機関と連携して充電器付バッテリーを一定数用意し、希望する患

者に貸与しました。しかしそれはインバーターは付属しておらず、呼吸器メーカーが推奨

する正弦波交流電源が供給できるのか、取り扱い上で注意を要する面が残る貸与でした。

そのため、協会として、厚労省に人工呼吸器の診療報酬加算にメーカー純正の予備バッテ
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リー貸与を明記してもらい、また、長期停電と呼吸器等の医療機器以外の介護機器等も含

めて対応できる大電気容量の外部非常用電源の開発整備を申し入れました。 

 

長時間停電には複数の外部バッテリーが必要 

呼吸器には内臓バッテリーがついており、機種により１～６時間程度は動きます。しかし

それ以上の停電となると外部バッテリー等による電気供給が必要となります。外部バッテ

リーは２つ以上が望ましく、一つは常に充電しておき内部電源に続いて使い、もうひとつ

は発電機や車から充電して使うようにする 

 

身近な所に配備し、使える訓練を 

長期停電用の発電機や大型バッテリーは災害時にすぐに取りに行ける距離の病院や診療

所、消防署、自治体の災害備蓄倉庫などに、必要なメンテナンスが行われて保管されるの

が良いと思われます。また時々、実際に機器に触れて取扱い訓練をして、慣れておくこと

が大切です。発電機は密閉されたマンション等の室内では使えないので事前の対策検討が

必要です。 
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茨城県難病相談支援センター 

茨城県難病相談支援センター塚田麻紀さん（相談支援員・社会福祉士）にお聞きしました 

 

茨城県難病相談支援センター（筑波大学内）にて 

2011 年 11 月 25 日 

 

県の保健予防課も資料等の協力 

質問項目を事前に頂いていたので、センターの情報だけでは限られてしまう部分を統括

している保健予防課の担当者に出せる範囲で協力していただきました。 

 

安否確認…名簿、患者の移動対応など 

発災時の安否確認に使用する名簿が今回の課題と考えます。茨城県では 6 月と 11 月の

年 2 回、12 ヶ所ある保健所の難病担当者と集まる機会を設けていて、6 月の時に今回の災

害について話し合った。保健予防課にて把握している特定疾患受給者証所持していて在宅

人工呼吸器装着者は 30 名。 

重度心身障害者(マル福)の方は食事以外の自己負担が無料になる為、「身障手帳とマル福が

あれば一般特疾受給者証を持たなくてもいい」という方が多く、実際はこれ（30 名）が総

数ではなくてもっといると思われます。 

今回、保健所で在宅呼吸器装着患者 30 名に対し 29 名の安否確認。1 名は震災後連絡不

能。残念なことに障害福祉課と保健予防課が持っている情報を共有しているわけではない

為、あくまでも保健予防課として把握しているのが 30 名ということ。保健所としてはそれ

ぞれの管轄の方それぞれに安否確認を行ったということでした。 

確認方法としては、訪問及び電話が大半。茨城県の場合は停電や津波があったところか

ら何も支障のないところ等あり、地域でのライフラインの支障の差が大きくあった。訪問

してすぐに確認できたところもあるし、管轄内に対象者が 2 人でも 30 分～2 週間近くか

かって電話で確認がようやく取れたところ等もあったとのこと。 

保健所の難病担当者は皆他の業務と兼務している為、直接電話して確認した保健師の他

には訪問看護師に問い合わせて安否確認をしたという保健所もあった。 

何に時間がかかったのかというと連絡手段の確保で、療養者が広範囲に移動（県を跨い

での避難や入院等）した事もあり、連絡がつかないという状況もあった。今も１名が震災

後連絡がつかない状況。 

現状では要援護者の全体掌握は難しく、市町村や県での状況把握も出来てない状況。自

身で調べて分かった事としては、市町村と消防署がタイアップでやっているところもあれ

ば連携していないところもあるという状況でバラツキがある。県として統一し、難病患者

が要援護者名簿に記載されるようなシステム構築が必要と考える。今後は市町村や県はも

ちろん、関係機関との情報共有について検討する必要があると考えます。 
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要緊急対応患者の搬送など 

呼吸器装着者・透析患者など一括対処は難しいと…名簿問題からむ 

茨城県でも要援護者のマニュアル作成を進めている。難病患者や障害者、高齢者や乳幼

児等を含めて検討しているが、特定疾患受給者証所持者の情報だけでも県から市の方に情

報提供できないものかと考える。あくまでも本人及び家族の同意を得られなければならな

いが、せめて酸素か呼吸器をつけている人だけでもどうか。先駆けて要援護者リストを作

成している市町村でも、申請登録した者だけ登録するスタンスであり、個人情報保護の観

点からも難しい問題と考える。 

県内における難病患者の搬送状況としては、入院になった方もいらっしゃったが実数把

握は困難。県外の難病患者の受け入れを行った病院もあったそうだが、難病というくくり

でデータを取っていない為実数不明。本県では D-MAT が常駐して患者の振り分けを実施

していたが、難病者の数は不明とのこと。透析患者については保健予防課が窓口となった

為に状況把握がされていて、3 月 11 から 23 日までの相談が 53 件。相談内容としては、

人工透析施設の被災状況や医療機関への情報提供等。医療機関に連絡がつかない為に、「○

○○病院はどうなのか」という患者様からの問合せや「自分の病院が被災しているのでど

こに行けばいいのか」という問合せもあったそう。茨城人工透析談話会という本県の腎内

科医学会の先生方のネットワークの協力を得て透析患者の振り分け、福島県の避難民の受

入れや本県沿岸部の被災地域では他県の透析施設への依頼、自家発電に必要な重油や給水

車の確保・手配も行ったとのことだった。 

 

ガソリンや薬の供給…5 分以内の避難体制と街づくり 

自家発電には重油が必要になる為、本県では確保した重油を医療機関に提供したそうで

す。保健予防課が窓口となり、相談を受けて給水車を市町村や自衛隊に依頼する等対応し

たとこのこと。薬の供給に関しては問題なく、特にパニックにはならなかったが、残念な

がら緊急車両の指定への組み入れはなかった。群馬県では実際に特定の訪問看護事業所の

車も緊急車両指定に組み込んだ事を後になって伺い、本県でも在宅療養している特定の患

者さんに限ってはサービス提供している訪問看護師に対してもなんらかの対策を講じる必

要があったのではと考えさせられた。国でガソリンの配給システムができ、県でもシステ

ムの構築をしていると担当者から伺った。 

また、9 月上旬に国から都道府県に指示があり、災害弱者対策として 5 分以内に安全な所

にいられるようなシステムを作るよう指針が出て県が取り組んでいるとのこと。最初の搬

送でも国が方針を出し施策を組み立てるのが都道府県だったが、今回の大規模な地震が起

こった事により、薬を大阪や北海道から調達したり、患者も広域に移動した実情から国が

やるべきでは？という話も聞いた。難病のシステムが出来た場合、搬送をどのように確立

するのか、また関係機関との連携をどうするかが課題となると考える。 

 

福祉避難所…難病患者や視覚障害者は利用しにくい環境 
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茨城県では福祉避難所として自治体で指定しているのが 44 市町村中 11 市町村（８市２

町１村）、中には１市で数ヵ所指定している所もある。今回開設したのは３市７ヵ所。課題

について伺ったところ、市町村で避難所として指定していたものの建物の強度や場所等に

問題があり、バリアフリー化といった環境整備すらなされていないといった問題が指摘さ

れ、指定自体が本当に正しかったのかという事だった。そのような避難所では難病の方に

とっても生活しづらいと考える。視覚障害者の方の場合、目が悪いからと人に迷惑かけな

いよう避難所の奥に行ったもののトイレに行くのが大変になり、情報を得られずに不安が

募り自宅に戻る方もいたそうだ。 

指定された避難所自体が津波でやられたところもあり、広域的に指定するべきじゃないか

という声が上がり、県を跨いで協定を結び始めている。本県でも東海村に原発がある為、

福祉避難所をもっと広域に指定するべきと考える。市で何ヵ所、県として何ヵ所、また県

を跨いで何ヵ所といったようにやっていかなければ広域災害時の対応は難しいと考える。

障害者や母子、高齢者など社会的弱者が福祉避難所において最低限のスペースが確保でき、

暮らしやすい環境を整えなければいけない。 

今まさに本県でも災害対策会議が開催されている最中だった為すぐに回答をいただけたが、

難病患者に限定した災害対策ではなく、全体に対するものとのことだった。 

他県では日赤や D-MAT を含め医師・看護職がチームで回ったと聞きましたが、本県では

福島から避難された方の避難所は 5 月連休前まで開設していたが、逆に県民対応の避難所

は早期に閉所された。これは被害状況が地域によってかなりの格差があった為、県内の市

町村が協力し対応できた事から被災県の中でも早期に閉所となったものと思われる。 

 

発災による停電・計画停電除外地域に…発電機の貸出しが受けられない 

本県では震災による停電は地域によって異なり、１週間近く停電した地域もあれば停電

のなかった地域も。本来は被災県なので計画停電除外地域になるはずが、数日実施された。

知事から本県も被災地だからそれはないだろうと申し立ててようやく除外地域になった経

緯があり、同じ被災県でも対応が違った。しかし、計画停電除外地域となった事が逆に弊

害となり、千葉県や栃木県では東京電力から発電機の貸し出しがあったが、本県では問合

せしても、「計画停電の除外地域なので発電機の貸し出しはしません」との事で貸出対応し

てもらえなかった。本県の東京電力では 111 台発電機を保有しているとのこと。 

発電機を誰が取りに行くのか…要検討 

担当者によれば「震災だけに限らず、落雷等で停電することもある。難病者を始め、小

児や高齢者でも人工呼吸器装着している方で東京電力にあらかじめ登録している方には緊

急時に貸し出します」との回答。しかし、今回の震災でもわかるようにそのような時はま

ず連絡手段がない。電話が繋がらなければ家族が最寄りの管轄まで取りにいくしかないの

か。その緊急時こそ、どのようなシステムになっているのか伺うと「災害時というと、そ

こまでがはまだ・・・」というのが東京電力の回答で具体性がない。県でも働きかけをし

ても対応いただけない。 
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千葉県では１年間無料で貸出してくれるのに、なぜ茨城ではしてくれないのか。患者様

やご家族、みなさん不安で、一時期センターにも問い合わせが殺到した。支援者としても、

（発電機は）みんながすぐに買えるものではないし、支援策もない状況下で計画停電とな

ったら相談者の方々にどのように対応するようアドバイスをすればいいのか・・・と悩ん

だ。残念ながら本県としても予算確保出来ず、東京都のようにはいかない。実際は各自の

自衛に頼るしかないのが実情で、自分でバッテリーや発電機を買った方もいた。誰もが利

用できるような支援策を講じていただきたい。平時では活用しないものでも、緊急時はい

つやってくるのかわからないし、その時になってからでは何も対応が出来ない。国として

もっと投じていただきたい。それが出来ないのであれば、電力会社と協定を結んで対応策

を講じる等検討いただきたい。 

 

非常用発電機…予備はあっても管理は誰が？ここでも縦割り行政の壁が 

茨城県では 5 医療機関が申請し発電機が入る見込みだが、どのように運用され、本当に

難病患者の皆さんが活用できるものなのかは不安。医療機関に数十台入れたとしてメンテ

ナンス等誰が管理するか、またレンタルのシステムはどのようなものになるのか。自宅ま

で誰がどのようにして届けるのか、どれくらいの期間借りられるのか、まだ運用開始され

ていないので不明な点がたくさん。だからこそ、態勢や運用方法を定めた上で、その情報

が患者様やご家族にちゃんと行き渡る必要があると考える。そして、実際にどれだけ貸出

して運用したのか統計を取るとともに運用上の問題点を国に返していくべき。 

この震災があって初めて障害福祉課と保健予防課が把握している人工呼吸器装着患者の人

数がわかったが、それは県としてどうなのか。その情報ですらいつ時点のものでそれぞれ

違うかもしれないし、亡くなる方もいるので変動するので、今後も随時情報更新・共有す

る必要はあると考える。また小児はなぜ借りられないのかという問合せもある。病気で分

けるのか年で分けるのか、事業なので対象者が限定されるのは仕方がないのかもしれない

が、横断的な運用も望まれる。 

 

要支援マニュアルはあるが… 

茨城県では難病患者災害時対応マニュアルが作成されていない。県に今後作成予定はない

のか聞いたところ、「要支援者マニュアルを策定していて、その中で難病が含まれる」との

こと。どのような形で組み込まれていくのか現段階では不明だが、障害者の駐車場に難病

患者も駐車できるようになったり・・・と少しずつ難病者に対する理解も広がってきてい

るので期待したい。 

 

津波てんでんこ…患者も支援者も守らないと 

「津波てんでんこ」については茨城の方は知らない。沿岸の方でも津波がくるという想

定がなく、本県で防災について昔から語り継がれているものはない状況なので「津波てん

でんこ」と言っても通じない。震災時、私は面接相談中だったが、まず相談者を守らなけ
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ればと思い、机の下に誘導し、たまたま翌週予定されていた防災訓練で使用する為に配布

されていたヘルメットをかぶせて屋外に誘導し、帰宅いただいた。その後は入院患者の誘

導、夕食の配色（階段リレー）を手伝い、病院の指示を待って 19 時過ぎに帰宅した。当セ

ンターは土日・祝日休みとさせていただいているので、まずは月曜日に出勤するという事

にしたが、他県のセンターによっては 24 時間 365 日開設されているところもあり、相談

者の資格・要件が様々。当センターは筑波大学附属病院内にあり耐震構造となっている為、

壁にひびが入り、物が落ちる程度で済み、病院職員という立場から病院の指示を受けて活

動等決定する事ができた。相談者はもちろん支援者であるスタッフも守らなければならな

いからこそ、災害時にどのような対応・態勢を取るのかを検討しなければならないとしみ

じみ考えさせられた。支援者、支援される側、双方に人権もある。ガイドラインで定めら

れるものではないと思うが、何らかの形である程度決めないと双方がより傷つくと考える。

一概にコメントできない。 

学習（教育）と訓練 

釜石の中学校のようにあれだけの甚大な災害に対して多くの命が助かったのは本当にす

ごいと思う。岩手県の小中学校で犠牲者が少ないのは、日頃から防災学習や訓練をしてい

た賜物だろう。私自身釜石に行った事があり、あの防波堤を見ているので、2 階建ての家よ

り高いあの防波堤を越えて津波が来る事など考えもしなかった。結果として、その安心感

から命を失った方がたくさんいたのは悲しいことだが、昔から言い伝えられてきた事（津

波でんでんこ）を守った結果多くの命が助かったのは、その土地にちゃんと防災意識が根

付いていた証拠だろう。 

甚大な災害時に、社会的弱者の方が自分ではどうする事も出来ないから全てをあきらめる

という選択肢を選ぶ事だけはないようにしなければいけないと思う。だからといって支援

者が命を投げ打ってでも患者を助けなければならない、というのもどうかと考えるし、様々

な視点から実情も踏まえていろいろな分野の方々と検討していかなければならない大きな

課題と思う。 

 

原発問題…原疾患との関係が先ず心配、安全地帯を模索する患者 

本県にも東海村に原発がある。現在、停止しているが、「被爆による原疾患への影響はな

いのか」「悪化したらどうしよう」「何か（放射能等）検出されるんじゃないか」といった

相談が寄せられた。茨城県でも農作物から放射線量が検出されて出荷停止となる食品もあ

り、「茨城の野菜は食べないようにしている」「原発を機に水道水は使わずにサーバーで水

を買っている」等いろいろな不安から相談の電話が来た。「一時的に県外に避難し、向こう

で受給者証を使えるのか」「県境の為、福島の病院に通院していたが、震災で通院できなく

なったので県内のどこの病院に行けばいいのか」「病院を紹介して欲しい」「療養場所を失

い、今は入院してるが長く療養出来る場所を教えて欲しい」等。 

残念ながら難病者対応のケアハウスが本県にはない。身体障害者の施設や介護保険の施

設の一部で難病者を受け入れてくれるところもあるが、医療的依存度の高い患者様は敬遠
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されてしまうのが実情。だからといって病院にずっと入院できる訳ではない為、転院を繰

り返すケースも。そして人工呼吸器装着患者を受け入れてくれる病院も限定されている。 

他県に比べて、県人口比に対し ALS の患者数が多いように感じる。県内に保健所が 12 ヶ

所あるが、特に神経難病患者が多い地域が 3 保健所に集中している等、地域特性が見受け

られる。また、医療機関が集中している地域と過疎地域の格差が激しい。 

小さい子供さんの親の相談多い 

原発に関してはお子さんを持つ親から相談されることが多かった。県庁に原発に関する相

談窓口が設置されたのでそちらを案内するようにし、市町村にも対応窓口が設置されてか

らはそちらも案内するようにし、相談内容によって振り分けた。今まで県内で放射線量の

異常値が検出されたところはないが、ホットスポットはある。 

残念ながら小児慢性特定疾患児や病弱児の相談窓口が本県にはない為、センターに相談が

寄せられている状況。担当課（子ども家庭課）にも問題提起しているが、解決していない。 

 

患者会の役割など 

患者会の役割については茨城県難病団体連絡協議会に聞いて欲しい。ピア相談としてテ

レフォン相談や地域交流事業を実施している。また、今回の震災を受けて所属患者団体の

問題点をまとめている段階とも伺っている。震災後、ALS 協会やパーキンソン病友の会が

独自に薬の供給や福祉用具の手配等を患者団体自らがシステム構築した団体もあるが、全

ての患者団体が出来るかというと難しいと思う。患者会でも休会していたり、中心となる

方が患者もしくはご家族となるので、中心となって活動している方の病状変化によっては

活動休止となる場合もある。時代の流れとしてネット上での交流も増えていて、掲示板や

チャットで交流している方々もいる。また、新たに立ち上がっている患者会も多く、患者

様やご家族が求めている内容も多岐に渡っている為、「患者会を紹介して」と言われてもど

ういったものを期待しているのか等確認した上で対応している。例えば「難病と言われ、

とにかく分からないから何でも聞きたい」という方の場合、センターで対応可能な事と患

者会で対応いただける事をお伝えした上で情報提供している。 

震災による停電が起きた場合の連絡手段をどのようにするか、緊急時の対応については情

報の把握支援ネットワークを独自に構築する必要があるのか等検討し、難病だけに限定せ

ずに横断的な支援が必要と考える。 

併せて緊急時を想定した物品整備の補助は国と県どちらが担うのか。本人達に任せるのは

負担が大きすぎる。確かに予算あっての事なので個人単位での対応は難しいと思うが、地

位的にも小さなまとまりの中で運用できるようになればいいのではないか。二次医療圏毎

といったように。 

 

センターはどうあるべきか 

緊急時にセンターがどうあるべきか。病院内に設置されている為、情報が入ってきたが

県内の被災状況には格差があった。発災後 3 日、4 日目でようやく詳しい状況がわかり、
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医療機関自体が損壊して他の病院に患者を転送したという事もあった。しかし一方で、そ

ういった詳細な県内の被災状況はもちろん、医療機関の被災状況等についてセンターで情

報収集するのに限界を感じた。センターで全てしなければいけない訳ではないが、問い合

わせや相談に対応する為に、県のセンターとして情報を共有出来ればいいのではないか。

県に集約された情報にパスワードを使ってアクセスし、閲覧できるようにすれば最新の情

報を提供できるし、逆にセンターで得た情報を入力し発信する事も可能となるのではない

か。 

そして普段から急変時のみならず、災害時を想定して家族や医療従事者も訓練する事が

必要と考える。その際に手順を確認するとともに基本的には救急車を呼ぶ等、方針をそれ

ぞれの患者様毎に決め、またその情報を関係者間で共有しておく事が大事と考える。 

災害報告にて、岩手県で「緊急医療手帳」を配布した１年後に地震が起こり、実際に活用

されて良かったケースについてのお話を伺った。本県でも「緊急医療手帳」と同様の内容

物を配布すべきではないかと思う。もちろん使用せずに済めば一番いいことだが、各自で

ダウンロードしてくださいという広報のみではなく、県またはセンターから配布するのも

ひとつではないか。茨城県独自でやるのか、全国で統一し、同一の様式でやるのか。 

他県では難病者が青色、障害者が黄色と色分けしているところもあるそう。そういった

ものを携帯していた場合、支援者が声がけをしたり、気を配ったり等対応したそうだ。普

段から「受給者証が自分の病気の証明」という方もいるが、あくまでも治療研究目的で医

療費助成をしている事を表すもので病気の詳細な状況を網羅しているものではない。飲み

合わせのダメな薬や症状等、自分の病気を証明するものを欲しいという方にも「緊急医療

手帳」は有効と思う。恥ずかしながら、先日の西澤班のワークショップに出るまで知らな

かったが、せっかくいいツールがあるので是非広めていきたいと思う。 

自分流マニュアルによる支援を 

難病は同病でも人によって症状や進行頻度も違うし、疾患群も多岐に渡る為、個人毎の

自分流のマニュアルを作らなければならない。医療ケアひとつ取っても、マニュアルに基

づき、その人に合ったやり方で支援をしなければならない。そういった意味でも主治医や

訪問看護師はもちろん、関係者との情報共有とともに関係性構築もできるいいツールでは

ないのだろうか。 
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（財）仙台市障害者福祉協会 

阿部一彦さん（会長、東北福祉大学教授）、宮崎真一さん（主事）、佐々木心さんからお聞

きしました 

 

仙台市青葉区五橋 （財）仙台市障害者福祉協会にて 

2012 年 11 月 22 日 

 

福祉避難所･･･仙台で 52 ヶ所契約、機能したのは 26 ヶ所 

仙台市と福祉避難所についての契約を結びました。それは結んだんですが、その内容は

私たちの障害者福祉センターと福祉避難所として提供する。だから仙台市が職員とか確保

して福祉避難所をやる。この大きな地震災害でできないという覚悟をして、自分たちでや

るしかないと思って取り組んだ。だから福祉避難所を仙台市内では 52 ヶ所指定されていた

はずだが、機能したのは 52 か所のうち 26 ヶ所しかなくて、特養とかは夜の体制あるから

大丈夫ですよね。でもその後福祉施設で受け入れたのはみんな福祉避難所になったので、

最終的に 40 ヶ所になった。この福祉避難所の開設・運営などの経験は、この制度ができた

2008 年以後全国で初めてだと思います。 

 

災害時要援護者フロンティア（600 人のボランティア）が重要な役割 

それで例えば 52 か所のうち、特養は夜大丈夫でしょう。うちなんか通所夜が大変なんです。

これはさいとう所は仙台市の法人、それから他にないかもしれないのが、災害時専門ボラ

ンティアはうちにいたんですよ。災害時要援護者フロンティアは仙台市内、これは仙台市

の障害者保健福祉計画に書き込んで、私たちの協会で研修を行って登録してもらった方々

でやれるという人たちです。 

ここの仙台の街の中にうちの事務所があるというのは、手話とか要約筆記とか点訳とかガ

イドヘルパーさん、お願いとか調整とかここでしているのです。ボランティアの人は 600

人いるので、そのうちの人たちで災害時も関わってくれる人は 140 人毎年研修を受けてく

れて、災害時専門ボランティアになっている。助かってますよね。 

「障害者計画」とかいうのは、いいことだけ書いているけど、ちゃんと書いてあればやり

ますとなれば実行できますよね。位置づけがあったんです。 

 

あらかじめ仕組みをつくっておくこと（マニュアルと訓練） 

前の計画から。宮崎さん、渡辺さん、事務局長、災害時専門ボランティアの研修要請、

地震をよく起きると言われてきたひとですが、こんな 7（震度）の予想、30 数年のいっぺ

ん、それで地震というのを意識して私たちも災害時要援護者支援マニュアルを作ったりし

てとかそれなりにしてきた。やってきていて、でも誰か防災訓練に行ったと聞いたが、実

は誰もいなくて、防災訓練に行き始めた。最初に市役所に行ってきたら、みんな車いすの
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人も駐車場がその時は草が生えているところしかなくて、大変だったので次からはまずい

ということで、次の年からはノンストップバスを仙台市が準備していくようになって、こ

れも大事なことなんではないですかね。いった年はニュースになりました。次の年もちょ

っとニュースになりましたが、その次の年は誰もニュースにもなりませんでした。 

でもいいことでしたね。住民の人たちにも知ってもらえたことは、その時に災害時ボラン

ティアの人にも行って、例えば聴覚障害の人には字を書いて説明するとか、うちの協会で

もカードで安否を確認、どこの病院いっていますとかカードを作って皆さんに配ったり福

祉大会の時に笛を配って手帳に入るくらい小さいのに。笛の時には聴覚障害の方、今回は

そんなケースはなかったのですが、阪神淡路のように建物の下に取り残されたときは声を

だせなければ笛でということで、聴覚障害の方々からその後総合防災訓練の時に吹くから

どこまで聞こえるのかみんないろいろな所に立ってやった。何かそんなことをやった。こ

とは案外役に立ったかもしれません。 

 

津波は予想していなかった…最初はみんな逃げた 

ただ今回の津波は予想していなかった。これは言っていいのかわからないけど、実際の

ことだからお話しします。津波があった時うちの会員さんたちはみんな逃げました。近く

に高台がなかったんです。逃げるところがないんですよ。被害を受けたところは近くに高

台があってそこが大丈夫と思ったのです。私達会員さん達は、逃げたんですよ。仙台平野

はないから束で逃げた方も多い。渋滞とかなかったんですけれど、ただ問題は逃げても、

後あとから聴覚障害の方が戻ってしまったんです。 

津波が終わったと思って、周りの人も注意したと思うのですが、聞こえないからお一人

だけうちの会員の方で亡くなられた人がいます。ですから、岩手・宮城、仙台市今亡くな

られた方は 750 人くらいと発表しています。 

津波や地震ででもうちの会員さんたちは最初避難していた。大事ですよね。津波で亡く

なられた方はたぶん大丈夫だと思ったんですよね。震災の前何日か前にも地震があったん

ですよ、津波警報が鳴っても来なかったです。来なかったからそれがですよね・・あと 700

何人とか言いましたが、今どこでもですが、関連し判定している、そうなると増えるでし

ょうね。きっとね。 

 

難病・障害者は医療・電気などの関連死をも見極めることが大事 

阪神淡路も私もよくわかりませんが、亡くなられた方のうち 900 人ぐらいが関連死で、

後からの判定になりますし、長岡・中越地震も 60 数人亡くなられた方の大多数関連死の方

でしょうか、私たちの所でいうと医療・電気が必要です。 

医療的ケア、その時停電になって体調悪くなって数日たって亡くなられた方は最初亡く

なられた人数に入らないので、判定を受けてからなので、むしろそちらの人数がでてきた

らどんな状況で亡くなられたか私たちは対応していく。 

障害難病団体はそこが大事かなと思っている。その数値は出ていない。NHK の調査(NHK



67 

 

「福祉ネットワーク」取材班調査：障害者・高齢者の死亡者は、通常生活者の 2 倍)にも出

てこない。今仙台では、判定会議をしているところです。本当は障害・難病の人はそれが

出てこないとわからない。NHK の調査の場合、一般の方は 60 歳以上の方がほとんどで、

その方々よりも障害があると倍（死亡者）と言っている。だから一般の方の定義がわから

ない。この場合は 6 割以上が高齢者の方じゃなかったですか。これだけではないので、き

ちんとして先生方がやっていけば、その原因とか支援の在り方が分ってくると思っていま

す。 

 

難病・障害者で実際に亡くなった人はもっと多い筈 

特に難病とか重度の障害の人はこれからになりますね。ここの時点で倍ですからあと石

巻とか出て来る障害のある人は、もっともっと亡くなっています。3 倍とかすごい人数、変

な言い方になりますが、（NHK の調査に）仙台市が答えていない。仙台市が答えていたら

ややこしくなる。だって人口 100 万人になるんですから、分母がそうなったら、パーセン

テージがビックに…答えなくてよかった。答えなかった理由は仙台市は、やっぱり災害関

連死の方をきちんとふまえてなければ、亡くなられたことを判定できないんじゃないかと

いうことに。陸前高田市と気仙沼市も被害が大きいので答えられない。だから 3 つの市が

答えていない、答えたら大変ですよね、分母をどうするのか、答えなくてよかったと、で

も被害は大きいですよ。 

 

仮設住宅と障害者 

仮設住宅は１万戸ありますよ。仙台市だけでもみなし仮設がほとんどです。 

それで宮城県では 22,000 のプレハブ仮設、23,500 のみなし仮設仙台市は 1,500 戸の

プレハブ仮設、9,000 戸のみなし仮設、みなし仮設はどうなるかわかりませんが、みなし

というのは、後はアパートを借りた人たちです。 

阪神淡路の時は、それはなかったと思うのですが、障害があったりすると、一般避難所

では暮らしづらいから私たちの会員さんたちもすぐアパートを借りたりして大変だなとい

っていたから、自分たちも要望を出したり、日本障害フォーラムを通じて要望を出したり、

どれがうまくいったかわからないが、家賃補助ができてよかったと思いました。全員それ

でよかったと思ったが、次には困ったなあと思うのはプレハブ仮設だったらまとまって生

活されているからつながる事できますよね。アパートを借りた方はどうつながるか、行政

は家賃補助出しているから、人数がわかるんですけど、要は個人情報保護だから伝えられ

ない。どうやってうまく伝えられる、どうやっても伝えたい。難しいですよね。それがこ

れからです。 

仙台市で 9,000 くらいの人、1,500 人の人たちに 9 月半ばに現状調査のアンケート用

紙を送りました。そこには障害とか高齢とか疾病とか書いてなくて最初の目的は今の状況

を知らせてもらったら、その資料を社会福祉協議会に渡しますよというものでした。渡す

のがいやでしたら申し出て下さいというものでしたんですよ。そうしたら返送されたのは
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半分でした。まずいですよね。障害の有無にかかわらず全員に…、だから障害のある人と

つながる感は我々も大変、うちの会員はわかるんですよ。でもどこの都市もそうなんです。

会員になっているのは、少ないんですよ。 

 

障害者団体の役割と課題 

加盟団体（仙台市障害者協会への）が 13 ありまして、例えば肢体不自由とか、難病、筋

ジストロフィーとかはうちにも難病にも両方加盟している。13 ありまして、筋ジスもそう

ですが、いってみれば、私達や地域ごとの区の協会もあります。あとは、内部障害でも低

肺とか喉頭障害の方とか、あとオストミー協会さんとかありまして…。なにするといって

もその情報をレクリーションするったって、広域的な事なので知らせますよね。 

特別なメリットって会員としてあるんですかね、あまり考えられない。あることはある

んですが、勉強会とかでも今回は会員であってよかったと思っているんじゃないですか。 

 

発災直後の安否確認について 

例えば、低肺の会さんは、よかったと思うんですが、ボンベの事なんですが、酸素ボン

ベの会社さんから来て、酸素ボンベの会社（帝人在宅酸素）は情報は流せないけれど、低

肺の会さんが主として流していただくとして、テレビとかいろいろな所に言って、そして

ボンベ必要な方、そして通常必要でない人も今回必要になった人もいますよね。それを低

肺の会として情報を流してどんどんつながっていきましたよね。うまくメディアを使える

ところは会員じゃない人にもメリットがいったんだと思います。 

当事者団体とつながって当事者が広報するとテレビも受け入れてくれたので、東北白鳥

会（低肺障害者の会？）も我々の加盟団体でうちが加盟団体は仙台市民で在ることともに、

他の会に入っているので連絡はとれる。大部分が大きな会の会長さんもいるので、宮城県

の会、東北の会もうちの加盟団体に入っているので連絡は取れる。 

うちに身体障害者福祉団体、県の協会は市町村の協会が会員です。政令市の団体は障害

特別団体が会員なので、何かあれば私たちを通して行政と交渉することができたので、例

えばオストミー協会さんは、パウチの入手を仙台市ととおして卸売業者と契約したりとか、

そういうのを少しずつやっていたというのは大きかったじゃないですか。 

 

難病と障害者団体との壁のりこえて 

仙台市の障害者保健福祉計画の計画策定時期なので災害対応部会を作り、部会及び MPC

（宮城県患者・家族団体連絡協議会）の白江さんになってもらって、垣根を作らないよう

にしてもらった。2006 年からの計画を作るとき、障害団体に言われたけれど、私たちも

仙台市民なのに計画を作るときにヒヤリングを受けたことがないと言われ、宮城県という

名称のある団体は、宮城県で仙台市は宮城県に呼ばれないため難病関係は県なのに仙台市

民は半分なので、ヒヤリングは一緒にやるように変えたんですよ。2008 年からの計画を

作るときからガラッと変わったんです。行政に行ってからは、だから白江さんの担ってい
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る役割はとても大きいです。 

 

大事な社会資源としての障害者支援コーディネーター育成 

うちの方で関わったのは福祉避難所で、ニーズを把握して派遣するコーディネーターに

ついてやっていたので難病については私レベルではちょっと難しいのですが、透析患者さ

んヘリコプターで運ばれたが家族には連絡がなかったということでした。情報も行政、ボ

ランティアなど動いてもらって日頃からのかかわりが大切だったと思います。 

資格にもって、四肢障害持った、リフト付き自動車のボランティア、手話、筆記など障

害に応じたボランティア、その技術を震災にも活かしましょうと。コーディネートを頼み、

募集してきました。600 人のボランティアができました。実際には家族もいらして活動で

きませんという 450 人とかいて、紹介をかけた、専門ボランティアに災害時にもきていた

だけますか？登録制にしたのです。これがはじまったときも仙台市から〇〇〇ができない

といってもらい、〇〇〇についてやりますと役割、行政と一緒に作っていったのは大きい

です 

福祉避難所では、ボラセンの人はあまりいませんでしたね。電話も通じない中だったの

で、自発的に福祉プラザに来てくださったボランティアもいました。ここだけでなく利用

者、普段関わっている人の自宅や近くの避難所に言って、ある人は視覚障害の方を自分の

家に関わっている人を泊めたりしてました。 

 

福祉避難所…難病ケアは新しい課題 

一般的に避難所に行くのは障害者全体としても少ない。難病患者も１日行ったがやむを

えず在宅に戻った。在宅では支援が受けられず困ったというお話を聞きます。 

じゃあどうするか、難病患者が福祉避難所でいられるようにするにはどうしたらよい

か？…内部障害というのは一見動けるように見えるので、車椅子の人よりあなたは大丈夫

と見られてしまう。聴覚障害者にも言えますが、高齢者も頑張っているのにあなたもでき

るでしょうと言われたりそういう視線を感じたり、薬が切れちゃうと動けない人もいます。

内部的なことを話しても理解してもらえる人がいなくて辛いという話を対処した人から聞

きました。 

これら難病・内部と障害者への災害時支援・対応の検討は、これからだ思います。 

 

福祉避難所の一般向け広報は？ 

事前に分かっているはなかった、52 ヶ所登録しているがそれがどこかと答えられる人は

皆無に近い、登録してなくても福祉避難所として動いても最初のうちは登録してないので

支援物資は入らない、やるやらないは別としても登録した方がいい。福祉避難所という言

葉が認知されていない問題もある。福祉避難所として市のホームページにのせているが具

体的な内容は書かれていない。 

一般の避難所にいき、保健師からトリアージされてこの人は福祉避難所の方がいいと初
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めて振り分けてここに来るといった感じでした。 

自分もびっくりしたが、行政の障害福祉課にいる職員自体も福祉避難所の存在を知らな

かったりしたこともありました。 

 

動きの中で福祉避難所の契約を 

岩手の方は事前の段階での福祉避難所は無契約が多かったよう。その人たちの話を聞く

と、いわゆる発災して動いている中で必要に迫られて福祉避難所を新たに契約したという

のが岩手は多かったようですが、仙台でも事後報告、あとからそういう風に運営されたよ

と報告も受けています。県内で言うと沿岸部はもともと登録していないがそのままの流れ

で・・・事前にたくさん作っておくことは大切だと思います。 

長期の療養を要する、あるいはすぐ命の危険に関わる人たちにとっては、大学病院と連

携普段健康相談会とか連携を災害に生かせるといいと思うのですが。 

 

行政と「一緒に・・・」という立場が大事 

福祉避難所については、待ちに姿勢ではなく、行政がやってくれるのではなく、一緒に

やっていきましょうという歩み寄りができたことが大きかったのではないかと、圧力的な

横暴をしたのではなく一緒にということで、会長を中心に行えたのがよかったのではない

かと思います。 



71 

 

宮城県神経難病医療連絡センター 

宮城県難病医療専門員・看護師 関本聖子さんからお聞きしました。 

 

仙台市太白区（財）広南病院にて 

2011 年 11 月 22 日 

 

病院の現場から見た 3・11 神経難病患者支援と課題 

水曜か木曜日だったら 

病院職員であり看護部所属のため、院内ではこのように白衣を着て難病医療相談室にい

ます。日頃は院内で医療相談等に対応していますが水曜、木曜日の多くは宮城病院に出張

しています。診断告知から間もない新患の患者さんがＡＬＳケアセンターの専門外来に受

診する際の精神的フォローをする目的で同席しています。地震の日は金曜日だった為、広

南病院に居ました。もし地震が水曜日か木曜日だったら移動している時間帯の可能性もあ

りました。移動ルートは今回の津波で被害を大きく受けた沿岸部のルートでした。そのよ

うなことを考えるとすごく身近に恐怖を感じました。 

 

最初に地震速報が携帯電話で 

地震があった時は医療相談室にいました。はじめに携帯電話の緊急地震速報を知らせる

アラームが鳴って…半信半疑でした。「えっ、何？地震速報？本当かなあという感じ…」  

直後に地なりのような音がしてきて、4 人で部屋にいたのですが皆と顔を見合わせていると

突然思いっきり揺れました。 

 

発災直後の病院で何が起こったか 

何が安全か分らない 

ぐらっ。という感じで・・あ、やっぱり揺れた！大地震が来た！と思いました。あっと

いう間に揺れが大きくなりました。「とんでもないことになってしまった。」と感じとっさ

に、外来の患者さんの安否確認や患者さんの保護に外来へと移動しました。立っていられ

る状態ではなくよろよろしながら外来に向かいました。みんなパニック状態でした。患者

さん方から悲鳴やどよめく声が上がり、皆その場にしゃがみ込んでいました・・・たまた

ま外の駐車場に目を向けるとまるで車がボールのように左右上下に揺れていました。揺れ

が激しくて、車同士がぶつかるのではないかと心配しました。中には車の助手席に乗った

まま動けず揺れに身を任せるしかない方もいました。また、車椅子移乗中の老夫婦が目に

入ったので、車椅子の夫婦の援助に外に出て行った時、今はもう解体してなくなりました

が銀行の建物の一部が崩れ落ちてきて、車が被害を受け駐車場内がパニックになりました。

車椅子移乗の患者さんは大きな揺れのため移動が困難でそのまま車に待機し揺れが収まる
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のを待つことにしました。しかし、中にいた方が安全なのか外の方が安全なのか即座に判

断するのが難しかったです。何がどこから落ちてくるのかわからなかったので、その場に

しゃがみ込んで、一緒に揺れが収まるのを待っていました。結構長かったですよね。よう

やく揺れが落ち着いた時、病院の向かい側にある保育園の子供達も一斉に避難する準備を

して道路を渡って広南病院の外来に来る様子が目に入りました。少し気にかけながら病院

外来に入った時、２回目の大きな揺れがありました。その後も揺れがあったと思います。

３回ぐらい大きな揺れがあったと思うのですが…良く覚えていませんが、とにかく大きな

揺れが続いている中で、皆がその場に揺れが収まるまでしゃがみこんで過ごしていました。 

 

停電・自家発電起動、患者受け入れ、非常食をバケツリレーで２階３階へ 

病内も揺れと同時に停電になったため自家発電は回ったのですが、暖房は入らず外来全

体も寒くなって行きました。外を見ると雪が降ってきたので外来にいらっしゃった方々が

無事に帰れるように見守っていました。難病の患者さんに対し、その時何が出来たか…何

をするべきなのかは思いつきませんでした。悩みましたが電話も通じずＰＣも使えない状

況では何も出来ないと判断し、病院の看護師としてどう動くかという事を考え動きました。

外来患者のみなさんが帰られた後に人工呼吸器を使っているＡＬＳの方が自主避難されて

いらっしゃいました。把握していた患者さんだったので主治医に情報提供しながら、病棟

のベットを確保していただきそのまま入院になりました。それが５時ぐらいだったのです

がそこから病院の食事をどうするかなど話し合いがあり非常食が栄養士さんにより準備さ

れ、地下から２階・３階へと職員の手でバケツリレー式に食事が運搬されました。広南病

院には二人の在宅人工呼吸器使用ＡＬＳ療養者の方が自主避難してきたのですが、もう一

人の方は、７時頃に救急車でこられました。お二人目がいらっしゃった時、病院は満床で

受入れは困難な状況でしたが何とか集中治療室に受け入れていただけました。当院ではお

二人の在宅のＡＬＳ療養者さんを対応させていただきましたが電話もインターネットも使

えず宮城県全体の状況把握はその時点では無謀だなと思えたので、とにかく自分が出来る

目の前の事をやるしかないと思い行動していました。 

 

冷静な車の流れ 

私が帰った時間は８時過ぎ頃だったかと思うのですが真っ暗の中で車の通りがスムーズ

だったいうのが・・・いまでも大変印象深く残っている光景です。全県的に停電していた

ので信号も止まっていました。そのため車の渋滞もすごく、メイン道路に出るために細い

道からの車は入れないという状況が想定されましたが、互いに配慮しあっていたというこ

ともあったと思いますが車はスムーズに合流でき、滞りながらも流れていたのがものすご

く印象的でした。誰一人クラクションを鳴らす訳でもなく、割り込もうとする車もなく順

番に合流しながらうまく流れていました。非常事態なので、皆さん冷静に、そして慎重に

運転しているのだなという想いがしました。周りをみると暗い所をたくさんの人が自宅を

目指して歩いて帰っている姿が恐ろしくも異様に見えました。 
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想像してなかった実際に電気のない生活 

電気がつくまで何もできないな・・・と感じました。電気がない生活がこんなに長く続

くとは想像していなかったので日常生活自体が大変でした。私、子供が 3 人いるのですが

その日の食事をとるのも大変でした。ようやくお店が開いていると思って並んで入っても

食品は販売していませんでした。食べるために、学校が休みで自宅にいる子供達がお店に

３～４時間も並び「お母さんたまねぎ５個買えたよ」など食材の購入で喜びました（笑）。

毎日がサバイバル生活でした。病院の状況も自宅の状況も大変でした。 

 

勤務時間も自己判断で 

とにかくその日は患者さんや避難してくる方がどれくらいいるのかわからないのもあっ

て、勤務時間は 5 時までですが何時に帰っていいのかわからなく戸惑いました。病院もこ

ういう状況だったので自己判断に任せられる部分も出てきます。看護職もいられる人はい

て・・・という状態でした。夜勤担当の看護師は、それぞれの部署にいて対応していまし

た。自宅に帰れない職員は、会議室とか寝泊りできるよう病院側も対応しました。 

 

病院は日曜日（13 日）に電気が復旧 

広南病院も金曜日の地震で土曜日には自家発電が切れそうになってしまったため、東北

電力から発電車 1 台に来ていただきなんとか電気は保てる状態になりました。翌日、日曜

日の午後には電気が復旧しましたので、広南病院の電気復旧は早い方でした。後に聞いた

話では、自家発電を使用するにも重油が入手できず相当困っていたそうです。重油の確保

によって自家発電の対応時間が決まっています。一般的はおよそ3日間と言われています。

他の医療機関の中には 3 日以上対応可能であった所もありました。５日間は対応出来まし

たといっていた医療機関がありました。また、県庁周辺や青葉区周辺では、13 日（日）の

午前中に電気が復旧していたと聞いていましたから停電の期間としては、最低 3 日間でし

た。病院でも自家発電で使えるコンセントは限られ、医療用のコンセントだけになるので、

震災当時は緊急の手術とかはできなかったでしょうし、ある程度制限された中での緊急対

応だけになっていたかと思います。自宅は 15 日の 6 時か７時位に電気が復旧しましたの

で 5 日間か 6 日ぐらい停電が続きました・・長かったですね。 暗い生活に慣れていて電

気がついたときには眩しくて（笑）電気がもったいなくてしばらくは節電で暮らしていま

した。 

 

沿岸地域から仙台へヘリ輸送の患者が集中 

県外の医療機関への移送始まる 

沿岸部などは軒並み津波で全部医療機関も運営できないくらい被害を受けてしまいまし

た。仙台市内に沿岸部の病院からどんどん患者さんがヘリ輸送されてくるのですけど、大

学病院も市立病院も日赤も満床になってしまい、人工呼吸器を利用している ALS の患者さ

んや人工透析が必要な患者さん等については、持続的に電気が安全供給を受けられる県外
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に移送されました。最初は主に東北 6 県に移送されましたが広く沿岸部が被害を受けまし

たので山形県や新潟県などに移送された ALS 患者さんが多くいらっしゃったと思います。

透析が必要の方は北海道の方に移動したとお聞きしました。今回の広範囲な災害により、

県内や近隣県では十分に対応しきれない状況となり遠隔地への移送が必要となりました。

このような経験は初めてあり課題も多く残りました。 

 

帰りの交通手段や費用は？ 

行ったのはいいが、帰る手段が・・・ 

帰るってときになり移動手段や交通費等の問題が生じました。これまでは、退院時の交

通費は実費負担であっても県内の移動ですので、ある程度の予算的なイメージはもててい

ました。しかし、県外から宮城県に帰ってくるときの、その手段と交通費の負担額のとこ

ろまでは具体的にイメージしてはいませんでした。計上された金額を聞いておどろきまし

た。緊急事態で、県外だとはいえ、その戻る手段をどうするのかも災害時には検討が必要

ではないかと思いました。2011 年 8 月に開催された西澤班のシンポジウムの中で紹介さ

れた新潟から宮城病院に自衛隊のヘリで移送された方は、新潟病院の救急車で帰られたと

聞きました。停電が 5 日から 1 週間くらいあり、仙台市を中心として復旧が進みましたが

自宅に電気が通ったから、じゃあ、帰りましょうとはいきませんでした。ガソリンがない

ので移送車が出せませんでした。退院調整も電話もつながりにくく停電が続いているとき

は一般家庭ではＰＣも使えませんでしたから車の手配も大変でした。山形の医療機関から

実費で仙台に戻った方は、入院中に自分でＰＣを使って介護タクシーを調整し帰宅したそ

うです。当時のことを思えば、県外に行くということは、とにかく身体安全、命を守る上

では必然的な状況でもあり帰ることまで心配できる状況ではありませんでした。 

仙台市内の病院には次々沿岸部から津波や気温の低下による低体温症の患者さんや、重

症肺炎の方で埋め尽くされ、内科とか外科だとか病棟単位で区切られるような状況ではあ

りませんでした。どこの病棟にも肺炎の患者さんがいるっていうような状況だったと聞い

ています。特に石巻日赤では、1 階の広い待合室のブースの中でも人が入りきれないくらい、

次々患者さんが移送されてきました。日赤から東北大学病院など仙台市内の病院にヘリ移

送されました。そのため、電気が必要な安定した患者さんは県外に行かざるをえませんで

した。今後、緊急時に自衛隊によるヘリ輸送や医療ヘリ輸送されたとしても、その移送さ

れた先の病院から自宅に戻ってくる手段は介護タクシー等で実費になるという点について、

情報を共有し今後必要となる場合に混乱しないよう準備しておく必要はあると思います。 

 

トリアージ的には ALS は「軽度」 

病院は緊急時、医療処置が必要な人が優先になってしまうので、トリアージを優先した

行動となります。人工呼吸器を装着し安定したＡＬＳの患者さんの一番の問題点は電気で

す。リアージ的には軽度に入ってしまいます。そうすると安全に安定した電気を受けられ

る環境というのが一番優先になってくるので、県内にない場合は、県外という選択も生じ
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ます。 

 

えっ！県外？戸惑いへの対応 

宮城県全体が大きく被災した状況だったので、県外・・・といった話の時に一番混乱し

たのは患者さんご本人とご家族だったと思います。「自宅からようやく病院まできたのに、

えっ、ここからまた他の病院に行くの！それも県外の病院へと言われた！」と相談の電話

もありました。どのタイミングで誰がどんなふうにご家族方やご本人にその状況の説明と

確認が可能だったのか…、そこが未だにちょっと難しいなと思うのです。非常に混乱した

医療現場の中で患者さん、ご家族に冷静に説明できて承諾を受けてからのヘリ移送という

流れに温度差があったのだろうと思います。とにかく患者さんとご家族が病院に行けば安

心という思いもあったでしょう。安心と思った病院にようやく来てみたら、さらに大変な

状況を目の当たりし「自分たちだけが大変なのではない」という思いを抱えながら、県外

に行き、また、帰りをどう帰ろうかという状況の中で戸惑い、混乱していました。 

 

患者広域搬送システムの構築を 

だれに話せばヘリが飛ぶのか…模索のなかで果たした東北大学・青木先生たち 

行政全体も機能が麻痺しました。特に沿岸部の市町村は軒並み壊滅的な被害です。当時、

沿岸部の状況は誰も確認できませんでした。ラジオからの情報が唯一の情報源でしたが全

体の状況を把握することは困難でした。安否確認について県保健所保健師に伺った話では、

電話等の通信機器も使えないため安否確認に直接向かえる職員は車や自転車、徒歩で向か

ったそうです。数日後、電気が使える地域では電話や電子メールを活用し県庁や保健所間

による状況確認が行われました。行政も相当混乱した状況の中、個々の医療機関も相当混

乱していました。仙台市内の沿岸部も相当な被害を受けました。道路も津波で壊れていて

入れないですし、医療機関も被災したため入院中の患者の受け入れ要請も発生しました。1

つの医療機関から数百名を超える患者の移送が必要となり仙台市内の医療機関は重症者で

あふれました。在宅で人工呼吸器や酸素濃縮機等の医療機器を使用している方の入院受け

入れも要請がありましたが対応できる状況にはありませんでした。人工呼吸器装着者の方

を受け入れた医療機関では他の医療機関への移送も余儀なくされ広域医療搬送が検討され

ました。しかし、行政も混乱している中で広域医療搬送をどのように進めていくのか窓口

の確認等やりとりもかなり大変だったそうです。どこの部署の誰と確認し承諾が得られた

ら広域医療移送は可能なのか・・・結果的には東北大学の青木先生、当時の厚労省課長補

佐との相談、調整により官邸との交渉が成立し広域医療搬送が実現したのですが…行政の

仕組みは複雑だなと感じました。 

 

ALS 患者も入居している仮設や地域での支援の実際 
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仮設住宅には難病患者さんも沢山います。震災後にＡＬＳの診断がついた方もいました。

震災直後からしばらくの間、医療機関では一般診療が出来る状態ではありませんでした。

診察可能な医療機関の情報はテレビのテロップが頼りでした。診察している病院はどこと

どこでお薬の処方が必要な方に限りますという状況です。一般外来ができる状態ではなく

慢性疾患等持病のある患者さんは体に異常を感じても直には診察が受けられませんでした。

一般診療が可能となった時期にあっても震災前とは交通機関の事情も大きく異なりました

から体調異変があってもすぐに病院を受診出来ない方も多くいらしたと思います。そのた

め症状が進行し生活状況が大変になってから診断される方も少なくありませんでした。 

また、沿岸部の方達は家を丸ごと流されてしまったため、パーキンソン病の方は薬も流

されてしまいました。気仙沼市で開業されている神経内科の先生の病院のもとには沢山の

患者さんがくすりの処方を求めてきたそうです。しかし、処方するにもカルテ情報がない

上、一枚、一枚手書きで処方箋を何十枚も書かなければならず大変苦慮したという話や在

庫のくすりが切れそうになり窮地になった。など壮絶な体験を語って下さいました。 

避難所では、飲む薬がないために症状が悪化した方もいたみたいです。トイレも大変な

状況だったので、トイレに行かないために水分を控えていた方もいたそうです。診療所が

できると応援の看護師さんや保健師さんの手を借り、避難所にも薬が届くようになったた

め何とか薬が飲めるようになりました。その後は、障害や病気を持っていらっしゃる方は

保健師さんたちの訪問で福祉避難所に移動できるよう手配が進められました。しかし、福

祉避難所と言っても同じ体育館の中を分けて対応することだったそうです。避難所への訪

問は各保健所の保健師さんが回ったり、市町村の保健師さんが振りあてられたり全国から

沢山の保健師さんに応援していただき対応することができたそうです。 

 

マニュアルを作っていてよかった 

兵庫県の例も参考に…さまざまな疾患や地域事情への対応 

 この「災害時対応ハンドブック」は兵庫県で作成された災害マニュアルを参考にして作

成しました。詳細な内容の記載項目になっています。平成 17 年に起こった宮城、岩手内陸

地震を契機に翌年の 18 年度より具体的に地震に備えた検討を開始しました。人工呼吸器を

装着したＡＬＳの患者さんだけではなく、呼吸器を装着したお子さんをお持ちのお母さん

から作成の希望があり作成したと聞いています。多少の項目等の修正は必要になると思わ

れますが呼吸器を装着していない方であっても医療依存度の高い方にも使用していただけ

る内容になっていると思います。このハンドブックの冒頭には心構えとして 3 点記載され

ています。災害時に避難するか否か誰が判断するのか、自宅待機が可能な場合と自宅待機

が不可能の場合が想定されますが判断するのは誰なのか、ご本人、ご家族の方に判断して

いただけるようお願いしています。避難する場合はすぐ避難できるよう、必要なものは常

日頃から用意しておき、置き場所も誰にでも分かるよう管理したうえで避難できるようお

願しています。また、可能ならば、できるだけ避難訓練も実施していただくと良いと勧め
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ています。短時間で避難できる準備も必要な事であると考えているからです。外出する機

会のある方とそうではない方では出かけるまでの準備時間にも差が生じます。 

 

三日間くらいは自力で…さらに支え合い 

マニュアルは作っていてよかったなあと。まず先に思いました。「災害対応ハンドブック」

というこのハンドブックの周知をしていました。各保健所保健師さん方にできるだけ多く

の患者さんたちに紹介して欲しいとお願いしていました。作成の中で一番重視したところ

は、冒頭に記載した災害の心得の部分にあります。地震がいつ、どの時間帯に起こるのか

わかりませんので、患者さん家族が自力で行動できることを意識し準備していただくこと

が何より大切だと感じていました。いつどんなときに起こったとしても、自分たちである

程度３日間くらい生活できるように準備しませんか。というような提案を最初に行いまし

た。３日間というのは神戸の地震の時の被災状況から公的支援が入るのは７２時間という

話もあった事やこれまでに経験した宮城県中での大きな地震の経験から想定しました。当

時は宮城地震の発生確率は９０％であると想定されていましたので、出来るだけ自助への

支援を進めたいというのが作成した大きな目的でした。 

 

市町・地域で異なるさまざまな災害への対応が求められる 

実際にこのハンドブックを埋めていくことは大変な作業でもあります。内容もボリュー

ムがあり、中をみていくと、書き込むところが結構あります。ただ、これを書くことだけ

が目的ではありません。むしろ、どのような災害が起こりえるのか様々な災害を想像して

どう行動するか具体的にシュミレーションすることが重要であると考えました。いろいろ

なイメージを膨らませながらも現実的に行動するためにはツールも必要であると考えこの

ハンドブックを作成しました。移動する時には誰がどういう方法でどこに移動するのか、

具体的に実際に行動できる方法を検討していただきたいという部分で保健所保健師さんや

市町村保健師さんにもご支援をいただけるようお願しました。災害に向けた準備が町内会

レベルでも進む中で、支援が必要とされる神経難病患者さんに周りで作成してお渡しする

のではなく実物を紹介し作成について声をかけていただき、患者さんご自身や家族の方が

自ら、「やはり必要だよね」と声をあげていただいた患者さん家族から作ってもらいました。

作成に際しては、支援者の方と一同に会いして様々な情報提供をしていただきます。居住

する地域や周辺では過去にどういった災害があったか、ハザード情報を市町村の担当の方

から提供していただきます。市町村からハザード情報をいただく場合は、保健所保健師か

ら市町村担当の保健師に依頼していただき、災害担当職員の方より情報収集していただく

ようお願しています。話し合いの前に情報を集めていただいて、話し合いの時に患者さん、

家族に情報提供をしていただきます。そのうえで患者さん家族が自分たちの避難行動をど

のように考えるか検討していただきます。たとえば、「過去に自宅の裏手の方で土砂災害が

ありました。」等の情報の場合には、がけ崩れの危険が起きた時に、うちの家のどこのあた

りから崩れやすいのかとか、そういった時には部屋はどこがいいか、家の中でも道路の側
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に移動した方が良いか、など具体の話を患者さんとご家族で具体的にシュミレーションし

ていただき検討していただくことが重要であると考えています。そして検討した内容を支

援者も共有し救助の際に活用していただければと考えています。 

 

家族でどんな計画をもつか 

また、安否確認方法についての検討もしていただくようお願いしています。「誰が安否確

認にきてくれるのか」とか、「この時間帯だったら○○さんが来て、この時間帯だったら家

でやるわ」と・・そこまで具体的な話をして欲しいと希望しました。司会進行を務めてい

ただく保健師さんには、なかなか進めにくいところもあったと思いますが、その場の雰囲

気でいろいろなディスカッションを深めていただいたと聞いています。その中で、「安否確

認に来られない場合はどうするのか」など話しにくい話題にも触れますがお互いにとって

大切な検討内容であると考えます。「それぞれだから家は家でやる」といったご家族の方と

か、「だれが来てくれてどこに行けばいいか教えて欲しい」といった意見も出てくくること

もあります。しかし、できることとできないことがあります。支援者にも限界があること

も含めて話し合う事が重要なことではないと思います。現状をよりリアルにイメージして

いただき、避難行動も具体的にシュミレーションしていただく必要があると思います。ハ

ンドブックの中に書き込まないまでも、話し合いで決めていただくことが大事かな・・・

と思います。 

 

「津波てんでんこ」と支援者としての役割 

当時、当県の筋萎縮性側策硬化症（ＡＬＳ）の特定疾患医療受給者証所持者は 155 名（平

成 23 年 2 月末現在）おいでになり、そのうち、気管切開下による人工呼吸器装着患者は

62 名（長期入院患者 12 名、在宅療養患者 49 名、施設入所者 1 名）でした。平成 23 年

5 月～8 月にかけ、仙台市内在住者を除いた県７保健所・2 支所管内に居住し、訪問調査の

承諾が得られた 13 名（男性 9 名、女性 4 名）の震災時の状況について、県各保健所保健

師、宮城病院ＡＬＳケアセンターと共同で訪問調査を実施することが出来ました。その結

果、自宅待機ができた方と病院に避難した方に分かれました。自宅待機できた方は専用の

外部バッテリーの他、発電機やシガライターケーブル、内部バッテリー搭載の吸引器、足

踏み吸引器とう複数用意されていました。病院に緊急避難入院された方は、人工呼吸器の

電源供給を受けケア等には家族の協力が必要となった状況でした。病院にいる間に何が一

番大変だったのか家族の方に聞いたところ、食事が大変だったと話していました。介護者

の食事は親戚の方やヘルパーさんに届けてもらったようです。インタビューの話を紹介し

ますと「本人の食事はエンシュワがあるから良かったけど、自分（介護者）の食事がなか

ったのが困った。売店は閉っているし、本人をおいて外に買い物に行くわけにはいかなく

て、お店も閉まっているし…ね。病院にいる間は、自宅の片付けも何もできなかったです。」

といったお話や「給水車に並ぶ時間がなく、水が無くなってしまって大変だった」などが
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ありました。今後はどのように対応しますかと尋ねたところでは、「これからは家にいるよ

うにしますという人」と、「これからも病院に行きます」という意見に分かれました。「こ

れからは家にいるようにしますという人」の意見では、「病院に行かなくても家でできるし、

家にいた方が自分自身（家族）は助かった」という答えもありました。また、今回の調査

の中で津波の直接被害を受けた方に状況を伺う事が出来ました。その方は一階が全部浸水

したために二階に避難して助かりました。たまたまその時間、ヘルパーさんやケアマネジ

ャーさんが自宅に来られていて女性３人で抱えて移動したそうです。結構体格がいいＡＬ

Ｓの患者さんでしたが３人で呼吸器も一緒にご本人を二階に上げたそうです。「何もかにも、

必死だったから何も考えられなかった。無我夢中で動いた・・・」と奥様が話されました。

今回の震災では津波の直接被害で県内の呼吸器装着ＡＬＳ患者さんがお二人亡くなられま

した。救助を待っているところに津波が来てしまったようです。本当に事前には予想もつ

かなかった…。避難できた方、できなかった方それぞれその時、その場での判断があって、

行動をとられたという意味ではその時の判断に間違いはなかったのだろうと思います…安

否確認についての課題も残ったと思います。支援者はどの時間でも安否確認に行かなけれ

ばならないのか、そのことにについて今後それぞれが考える必要があると思いました。確

認に向かう事が出来ない状況もあるからです。今回の震災では訪問中のケアスタッフの人

も亡くなられました。亡くなった方々のご家族もいらっしゃることを考えると、職業意識

というものが美化されてしまう危険もあるのではないかと思いました。未だに悩みます。

個人的に言えば、自分の身は自分で守る。そのための選択は自分自身なのかな・・と思い

ます。責任は誰もとれない、なかなか難しいですね。大丈夫と思ったことが大丈夫ではな

かったということを今回経験しました。宮城県沖地震に備えた準備はしてきましたがそこ

まで高い津波が来るとは誰も想定しなかったと思います。沿岸部周辺には津波警戒区域と

いう場も設定されており、避難場所も指定されていました。けれど、避難場所にまで津波

は到達しました。事前に準備をしていても想定外はあるのだなと思いました。今後、繰り

返さないためにも今回津波が到達した場所を明確に示し後世にまで伝えることが必要であ

ると思います。そして、支援者としての役割を考えた時には、自助への援助であると考え

ます。私達の聞いた事やいろいろな経験をした事実を伝えることが大切なのではないかと

思っています。事実を知っていただき今後、自分たちでどのように準備しておけば良いの

か、自分たちの周りの事や環境を見て、どこでどういう生活を送るか含めて、考えていた

だければと思います。 
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（独立行政法人）国立病院機構宮城病院 ALS ケアセンター 

（医療法人社団）爽秋会 岡部医院・同訪問看護ステーション 

 

（独立行政法人）国立病院機構宮城病院 ALS ケアセンター  今井尚志先生 

               同上        MSW 椿井富美恵先生 

（医療法人社団）爽秋会 岡部医院            岡部健先生  

               同上 ケアマネジャー  今野まゆみ先生 

上記 4 名の方々にお聞きしました。今井先生のご配慮により、岡部先生、今野先生には

わざわざ宮城病院にお越しいただきました。文中の敬称は略させていただきました。 

 

宮城病院にて 

2011 年 11 月 23 日 

 

宮城病院の紹介 

神経筋の病気に対する総合治療センターとしての役割：宮城県神経難病医療ネットワー

クでの拠点病院として、確定診断とセカンドオピニオン外来、病名告知から病態に応じた

多角的な治療戦略、リハビリテーション、在宅療養支援まで、精神的支援も含めた総合的

な医療を展開。（ホームページから） 

爽秋会の紹介 

爽秋会スタッフ一同は、患者様とご家族の思いを大切にし、「安心して自分の家で療養

したい｣「人生の最後を自分の家で自分らしく過ごしたい」という、ご病気を抱えながらご

自宅で過ごすことへの不安が少しでも解消され、ご自宅での生活がより有意義なものにな

りますようケアをおこなっています。（ホームページから） 

 

発災時訪問しての安否確認には限界・・・支援者側にも犠牲者が 

独自のメーリングリストが効果的 

訪問前提のマニュアルだった・・・行けないことあり得るんだと 

【岡部】患者の安否確認には我々も行くんですけど、同時にこちらも被災者になっている。

しかも、爽秋会では職員である看護師が一人亡くなっています。訪問スタッフの身の危険

があるところには、たとえ在宅でのケアでも行かせられない。それが一点。震災以前の、

平時のマニュアル作成時には、安否確認などで在宅の患者のもとに行くことが前提になっ

ていました。しかし、行くことができないことも、かなりあり得るんだと思い知らされま

した。在宅側はこの点を常に頭にいれておかねばなりません。 

 

情報共有できたのは・・・携帯で使えるメーリングリストだった 
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【岡部】 職員と患者の安否確認に関して、情報共有できたのはメーリングリストでした。

特別なものでも、ややこしいものではありません。爽秋会ではたまたま、スタッフ全員の

携帯にも到達するメーリングリストを持ち、日常から使用していた。結局はあれが有効で

した。 

コンピュータは使用不能になり、そのコンピュータ自体の回復には１週間以上かかって

います。情報確認など、本当に使いたい時に使えなかった。ファックスも落ちました。光

関連ファックスがうごきません。かえって、アナログはかなり持ちこたえました。それで

もまあ、今回動いたのは事前に使っていたメーリングリストだけでした。しかし、通常の

医療機関なら、医療情報の守秘性の問題もあり、こういったもの事前に作りたがりません。

ただそれでも、これを持っているのと持っていないのではかなり違う。 

特に被災直後、6 時間ぐらいは携帯の基地局が動いています。バッテリーがあるからです。

ただ携帯ですけど。 

誰々安否確認、正常です、というメールが手軽に送受信できて、確認がとれました。こ

れが一番よかった。私は宮城県の訪問看護の会長という役割もあったんですが、訪問看護

のメーリングリストを被災後に立ち上げようとしました。震災後のことです。しかし、新

しいものを立ち上げようとしても、全く動かない。結局、前もって、使い慣れているメー

リングリストしか動かないのです。このようなツールがあると、安否確認にいい。 

【今井】 先生が作ったメーリングリストは数人で作ったクローズですよね？ 

【岡部】 セミクローズです。 

【今井】 病院からも知っていただくとすればどういう使い方が良いですか？ 

【岡部】 逆ですよね。病院側が患者さんを呼び、関係者のメ―リングリストを作ってあ

れば、相互にやりとりできるようにする。そうすれば普段相互に問題が起きた時には問題

はそこ行きますよね。簡単な停電かなんかでも、うちの患者はメールで連絡がきますから

ね。 

人工呼吸器の患者さんは、状況によっては家族が動けない時に、人口呼吸器が危ないと、

そこのメーリングリストに飛ばす、すると誰かが行く、そういうのもありです。ただ病院

が管理すると守秘性のゾーンを上げすぎちゃって、携帯だと問題があるとか、なんだかん

だ言って、結局組まないのです。 

独自のメーリングリストが・・・ 

【岡部】 病院自体のオーダリングに繋ぐというのはできない。だから、別にね、対応の

先生とか訪看とか入れた別のセミクローズな、そこを組まないと駄目だと思います。だか

らネットワークの拠点病院、協力病院だけでもそこまで組むと良い。私自身、被災直後に

緊急車両の動いたんですよ。厚労省の緩和ケアのメーリングリストです。緩和ケアにひっ

かかっていた。緩和ケアの連中から、仙台って大丈夫なのかと。ガソリンがない、緊急車

両が欲しいとか、ここでひっかかっていた。厚労省が動いて緊急車両証なって。オープン

かセミクローズか手だてはあるでしょうけど、その手のひっかかりのメーリングリストが

いくつかあると、そこだけで情報共有は出来るし、現実に厚労省と現地つながらないので
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す。行政も動かなかったんですから、行政じゃなくて直接流れなんか出来て、そこから通

達を起こしてもらっています。訪問看護に対しても、緊急車両に対しても、ガソリンの供

給入れてくれっていう、緊急車両証を訪問看護ステーションに出してもいいよっていう、

通達出させたのです。ＤＲＣＰで緩和ケアのメーリングリストですね。顔見知りになって

た厚労省の人がひっかけてくれて動いて、翌日には通達を出してもらって、通達でメール

出したんですよね。うちのところは看護の人は早かったな。４～５日、そういうような必

ず近辺と繋がらなくなるようになりますから、なんかの道がついてないとどうにもなりま

せん。 

患者さんとの関係なども含めて、普段から使い慣れているメーリングリストがあると、

それが生きたというのが、今回だったのです。これは情報として。おそらく厚労省もいく

つかのメーリングリストは見ていました。だから、現場からは情報は来ない。薬は本当に

あるのかとか。薬はあると。厚労省側でみていったので、そういう全国規模のメーリング

リストを持っていたと思います。結構素直に情報を発信出来ていると。 

「確認終わったか」などの連絡も 

【今野】 安否確認は行ける所は行きたいけど、自分がいる場所というのがあって、自分

のいた場所から行ける範囲しか動けなかったし、安否確認はメーリングリストかね。行け

た人からとんでくるメールの確認が大きかったですかね。チーム間であそこ安否確認行っ

たかどうかわからない。そこはごっちゃになって一人に何人も行っただとかはあります。

そこにメールがあると、あそこはもう行ったと分かる。 

 

個人情報の壁は・・・ 

【岡部】 被災している時に、個人情報もへったくれもないです。言ってられない。個人

情報というのは、命をどう守るかという時は、無視した方がよろしい。個人情報とか、い

くつかの近代的なルールを見ていたら、助かるものも助かりません。現場で実際のところ

はそうです。アナログ版作らないと。 

【今野】 パソコンも使えなくて、ただその拠点に集まれる職員は少なく、また集まった

職員だけで、患者さんリストを上げてなきゃいけず大変な作業で、先生しか関わっていな

い患者さんもいて全くわからないとか。 

普段やってないことはできない 

【岡部】 非常用リストをプリントアウトして持っている、というルールを作ってあった

のですけど、動いてなかった。前もってそういうルールがあったにしても、リアリティが

ないまま作った手続きなど、とんでしまいます。 

普段やっていること以上のことは出来ません。むしろ、普段やっていることの５掛け６

掛けの中でやっていくしかないのです。マニュアルを見ると、普段やれてないことさえ、

突然やるみたいになっています。ナンバーつけてて患者の実際の住所を付き合わせるなん

て、普段やっていません。普段やりなれてないことは、震災の時には動かないですよ。普

段やりなれてない上に、普段の何割かの能力しか現場にいる人間は持てないんだ、ってい
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う気持ちで作らないと、非常用のマニュアルも絵に描いた餅になってしまいます。今言っ

たことも、うちの診療所では起こったことです。やりなれていないし、リアリティーがな

いから運用もされないのです。結局、運用しなくてじゃあすまないのです。何もかもしっ

ちゃかめっちゃかだったから、ひっぱりだすのも大変・・・ 

津波は２００m。建物は無事でしたが、中身はめちゃくちゃでした。周辺は今壊している

最中で、ここ（宮城病院）と同じような感じですね。地盤悪いんですよ。 

今のことをまとめると、いろんなことをやろうとした時に、普段やっていること以上の

ことも出来ないし、せいぜい出来ることは５割ぐらいになってしまいます。そういうこと

を考えた上でマニュアルを作ることは大事だと。 

 

重症患者の搬送と薬の供給 

孤立状態が 4 日つづく 

【今井】 少なくともこの病院は孤立しちゃったもんだから、その、あっという間に人が

押し寄せてきた時、薬や点滴はなくなっちゃったらしいです。それで消毒も出来ない。点

滴もない。こういう風だったのはまる４日ぐらいですよ。 

緊急対応に合わない命令系統 

【今井】 九州管内の国立病院の職員が、国立病院機構本部の命令が出る前に、空港まで

行って待機してくれたのですが、本部からの命令が出ないため、一旦引き上げているんで

すよ。地域からの要請があって、初めて本部から命令を出して他のところが動くと。 

それでも現場としては、命令がなくとも動いて欲しい。DMAT も同様です。例えば県か

らの要請で来たんだけど宮城県のどこに行って欲しいのかということまで言わないと駄目

みたいで、そこのところ県が把握出来ない。また、DMAT が引き上げた後の空白の期間が

ちょっと出来るのが問題で、７２時間経過すると DMAT は引き上げちゃう。それで継続的

にどのように対応するか問題が残ります。誰に継続支援するか話し合いが必要です。 

落ち着いた患者を遠隔地へ・・・急患・新患の受け入れに努力 

【今井】 重症患者の搬送ということですが、病院はもともと空いているわけではなく、

普段からいっぱいなんですよ。その地域の患者さんが百数十人の患者さんを避難所的に来

られた。 

津波で怪我した、肺炎を起こしたっていうのもある。あっというまに病院はいっぱいに

なる。 

１階２階の患者は津波が来るかもと３、４階へ。プラスアルファーの食事が３日間確保さ

れている。集まってくれた人達の食事もどうやって出すのかと言うことも心配でした。 

私は、本当にこの病院に入院している人で人工呼吸器をつけていて、ある程度落ち着い

た人を遠隔地に送りましたが、入院中の落ち着いている人を遠隔地に送る・・・少しでも

ベッドを空けたいと私は考えました。 

ヘリコプターで運ぶのを止めて、要請も断ってここだけでなんとか乗り切れという考え

方の人も中にはいます。 
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在宅でライフラインがストップした時、在宅酸素の管理が安全に出来るということはあ

りえない。だから病院に経由してもらって送るというのをきちんと作っておかないといけ

ません。 

電話も電気もガスも酸素もない中での最善 

【今井】 普段電話連絡とかきちんととれていて、電気がついていて、酸素があって始め

て安全を確保出来る。ライフラインがストップしてしまうと在宅で過ごすのは念頭におか

ない方がいい。 

 今回病院側から動いて頂いて後方の方からかなり送っていただいた。あれがあったから

助かっているんで、在宅でやり続けていると電気がない、ガスがない、連絡がとれない。 

ライフラインが復活したところは戻していただいて構わない。だから、在宅で見られな

いというのは・・・おそらく長い時間じゃない。電気がないと言って病院行ったが、次の

日には電気が戻って、家に帰った人もいます。中心部が２日、３日で。場所によって違う

状況でした。 

72 時間は自宅で頑張れる方法を 

【今井】 病院の立場で考えると、最初はいろんな人が来て大変だから、逆に自宅で７２

時間は頑張る方法を、それぞれの人が持っていて欲しいんですよ、ライフラインが途絶え

て７２時間は。 

今回みたいな長い時間の停電には、７２時間を越えてもだめ・・・その時には、ぜひ病

院に支援を求めることが求められていると思います。 

最初の７２時間、大混乱の中で優先順位とは言わないけど、普段元気だった人で具合悪

くなったという患者が押し寄せてくるじゃないですか。だからそういう人を優先せざる得

ない。だからこそ自宅で７２時間持ちこたえるようにしとくことを前提として、越えたら

積極的に受け入れるよという風にしないと最初来られると病院は対応できない。 

ヘリ運用の調整とマネージメント：事前の準備が 

【今井】 長距離搬送の問題の一つは、乗せる乗員を確保するというのは大変なんですよ。

今回もね、実はスタッフが行ったきりになっちゃう。置いてこられたら大変で、我々が今

回新潟長距離搬送を行った時２往復して、４人の患者を搬送しました。往復して、交渉す

るのもまる一日かかっての連絡ですよ。ヘリのタイミング、それと出せるタイミング、乗

員を確保出来るタイミング。この所を調節するマネージメントがすごいですね。それこそ

事前準備しておかないとね。 

内閣府直轄で 

【今井】 交渉の途中から、内閣府と直接連絡することになり、内閣府から自衛隊の幹部

にも連絡してくれて、どういうヘリを送れるということを、ヘリの種類によって乗せる人

員が変わる。そのタイミング、が大切でした。こういう人をということで・・・こちらの

判断ですぐださないと間に合いません。 

本当はね、お迎えを出すといて搬送してもらうことが必要ですね。 

司令塔機能が崩壊しちゃってバラバラ 
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【岡部】 司令塔が全くなかった。司令塔機能が崩壊しちゃってて。今年行ったら課長が

賛同していましたよ。これしょうがない。あそこだけで情報収集して判断して。ずっと寝

ていないとか。司令塔機能をどこからか持ってこないと。 

司令塔機能がそれなりに大事、というのは、地域の情報それなりにあったはずだからで

すよ。それなりにあった情報を現場に戻すというのが崩壊してたんで、今回の場合は、フ

ェイスブックでいろんな情報が発信されてるし、それなりあったんだけどバラバラだった

のです。なおかつ、外からの貴重な資源を、どこに投入していいかがわからないのです。

情報がないからです。名取は地域で完全にチームを組んでいました。そして、がんセンタ

ーの医者と看護婦が、休日は診療所の方に行って開業医を支えて、そっちに動いたという

わけです。そこのところに来たのは、やることなしに帰っていただいて、他の情報がちゃ

んと伝わっていればディーマットの所に来る必要がなくて、必要なところに行けた。ちゃ

んと情報の集約が出来てなくてその時に。震災の物流や壊れ方がバラバラなんですよ。山

元（近くの町）もひどかったですよね。亘理（地元の町）のところは、主要道路はつなが

っているからなんとかなる。その辺が司令塔が動いてなくて。それは本省も含めて。 

なんで司令塔をちゃんと作らないんだと。政治的にもいろいろあったみたいで、本省も

その情報を出したそうです。切られたということです。 

だってこれ動いたのは自衛隊だけでしょ。指揮形態がはっきりしてる、実際の分散がで

きたところだけでしょう。他はえんえん作れなかったことになりました。だから周辺の情

報は直後にはあった。だってうちの看護師のなかで、気仙沼の人は知っていましたから。

それぞれの情報を、仙台市内には持ってきているんでしょうよ。ところがそれは司令部に

は届かない。 

どこに飯が足らなくなっているのか、情報一つ知らなくて。物資だけは仙台に来て、そ

の分配ができていないのです。ものすごいミスマッチが起きていました。つまりそこマネ

ージメントするのは大変なのです。 

薬の供給は問題なかった・・・問屋の導線がはたらいて 

【岡部】 薬の供給に関して在宅では問題はなかったですね。薬剤問屋です。震災の直後

からモルヒネがなくなるんじゃないかと。避難所にがんの人がきたらといってて。早めに

問屋のところに行ってモニターしました。早めに問屋のところにいって。ほとんど薬は問

屋にありました。なぜかといいますと、行政の導線は動かなくても、問屋の導線はあった

からからです。だから道路１本あれば来たのです。 

ところが問屋に薬は来ているが、近接している医療機関には来ていないのです。話が大

きなミスマッチがあったのです。在宅側は薬剤を聴取しており、インスリンと生理食塩水、

足らなかったぐらいで、モルヒネ含めて足りなくなったことは一度もありません。 

でモルヒネは麻薬取り締まり法に規制されてますから、通達で麻薬取り締まり法関係な

しに。普段煩雑な薬剤供給のが解除されていたんですが、解除情報は現場にいかなった。

司令塔がないからモルヒネいかなったいいよと、薬局単位で足りない人いたらだしちゃっ
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ていいよ、厚生労働省がおろしているが現場には伝わっていなかったのです。司令塔から

の情報伝達です。 

 

神戸とは違う東北 

【岡部】 神戸の震災とか建物被害が多いところ、津波中心のものと想定をいくつかにわ

けていかないと、話がならない。神戸のときは、薬はなかったのです。あんな狭いところ

で。建物被害がひどかったですね。ところが仙台は建物被害は少なかった。あの時大丈夫

だという話は絶対聞いてもらえません。仙台市内大丈夫だねといっても。仙台はあの時、

かなりの活発なインフラになりました。提供しようとおもえば提供できました。同じマニ

ュアルでは動きません。今回は東北道が動いていたでしょう。結局、東北道がどうにか動

いたんで、緊急にかなり早い時期から入っていました。 

後背地との導線確保を 

【岡部】 静岡は南アルプスの首根っこ押さえられちゃうと、静岡市は富士宮の方がだめ

になって、用宗の方もだめになりゃ完全孤立ですから。宮城県は山形に対しての導線はあ

った。静岡は梅が島にいってそのまま山で、南アルプスです。後背地からの交通導線があ

るかどうかで、おそらく準備体制が全然変わります。静岡市はかなりやばい。清水のとこ

ろ、１号線海岸沿いでしょ。両方落ちますからね。あれ両方落ちて、崩れて日本海岸トン

ネルのところで火事、前もありましたよね、あれで、ストップしてしまう。物流かなんか

も全然違います。後背地があるかどうかで違う。(岡部先生は、以前静岡県立病院に勤務し

ていました。編集者注) 

 

津波被災地では、薬も薬手帳もなくなる 

【今井】 今言われたこともそうなんだけど、津波があったところは仙台市はまだよかっ

たけど、津波があったところは、薬はなくなるわ、薬の手帳はなくなるわ、自分が何を飲

んでどういう風な普段から管理されてるか、患者が知らないと、避難所に行くじゃないで

すか。避難所に普段飲んでいる薬はないとか。パーキンソン病の薬もないとかいろいろあ

りました。 

普段の自分で管理して、よく把握してないとね。そして、病院や医院も巻きこまれると

カルテが流されたりすることもあるし、そういう普段から患者自身がやっぱり自分がどう

いう薬を飲んでいるか、最低限の把握は必要です。 

クラウドによる情報のバックアップ体制と患者の自己管理意識を 

【今井】 電子情報、クラウドの話ですが、うちがやっているのはあくまでもセキュリテ

ィが高い方法を使って患者家族が自己管理出来るようにし医療ステーションや看護ステー

ションがその人達が上手に情報をたきこんで沖縄の方に両方保管出来るようにするような

ことを今検討しています。システムを沖縄と宮城の難病センターと協力して作り始めた。

患者家族の己管理を促す、それを病院もお手伝いするようにしたいと思っています。 
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今までは、病院が管理してくれるのが当たり前でしょ。病院が管理するだけではなく、

今後は、患者が管理をする意識を持ち、電子情報も病院も手伝うけど、患者家族が管理す

るのだよとシフトさせる働きかけが必要です。最近の処方箋が一枚あるだけでね。医者に

とっては。 

 

福祉避難所 

【今井】 資料は、去年２２年度と２３年度の亘理地域から宮城病院へ搬送された件数で

す。 

去年と今年の比較をしてみると、震災後、最初の１週間はものすごい数ですよ。５月の

連休前後から昨年のペースになっています。最初の１ヶ月は大混乱だったことがわかりま

す。現在も去年よりずっと多い。避難所が周囲に出来てるので、寒いので、脳血管障害と

か、白血病とか増えていくのではないか。今結構病院増えているんです。入院させるのが

大変なくらい。 

中には退院させようと思っても、家がなくなっちゃう人もいました。福祉避難所的役割

も兼ねなくてはならない症例もあります。 

 

患者会の役割・・・自ら困ったことを行政に届け・提言する 

【今井】 患者会の役割ということは、このところで何が困ったのか、それぞれの患者会

が作って、そして自分達は災害があった時にどうしたらいいかっていう、困ったリストを

つくって各県の支部がどうするかと考えて欲しい。 

行政がどうのって問題じゃなくて、それぞれの患者会が困ったことのリストを作る。全

国レベルの患者会がきちっと機能して、そこをまとめる。各支部がどうするか、患者会の

役割。場合によって自分達はここを努力するが、医療機関にね、こういうことだけは頼め

ないかという提案をすることだと思いますよ。主体的にやることができる患者会があると

良いですね。 

【岡部】 名取市では、保健師さんが、避難所では適さない人を施設や病院さんに。ただ

それでも、やっぱり私達のところにこういう人がいるんだけど、地域の人から情報が入っ

て、私達の方で知らせていったら、私達ももしかしたらお願いするかも、だけど、見てき

ますねと。あとから連絡が来て、避難所では適さないので、施設の方にお願いしました。

うちの患者ではなく、地域から入ってきた情報を市の方に回して仙台市内を私も回してモ

ルヒネの問題があったらまずいなって思って、仙台市内も大規模なとこ回りました。そこ

の話聞いてみたら仙台の避難所、地震の警告期には全く別になってきて、向こうは今だに

混乱しています。 

ここでも司令塔問題 

【岡部】 石巻は司令塔の問題なんですけど、仮設で、スロープがついているところで車

椅子の人を入居させる予定だったのが、いろんな人が入ってしまい、車椅子の人にスロー
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プがついてないので、外に出られないとか、問題がありました。スロープつきとか言いな

がら、行政の方では入居調整がうまくいかなかった。 

この辺で大きいのは情報のミスマッチです。酸素している人で、ボンベ間に合わないだ

ろうなと思って、月曜におうち行って家族の人が市内にいて、市内からがんセンターへ連

絡してくれて、次の日連絡がありました。明日がんセンターに行きますという家族がいて。

市町村の分散機能がどれだけ、出来るかと言ったら、そっちが壊れてますからね。外から

司令塔機能を持ってこない限り、現実には無理じゃないかなと。被災直後の情報はほとん

ど動けないと無理です。 

外から来てくれる人はいます。応援するよ、っていう話はいっぱいあったけど、応援し

てどこに持っていくのか。流れを整理するのがないので、ほとんど動かなかったですね。 

しかし、メーカー（医療機器）が、持っているリストで、ローラー作戦が出来るような

そういう作戦があるんですよね。だから出来るわけですよ。 

医者というものは、普段バラバラだから、個人ですよね、だからなかなか、先生が言わ

れたように学会で人を出す、どういうことでその人をということになると、なかなかそこ

は困難で出来ない。だからそこをびしっとやるとなると、最低限ディーマットと受け入れ

支援の間の空白を少なくする、これをやるだけで変わります。 

ツイッターで避難所の人が、親戚の人がどこにいるのか突き止めて、誰々の親戚がここ

にいるみたいです。行方不明だったので、それのところに行って捜し当てて亡くなられた

けど。娘かなんかがツイッターで見つけて役に立って。 

あとは亘理に関しては、津波がきた時点で、親戚に当たってもう見つかってないから駄

目だと。施設の人達は１回助けられたけど、認知症があった人は助けられたところからい

なくなってしまう。助かっていたのに行方不明になったり、どこかの避難所に行ったり。

避難所巡りはしました。避難所巡りはしたと思います。私達もしましたもの。何回も回り

ました。 

しかし、物理的に手が足りません。ご家族で来てくれた人もいますよ。おうちは流され

たけど助かったからと。診療所の前に伝言板置いとかないと、連絡が来た人が情報を残せ

ない時期ってありました。診療所に行っても、そこに人がいるとは限らない。連絡には来

ても情報が残せないことがあった。日曜日かなんかでしたね、伝言板、来た人がメモ残し

てくれれば。診療所だとみんな出はらっていることがありました。連絡のとりようがなく

なってしまうので、結局伝言板に頼るしかなかった時期がありました。 

 

停電:計画停電 

【今井】 先ほども言いましたが、発災後７２時間程度、大混乱の時は自力で出来ないか

と思っています。その後、少し落ちついたところで支援を入れたいと。そういう二段構え

に私はなんとかしたいと思っています。 

長期計画停電と言ってもね、７２時間出来るようにすれば計画停電なんか全然問題ない。

自然と乗り越えられると思います。 
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今回全国的に計画停電あった時に人工呼吸器のバッテリー、被災地にも回ってこなくて

売り切れちゃって、そちらの方に一斉にメーリングリストで必要だから用意してください

とかいろんなリストが流れていて、関東の方とか関西の方が自分達も停電になってしまう

と、人工呼吸器つけられている方心配だということで、こちらに物資がまわってこなくて

困りました。 

車の電源というのが一番長持ちしたようですね。 

二重の発電システムを 

【岡部】 ガソリンが安全に備蓄出来るかっていう問題も・・・、この問題が現実的だっ

た。今後の問題から言うと、発電に対して二重の発電システムが必要です。 

実は今回は停電するとガス発電は動かなかった。ところが今年１年以内に電力供給なし

でのガス発電システムを登場させますね。エネオスや日石のホームページには出てました。

するとガス発電とダブルで入っているのでこういう人工呼吸器を使っている人には意味が

あるとおもう。都市ガスじゃなくて、プロパン。普段から使って。普段ガス発電で自宅の

電力供給とおまけに電力がついていると。ただあれ、東京ガスでも、大変なんだけど、そ

れなりに単価が高い。 

こういう人工呼吸器を使ってらっしゃるところについての特別措置かなんかであれば、

可能性としてはあるけど見てないのかな、と考えておりました。 

発電機ですかね。先にガス発電・・・ガス発電が電力を買うということをしないですね。

太陽光やると、ガス電力をまかなって越えた分だけ発電機使うと。ダブルなのでこういう

ケースには安全になるのかなと・・・研究しても面白いかなと思います。 

エネファームでネットでひくと結構出てて、電気がないとわからないっていうのを知ら

ないで買ったやつなのよ。ガス会社に電力使われちゃうとね。電力会社が圧力かけてた訳

ですよ。この圧力が今回とれたので、単体で家庭内ガス発電ができる仕組みになりました。 

【今井】 マンションと一戸建てとあるじゃないですか。マンションでも可能なんですか。 

【岡部】 マンションでも可能ですが、いろいろ制約はあります。例えばオール電化のマ

ンションがあるとガス来ないじゃないですか、これはアウト。プロパンを使う。じゃあガ

スボンベみたいなのを買うとかね。物自体が高いからね。給湯器がある時にガスを。実際

問題ね、一戸建て想定の話が多い、訪問されるのが。やっぱり都市圏では一戸建てよりマ

ンションが多いですから。 

マニュアルも 1 階の場合と 30 階の場合と異なるものを 

【岡部】 高層マンションだと３０階、本当にエレベーターが止まってしまいますからね。

昇れない人がいて。ちょっとマニュアルでも、集合住宅系と一戸建て用と作り変えていか

ないといけませんね。結果的にはちょっと使い物にはならないかもしれない。集合住宅は

やっぱりこういうことなのです。工夫とか、メモしておかなければいけませんね。 

電気自動車（からの電源）はマンションじゃ難しいですね。 

オール電化でガス発電力を予備電力として作られたマンションが売りに出ていますから

ね、災害対応の。予備電源システムをいくつもあるというのが売りになっていますね。た
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だそういうのを持っていないマンションで言うと発電機もあれでしょ。大規模バッテリー

ぐらいしか。発電機も。そうだと思うし。マンションになるとね。 

ガスボンベ式の発電機もあるけど、ガスボンベ自体なくなってきているし。結構短いと

言う話も。酸素を入れるのが。すぐなくなっちゃった、と言ってましたもんね。 

 

原発問題はコメントできない 

 

津波てんでんこ考 

その時自分はどうするか・・・リアリティーのあるつめた話し合いを 

【今井】 それからあとはね、安否確認で訪問看護やヘルパーさんが津波地域に行くのか

という大きな問題があります。岡部先生が危険なところに派遣できないと言っていたけど、

まあ亡くなった職員もいて、そういうところに入っていた時に、津波が来る。患者を置き

去りにしてなかなか帰れないと・・・実際はかなりありました。 

患者家族どうするかっていうことを援助してくださるヘルパーや訪問看護ステーション

の人と、（患者側から）自分達は置いて貰っても仕方ないと思う・・・とか、そういう話

し合いを１回して欲しいと思っている。うやむやにしたままじゃなくて、避難させるとす

ればどうやって搬送するのか、乗せていってくれとかね、まあそういうリアリティに富ん

だ話をやっておかないと。そこをうやむやにしてね、医療や福祉関係者だけでは物事を進

めないことを考えることも必要ですね。今回した大きな体を生かすべきだと思う。 

全員救済できればいいけどこういう震災の時は無理だと認識してないとね。消防団員で

あるとか、町の民生委員とか逃げないおばぁちゃんを避難させようと行って亡くなってい

る。 

【岡部】 名取のデーターでも高齢者死亡率は高い。名取の介護の高齢者率が２％下がっ

ているからね。そのくらいに変わる。逃げないと説得して元気な人が亡くなる。あまり好

ましくない。 

逃げないなら逃げないで決めて置いてくれという話になっちゃう。逆に逃げないと、あ

なた達は私達を置いて早く逃げなさいとメッセージを送る。 

今回の震災で分ったのは、他人のことを考えて心配になる。あそこにじいちゃんいる。

知っていると逃げられない。それで亡くなっている・・・それやこれやで「津波てんでん

こ」です。 

全員救済するということでなければかなり突撃部隊は減る。ただ訪問看護も訪問介護も

自衛隊のようなレスキューのトリミングを受けるとか、そういう時に見落としてやるとい

う業種ではない。 

ただやっちゃう、職業意識で。医療者だけじゃなくて近所のおばちゃんが亡くなる。こ

の地域に戻って亡くなっている。社会福祉協議会だとかそれぞれで動いているからまとま

りがない。結局ボランティアが登録はしていても自分達のやり方があるのでいろんな人が

入っていく中で同じことをしていたり、支援の仕方によって避難所の人が混乱するのも見
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られた。あと立ち代わり入れ代わりあるし、中身もやっぱり自分達のやり方があるので、

困る人がいて。それよりも自分達はただ話を聞いて欲しいだとか、やっぱり自分達の側に

たってことがあったみたいで。 

だから野原さんみたいな人は、僕達は医療者側から言うのだけど、他の人達はあまり言

えない。野原さんみたいな人の方が言い易い。言っていかないと医療者福祉関係者が何で

もかんでもやってあげることになると犠牲になる。 

 

集落と宗教と絆を考える 

【岡部】 利用者からね。静岡大学の近くに家があって。震災の直後にがんの患者がいて、

末期の方でした。亡くなることが時間の問題だった時に即連絡がとれなかったことがあっ

たのです。これに強烈な批難が来ました。この状況で。これ、看護の責任でやるだろうっ

ていわれました。震災の中で、こうあるべきだろうと言われると、こちらもかなり疲弊し

ました。現実にありまして。やっぱり何がベースにあるのか。医療者はいつでも患者のも

とに行かなければいけない。他県の人達はやっぱり状況が分かっていなくて、津波の経験

をされていない方が多くて、自分達が経験したから分かるけどとは言いながら、結局は分

かっていなくて。 

こういう時はこうすべきだろう、と実際に電話をもらいますけど、実際には連絡すら出

来ない状況の中で、我々がどう動くかというのは、できるかぎり私達もやっているけどま

ず理解されません。つらい状況です。中越地震とかありましたけど、今回津波と地震は全

く別です。お話してもテレビを見ての状態とは違うので、来ていただければ分かってもら

えるのですけど。 

僕のところの患者が避難所に行きますよね。ある人は近くにいて全部流された。もうひ

とりはぎりぎり大丈夫でした。大丈夫なところは大丈夫で、家に帰れます。全部流された

人は鼻マスクの人工呼吸だったり、そういうのもなくなってしまっていた。そのままずっ

と避難所にいるでしょ。その人は悪化してしまった。それも孤立してね。 

石巻市とか入り組んでいて、ちょっとの差なんですよね。1 メートルもいかないでこっち

の家は大丈夫だったけど、そっち流されたとか・・・本当に悪いっていう状態なので、話

題も一様ではない。親戚のうちに避難していても、最初のうちはいいけど、お世話になっ

たり肩身が狭い。最初の２ヶ月くらいは、一緒にいていいよと言われますけど、家族何人

もお世話になっていて車椅子もいて肩身が狭い。それで避難所に行かれる方とかおられま

した。 

東北個有の風土・・・集落と宗教と絆・・・東北型ネットワーク 

【岡部】 石巻のお寺さんに４００人が避難した、結構寺が動きましたから。アメリカの

災害マニュアルの一番最初には、地域の宗教施設と連絡とれとか指示があります。人がや

っぱり亡くなるので。亡くなった時のケアをしてくれる宗教施設とディーマットとかに連

絡とるようになっています。日本はそこのところが抜けているで、ご遺族ケアが出来ない

状況でした。ところが東北ではそこのところが自動的になっていました。出来ない部分は
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宗教法人連絡会、キリスト教の牧師、神主さん、見て。これは静岡では作れない。被災し

た寺院とか、核になって動けるかというと、動けない。都市化してばらばらになっている。 

観音講というのが残っていて、地域で行われている。契約講が残っていたりもします。

色濃く残っていて、お薬師さんが寺に行って年に１回旅行とかやっているのも習慣であっ

たりしましたから。しっかりやっている。静岡だと殆どやってない。梅ケ島のような山で

は残っているかもしれないけど、静岡はね。あのようなものが本当の地域のネットワーク

です。 

合理性だけを束ねたのは営利団体、絆をつくる群れにならない 

宗教性がない、ネットワークは機能だけではつながりが生まれません。絆の中には合理

的ではないものもあるが、とにかく一緒にやろうとなる。合理的ではない、むしろ宗教性

でつながっているのです。もちろん、いろいろな宗教性がありますけどね。合理性だけ束

ねられるのは営利団体であって、絆を作る群れのようなものにはなりません。非常に不条

理な物を核に置かないと、そういったつながりはできないし、動かない。それが核にある

とね、簡単に動くのです。昔ながらの合理性を持たないような地域のつながりは必要です。 
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帝人在宅医療株式会社仙台営業所 

 仙台営業所長 松本忠明からお聞きしました。 

2011 年 11 月 24 日 

帝人在宅医療仙台営業所にて 

 

東日本大震災：HOT 患者とその対応 

 

Keyword 

在宅酸素療法（HOT，LTOT） D-MAP 災害支援体制 安否確認 東日本大

震災 

 

Summary 

 帝人在宅医療株式会社では，東日本大震災発生直後から被災地をはじめ，停電エリアの

在宅酸素療法患者への支援活動を実施した。震度 5 弱以上の被災地には約 2 万 5,000 人

におよぶ当社酸素濃縮装置の利用者がおり，地震発生直後から災害対応支援システム

（D-MAP）を活用した安否確認を開始。仙台に災害対策本部，東京に災害支援本部を設置

して，全国から応援要員の派遣や酸素濃縮装置、酸素ボンベの緊急配送を行い，避難所や

医療機関で酸素療法が継続できる体制を整備した。 

 今後の課題としては，「地震災害対策マニュアル」の更なる改訂，医療機関や行政との連

携強化，緊急時に酸素ボンベへの移行をスムーズに行うための患者への定期指導などが挙

げられる。 

  

 

はじめに 

 2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分，三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東日本

大地震が発生した。国内観測史上最大の大震災は，被災地はもとより，計画停電実施地域

の在宅酸素療法患者（以下，HOT 患者）にも大きな影響を及ぼした。そのなかで，帝人在

宅医療株式会社（以下、当社）が行ってきた地震発生から現在に至るまでの HOT 患者への

対応を報告する。 

 

Ⅰ、当社の緊急時・災害時支援体制 

 当社は，在宅酸素事業者としての役割を遂行すべく，災害時にも酸素ボンベや酸素濃縮

装置の供給を維持し，患者の安全と安心を確保するための支援体制を整備している。その

柱となるのは，「地震災害対策マニュアル」や D-MAP（Disaster Mapping Assistant 

Partner：災害対応支援マップシステム）（図 1）であり，これらは阪神淡路大震災や新潟
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県中越地震などの経験に基づいて構築されたものである。 

 

Ⅱ、震災直後からの支援状況 

1．3 月 11 日：地震発生 

 地震災害対策マニュアルに従って，被災地の仙台支店に災害対策本部を設置。東京本社

内には，携帯用酸素ボンベや酸素濃縮装置などの医療機器と現地支援のための物資，運搬

車両の手配などを行う災害支援本部が設置された。 

 地震発生直後に，D-MAP からのメールを受信。その情報から直ちに患者リストを作成

し，電話による安否確認を開始した。同時に，現地の医療ガス会社に保管していた酸素ボ

ンベを確保した。 

 

2．3 月 12 日：酸素ボンベ配送開始 

 全国から，応援要員の先発隊が到着。現地医療ガス会社の酸素ボンベと営業所の在庫を

集め，D-MAP のリストで抽出した緊急度の高い患者を優先し，停電エリアの酸素ボンベ

の配送を開始した。 

 東京本社の災害支援本部では，電話による患者の安否確認を継続した。 

 

3．3 月 13 日：緊急車両登録 

 全国から酸素ボンベ 1,100 本と追加の応援要員が到着。当社車両全ての緊急車両登録が

許可され，高速道路を利用した酸素ボンベの配送を開始した。 

 東京電力より，翌朝からの停電実施の発表を受け，計画停電が予定される地域の患者へ

の電話連絡を急遽実施。 

 

4．3 月 14 日以降 

 全国各地から，1 日 40 人，のべ 1,400 名（6 月末現在）の応援要員が東北エリアを支

援。緊急手配によって準備した酸素ボンベは 1 万 7000 本を越え，酸素濃縮装置も 600

台以上となった（図 2）。そのなかから，避難所生活を送る患者への対応として，酸素濃縮

装置，酸素ボンベを約 30 箇所の避難所に設置した。 

 医療機関との連携では，石巻赤十字病院からの要請を受け，3 月 15 日に酸素濃縮装置

50 台を設置した。廊下や待合室，リハビリテーション室にベッドをつくり，非常用バック

アップ電源を使用した「HOT ステーション」を開設し（図 3），多くの HOT 患者に対応す

ることができた。この事例をもとに，宮城県内の病院の協力を得て 17 施設，合計 119 台

の酸素濃縮装置を設置した。 

 また，今回の震災では，市役所に避難した HOT 患者もいた。情報を得た後，迅速に宮城

県多賀城市の市役所に酸素濃縮装置を設置するとともに，当社機器使用患者以外にも酸素

ボンベを提供した。 
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Ⅲ、飛躍的に短縮した患者の安否確認期間 

 阪神淡路大震災では，841 人の安否確認に約 2 週間を要したが，同日数でその約 30 倍

にあたる約 2 万 5,000 人のうち 98.8%の安否を確認した（図 4）。確認の方法は電話連

絡が 72.6%，直接訪問が 27.4%であった。 

 これは，D-MAP の導入によって当該地域の患者のリストアップが瞬時に行えたこと，

福岡の「HOT コールセンター」の人員を増やし，被災地からの連絡を集中させたことなど

が理由として考えられる。 

 通常，当社では，患者からの問い合わせは各営業所に入り，休日や夜間などには HOT コ

ールセンターに自動転送されるしくみとなっている。今回は営業所の被災に伴い，NTT 基

地局から直接 HOT コールセンターに転送する体制に切り替えて電話不通状態を解消した

ことで，被災地の患者からの電話にも対応することができた。 

 また，電話による安否確認と並行して，3 月 16 日からは応援要員の社員とともに電話で

安否確認ができなかった患者宅を一斉訪問し，不在時には「安否確認訪問について」の案

内をポスティングした。患者や家族が避難所から一時帰宅した際に案内をみて，連絡がと

れたケースもあった。 

 今回の震災では津波被害が著しく，避難生活を送る HOT 患者も多かった。町全体が壊滅

的な被害を受けた南三陸町では，社員が避難所となっている歌津中学校の体育館での聞き

込みや避難者名簿の閲覧を行い，患者の所在を確認。酸素ボンベを渡し，避難所の看護師

やスタッフと協議して酸素濃縮装置を設置した。 

 患者宅や避難所訪問による安否確認作業では，道路の寸断や悪路によって到着が遅れた

り，津波被害で患者宅の発見が難航したり，目前で自衛隊から通行を止められたこともあ

った。余震が続く危険な状況ではあったが，社員一同，“自分の目と耳で患者の安否を確認

しないと安心できない。時間がかかっても安否確認を続ける”という一心だった。 

 3 月 19 日には，仙台の呼吸器疾患の患者会である東北白鳥会と協議し，患者会を通じて

テレビやラジオ，新聞などのメディアを利用した呼びかけを行った。避難所にいる患者か

らの連絡が増加し，19日までに27.4%だった安否未確認患者の割合が翌20日には8.7%

にまで減少した。安否確認作業では，患者会との協働も大きな役割を果たしたといえる。 

 

Ⅳ、今後の課題 

 今後は，この経験を活かした「地震災害対策マニュアル」の改訂や衛星電話の通信手段

確保など，災害時支援体制の充実をはかるとともに，医療機関や行政，訪問看護ステーシ

ョンなど，HOT 患者を中心とした相互連携の強化が必要である。 

 また，患者および家族に対しては，災害時に備えた第二連絡先の登録の徹底と，平時よ

り①避難場所，②かかりつけの病院，③近隣の総合病院，④在宅酸素事業者などの緊急時

連絡先の携帯を周知する必要がある。 

 阪神淡路大震災などの過去の災害でも報告されているが，今回の震災でも過度の不安か

らパニックに陥り，体調を崩した患者がいた。予備の酸素ボンベの確認，緊急時に備えた
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ボンベへの切り替えの練習，夜間の停電に備えた懐中電灯の準備などが重要である。 

 医療機関とは，災害時の高リスク患者への対応や災害・停電時の対応の共有に向けた

HOT 導入パスやチェックリストの活用が有用であり，医療機関と在宅酸素事業者との連携

強化に努めていきたい。 

 

おわりに 

 現在は，瓦礫の処理は残るものの交通機関や物流体制，ライフラインもほぼ復旧してき

た。このような状況のもと避難所からの帰宅や病院からの退院に伴い，安心して在宅療養

が行えるよう酸素濃縮装置の設置や点検を実施した。 

 しかし，福島第一原発の事故に伴う避難区域では，いまなお厳しい状況が続いている。

社員の安全を確保するため線量計を携帯させ，被爆量を確認しながらの支援活動を継続し

ており，今後も被災地や計画停電実施地域等も含めた支援を行っていく必要がある。 

 

図 1  D-MAP（Disaster Mapping Assistant Partner：災害対応支援マップシステム） 

（D-MAP 画面説明） 

 

メール内のリンクをクリックして地図上で瞬時に被災地患者情報を確認 

 

安否確認に使用できる患者リストを作成 
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（D-MAP） 

D-MAP は，緊急時の迅速対応を目的に開発した IT を利用した電子地図情報システムで，

震度 5 弱以上の災害が発生すると，その情報を自動受信して被災地域を特定。当社全社員

のパソコンや携帯電話に，D-MAP からメールが入るしくみになっている。 

 

図 2 全国からの物流ルートと東北地方に配送された医療機器 

 

 

（テキスト） 

臨時物流拠点を設置（ボンベ：神奈川/医療機器：山梨/必要物資：大阪） 

支援物資・機器輸送トラックをチャーター：平均 5 便/日 

 

酸素濃縮装置：603 台 

酸素ボンベ：17,173 本 

マスク式人工呼吸器：74 台 

人工呼吸器用バッテリー：284 台 

 

災害対策本部 

災害支援本部 

臨時ボンベ拠点 

臨時機材拠点 

物資調達拠点 

 

図 3 石巻赤十字病院へ酸素濃縮装置とボンベを納品 
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石巻赤十字病院リハビリテーション室 

 

 

「HOT ステーション」として稼働し、避難した HOT 患者が酸素を吸入 

 

図 4 仙台営業所の安否確認推移 

 

 

 

 

 

 

安否確認連絡開始 

16 日本格的な安否確認訪

問開始 

19 日メディアによる呼び

かけ開始 

岩手県保健福祉部健康福祉課 
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岩手県保健福祉部健康国保課 

 藤尾修さん（健康国保課長） 染谷れい子さん（健康国保課主査）からお聞きしました。 

 

                               岩手県庁にて 

                               2011年11月21日 

 

被害も規模も未曾有、事前に万全の準備をしておくことの重要性を実感 

 

東日本大震災津波においては、通常の生活では考えられないことが起こりました。 

例えば、重油もガソリンも不足しました。ガソリンが全くないというわけではなかった

のですが、ガソリンスタンドは給油を行う自動車が並び長蛇の列で、2 時間、3 時間待って

も給油できないといった状況でした。 

避難所も県内に 300 ヶ所以上設置され、その状況の中で、誰がどこに避難されているの

か把握することもなかなか難しい状況でした。 

被災規模が大きく、当然それに伴い、今まで想定もしていなかった対応が必要になりました。 

難病患者さんの災害支援については、市町村が中心になって、難病患者さんも含めて要

援護者の方々の支援を行うわけですが、難病患者さん自身も事前に準備をして万全の態勢

をとっておくということが、重要だと思います。 

 

要援護者の個人情報・・・市町村と県、当事者の問題 

市町村と県保健所との関係 

個人情報保護の関係もありますが、どこにどんな難病の方がいらっしゃるのか市町村自

体も事前に把握しておかなければなりません。 

しかしながら、個人情報を提供してもいいですよ という、難病患者さんの同意がないと

例えば、保健所から市町村へ当該情報を提供することはできません。 

要援護者の方がどこにいらっしゃるのかがわからないと、対応しようとしても、結果と

して対応できないこととなってしまいます。 

 

「迷惑をかけたくない」という意識 

個人情報の提供に係る同意については、その趣旨、目的等についての普及啓発をいまま

でも継続的に実施してきましたが、同意できないという理由がいろいろあります。 

行政に災害時においても、迷惑をかけたくないというのもその理由の一つです。 

行政に迷惑をかけるわけではなく、災害時に要援護者の方々の支援を行うのは当然のこ

とで、もちろん、個人情報は悪用することはないので心配しないで同意してくださいとい

った呼びかけを行うなどして、理解をしていただくという取組みが非常に重要になってく

ると思っています。 
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いろいろな角度からの検討が必要 

これらのことから、個人情報保護法は不要との意見もあるかもしれませんが、当然のこ

ととして、現在ある法律を否定する訳にはいかないので、できることを１つずつ、解決し

ていくとことが重要だと思います。 

いずれにしましても、行政や民生委員、消防団員などの関係者の方々と１つ１つ検討し、

連携しながら支援対策を推進していく必要があると考えています。 

 

要援護者の把握・支援について 

「要援護者名簿」の対象は・・・特定疾患重症認定者・・・半分くらいは同意 

岩手県の場合は重症認定を受けている方に個人情報提供することに関しての同意確認を

行っていますが、昨年度（平成 22 年度）は半分くらいの方が個人情報の提供に同意されて

います。 

しかしながら、その中で、市町村も含め町内会に対しても提供することについて同意さ

れた方は 4 分の１弱くらいです。 

毎年度この取り組みは実施していますが、今年度（平成 23 年度）は明らかに同意率が上

がっています。今まだ集計中ですが、おそらく全体の 7 割くらいの方が同意されています。 

 

「重症認定でも入院者」などは除く 

難病患者さんは、病状の具合とか生活状況が様々で、普段はふつうに仕事に就き、日常

生活に特に支障がない方から重症認定を受けて日常生活においても全面的な支援が必要な

方まで様々なので、まずは重症難病患者さんからアンケート調査等を行い、災害時の要援

護者を把握していく必要があると思っています。 

 

障害者手帳所持者については、市町村が把握 

難病患者さんで障害者手帳を持っている方については、市町村で把握できていると思い

ます。 

重症認定は身体障害者手帳 2 級以上に相当する方となっています。そのことから考える

と 7 割以上は把握していると思います。 

 

透析患者への支援・・・岩手腎不全研究会との連携・協働 

県内の透析医療施設が被害を受けて、一部の透析医療ができないという状況がありました。 

透析患者さんは、週に 2～3 回透析を受けないと命にかかわってきますので、県内の透析

医療施設の被害状況等について早急に把握をする必要がありました。 

どの透析医療施設でどのくらいの透析を実施可能なのかを把握し、透析を必要としてい

る患者さんの受入調整を毎日行いました。 

また、透析を行うためには水が相当量必要で、併せて、停電が続いていたので、自家発

電装置が稼働していないとだめでした。 
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自家発電装置が稼働するには、重油や軽油が必要で、そういったものも不足する状況と

なってきました。 

そういった物資については、県の災害対策本部で一括して供給調整を行いましたが、場

合によっては自衛隊にも協力してもらい、その窓口調整や災害対策本部等との連絡調整を

当課で行いました。 

また、今回の東日本大震災津波においては、県内の透析医療機関から構成される岩手腎

不全研究会の絶大なご協力をいただいたことで、県内の透析医療の確保が円滑かつ適切に

実施することができたと考えています。心から感謝しています。 

 

透析医療機関の診療情報・連日提供・・・医薬品メーカーとの連携・協働も 

透析医療施設の状況については、毎日確認しました。 

電話が通じない状況でしたので、お医者さん同士の個人的なネットワークもとても有効

でした。 

また、医薬品メーカーからの情報等あらゆる情報を活用しました。 

ガソリンが不足して、徐々に患者さんが通院できない、通院が困難な状況も懸念されて

きました。 

市町村に協力をお願いしたり、透析医療機関で患者さんの受診のためにバスを出す場合

に、優先的に給油許可証を発行したりと、可能な限りありとあらゆる対応を行いました。 

 

緊急車両と医療関係緊急車両等のガソリン給油 

最初の頃は給油許可証の発行も難しい状況で、自衛隊とか救急車、消防車、警察車両の

給油分しかガソリンがないとも言われました。 

医療機関が運行する患者送迎バスへの給油許可証を発行できるようになったのが、だい

たい 3 月 19 日頃だったと思います。 

被災後一週間はとにかく公的機関にしかまわせるガソリンがないといった感じでした。 

普通にガソリンスタンドに行ってすぐ給油ができるようになるまでには、さらに 1 週間

か 10 日間くらいかかったような気がします。 

そういった困った状況のときには、なんとなく自衛隊が全部やってくれるようなイメー

ジがあるのですが、自衛隊は、最後の最後の手段です。 

 

通行や給油許可証は担当部局の判断で県災害対策本部が発行 

通行のための許可証と、給油の許可証とは別で、最初、高速道を通行するには通行許可証

が必要で、沿岸の被災地に行く時にも、道路が閉鎖されていたので通行許可証が必要でした。 

通行許可証、給油許可証については、県の所轄する課が窓口となって対応しました。 

ちなみに、介護関係の車両なら長寿社会課とか、医薬品関係の物資を運ぶのであれば当

課とか、目的に応じて県の中で所管する部局があるので、その給油の許可が必要な場合は

所管する部局に申し出して、そこで各部局がその車両に許可を出す必要性を判断するとい
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う感じでした。 

許可をするのは災害対策本部ですが、その許可が必要だと認めるのは所管課でした。 

 

人命に関わる救急支援は？・・・パトカーとかヘリコプターで 

患者さん等が医療機関を受診する際に、その手段がない場合は、直ちに人命にかかわる

場合は、消防車や救急車や警察のパトカーが対応する。 

それでも無理だといったときには、自衛隊に要請する。 

災害医療ではＤＭＡＴが、ヘリコプターで毎日、朝から晩まで対応していました。 

 

福祉避難所は 64 ヶ所開設された 

まだ岩手県においても東日本大震災津波の対応が終わったわけではなく、現在も続いて

います。 

まだまだ元に戻ったという状況ではありません。 

避難所は平成 23 年 8 月までには、ほぼなく閉鎖されましたが、応急仮設住宅が約１３,

０００戸以上整備されました。 

福祉避難所は６４箇所設置されました。 

そのほかにも、デイサービスセンターとか特別養護老人ホーム等が一生懸命にやって、

そこで一晩過ごした避難者の方々も多いという話を聞きました。 

避難所が 300 ヶ所以上設置され、そこに要援護者の方が避難されて、福祉避難所と同じ

ような対応をしたところもあると思います。 

今回のように災害の規模が大きい場合は、すべての避難所で受け入れ、そこでできるこ

とをやるしかない状態になります。 

障害者・難病患者の方は福祉避難所へ行った方もいれば、行けなかった方もいたのでは

ないかと思います。 

福祉避難所以外の所に避難された難病患者さんを含めた要援護者の方々が、そこにいる

ことで不便になることがないように支援することが必要で、こっちではやりますがあっち

ではやりませんというわけにはいきません。 

 

患者会や民間団体との連携 

透析医療の関係ですと、岩手県腎臓病友の会という患者さんの団体があるのですが、そ

こから現状を踏まえて県に要望を出していただいたり、必要がある時にはこちらからの情

報を、会を通じて患者さんに提供していただくとか、とても協力していただきました。他

の患者団体についても同じことが言えます。 

「ガソリンがなんとかならないか」という要望が患者会からありました。 

やはり現在の車社会で、ガソリンがないというのは本当に困った状態です。 

移動できない、買い物に行けない、通院できないということとなります。病院のスタッ

フも通勤できない。一部の県職員も通勤できないといった状態でした 



103 

 

患者の搬送・薬の供給をコーディネートする担当部局 

医薬品供給についての県の担当課も当課です。 

また、透析医療では、震災当初、電話もメール、ＦＡＸも使えず、被害の状況も把握す

ることが困難で、県内で透析医療が確保できないという状況も想定されました。 

岩手県内の透析患者さんを他県で受け入れていただくということも考えなければなりま

せんでした。 

それで、3 月 12 日には厚生労働省に要請を行いましたが、幸いにして、そういった状況

にはならなくてすみました。 

医薬品が不足した時、あるいは、県内で医療が供給できなくなることまで想定して、そ

の時にどうするか・・。 

常に検討し、マニュアル等も見直していくことが重要だと痛感しました。 

 

搬送後の患者支援は？家族は？ 

県内の透析医療では対応が困難となり、他県へ移動して透析を受ける場合、住まいが必

要で、そこで患者さんが一人でいつまでかも分からないまま生活するのがいいのか、家族

も一緒に行く必要があるのかないのか等、非常に難しい問題がでてきます。 

必要な医療が受けられれば、地元にいたい、戻りたいというのが患者さんの率直な意見

だと思います。 

 

「津波てんでんこ」について 

 

最大限の努力をするのが当たり前 

行政の立場からお話すれば、支援計画をきちんと策定して、きめ細かく、常に見直して

支援体制を準備しておくことが必要だと考えます。 

避難するにあたって、誰が誰を支援するか等をあらかじめ計画しておくなど、最大限の

努力をしていかなくてはならないと考えます。 

支援する方の安全を確保することも、もちろんとても大切なことです。 

 

5 分以内に避難できる体制と街づくり、地震、津波・・・本気でいつも 

平成 23 年 9 月の中央防災会議において、5 分以内にいわゆる安全な場所に避難できる

ような体制について、街づくりの面からもいろいろな問題を含めて、やるべきじゃないか

という提言がまとめられたと聞きました。 

今回の東日本大震災津波では津波で大きな被害がありましたが、阪神大震災とか中越沖

地震では津波はありませんでしたが、甚大な被害がありました。 

どんな条件下でも、要援護者の方を支援しなくてはならないというのが大前提だと考え

ています。 

いろいろな課題等があり、できないとあきらめるのではなく、どうしたらできるかにつ
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いて、行政だけでなく、行政が中心となって、民間の団体とか関係者の方といっしょに考

えていかなくてはならないと思います。 

いろいろな課題があり、できないというのではなく、どうしたらできるのかと・・ 

いままで、地震があっても多くの場合、津波は発生しなかったので、往々にして津波は

来ないと思いがちでしたが、そうではなく、地震が来たぞ、津波が来るぞ！と本気になっ

て、常にいつでも対応する必要があると思います。 

そうすれば、地震が来たよ！えー本当に来るのかな？と海に状況を見に行くようなこと

は起きるはずがありません。 

今回又は今回以上の津波がくると常に考えて対応する必要があります。 

そしてその時に、要援護者の方をみんなで支援していく必要があると思います。 

このことについて、誰も異論を唱える人はいないと思います。 

そしてその具体的な方法や対応について、事前に準備し、いざそうなったときに、うまく円

滑にできるような仕組みや体制を構築していくことがマニュアルや支援計画だと思います。 

 そのイニシアティブを行政がとる・・・当然やっていくということが必要だと考えています。 

 

とても効果がある、行政と民間団体・ボランティアとの連携 

今回の震災を振り返ってみますと、行政あるいは県とか保健所からお願いしてではなく、

自主的に民間の活動団体、ボランティアの方から「協力をしますよ」とか「支援しますよ」

という申し出をいただいた例が多くあります。 

その時に、行政から「こういうことをお願いします」と民間団体やボランティアの方々

にお願いして、対応していただくことが、行政のみによる対応では人的にもおのずと限界

があることからも、きめ細やかな対応を実施していく上で、とても効果的でした。 

 

アレルギー対応で専門家が保健所と連携して 

例えば、食物アレルギー、衣類のアレルギー、石鹸のアレルギーのある方々の支援があります。 

震災直後は、支給される食品はパンと牛乳、カップラーメンが精いっぱいという状況でした。 

そのような状況の中で、アレルギーだからといって、非アレルギーの食品をくださいと

は言いにくかったと思います。 

衣類アレルギーの場合も同様だったと思います。 

そのときに、アレルギーの方々を支援する団体の方々が「支援します」と言って来てく

ださいました。 

それで、そのご協力をいただき、保健所や保健センターと一緒に対応していただきまし

た。とても、感謝しています。 

 

対応が早いボランティアの支援 

また、希少難病患者支援事務局（ＳＯＲＤ）の方々が、震災後すぐに岩手に来てくれました。 

そして支援に関するリーフレットの配布等の支援活動を実施していただきました。 
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とても、感謝しています。 

 

自主防災組織の役割、シミュレーション・訓練 

自主防災組織の組織率は他の都道府県に比べると岩手県は高い方です。 

どちらかというと、いままでは、防火対策がそのメインであり、地震や津波はあまりそ

の活動として捉えられていなかった面もあるのではないかと思います。 

これからは、地震、津波等あらゆる災害を想定した活動に取り組まれ、地域の自主防災

活動を担っていただくことを期待しています。とても心強いかぎりです。 

それにしましても、関係機関、団体等と連携したシミュレーションや訓練がとても重要

だと思います。 
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宮城県保健福祉部疾病・感染症対策室 

佐藤和聡さん（特定疾患班班長）、三浦有紀さん（上同班 保健師）からお聞きしました。 

 

宮城県庁にて 

2011 年 11 月 21 日 

 

１ はじめに 

従来から宮城県では，「地震は近い将来必ず来る」と言われておりました。 

直近では平成２０年６月にも，「岩手・宮城内陸地震」という県内最大震度６強の地震が

発生しました。停電があり，在宅で人工呼吸器を使っているＡＬＳ患者さんもいましたが，

ケアマネジャーや訪問看護師等，支援関係者の迅速な対応で近くの総合病院に緊急入院し，

対処することができました。その教訓もあり，ALS 等在宅で人工呼吸器を使っている難病

患者さんの災害時の対応について取り組みを強めていったという経過があります。 

 

２ 安否確認…要援護者名簿と市町村への情報提供 

ライフライン途絶…緊急入院，広域搬送も 

 3 月中はかなり寒く，ライフラインも途絶した状態でしたので，患者さんにとっては本当

に大変な状況であったと思います。 

 在宅人工呼吸器装着ＡＬＳ患者さんについては，県で安否確認を行いました。停電の問

題がありましたので，多くの患者さんは最終的に電源を求めて緊急入院されました。 

 受け入れた病院の方も大変な状況となっており，東北大学病院等から国に働きかけてい

ただき，他県の病院に患者さんを広域搬送していただきました。 

 

県所管 18 人の ALS 患者，…県が直接安否確認 

 県保健所管内の人工呼吸器装着の在宅ＡＬＳ患者さん 18 人の安否確認を実施しました。 

安否確認を行う保健所では，津波が続く中で現場へ行けず，保健所自体も津波被害により 

活動を数日間停止せざるを得なかった等の状況がありました。約 8 割の患者さんについて 

は，3 月 11 日当日に安否確認出来ましたが，残りの方については，沿岸部に住んでいる患 

者さんであったため，安否の確認には約 1 週間を要しました。 

なお，自宅で津波にあい，お亡くなりになった患者さんが 1 名おられましたが，停電の

ため亡くなられた患者さんはいませんでした。 

 

安否確認は市町で 

安否確認となると，本来は市町村の役割ということだと思います。在宅人工呼吸器装着 

ＡＬＳ患者さんについては，県で安否確認を実施しましたが，そのような患者さんは身体

障害者１級ということで，要援護者として市町村からも安否確認された方もいました。 
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要援護者名簿と特定疾患…市町村への情報提供は当事者の同意をとって 

 先日，稀少難病患者の会の方から「特定疾患の認定を受けている患者は行政が面倒をみ

るが，特定疾患ではない他の難病，稀少難病患者についてはそのような恩恵が全くない。」

という話を伺いました。確かに，特定疾患以外の患者さんについては把握の方法もないの

が現状ですが，特定疾患の患者さんについても，特定疾患治療研究事業の申請で把握して

いるのであり，県から市町村に無断で情報提供することは難しいということがあります。 

 特定疾患患者さんについて，平常時に市町村からの求めに応じ患者リストを提供する場

合は，患者さんから同意を得ておく等の対応が必要だと思います。また，特定疾患患者さ

んは年々増加しておりますし，症状や障害の程度も様々です。特定疾患患者さん全員に同

意を取るというのも，対象が広すぎますし，現実的ではないと思われます。実際は，重症

認定患者さんに限る等，どこかで線を引く対応が必要と思います。 

  

３ 停電への備えと対応 

停電時…非常用電源とバックアップ体制 

人工呼吸器装着 ALS 患者さんに対しては，従来から備えが必要だということで啓発をし

てまいりましたので，外部電源や自家用発電機を準備されている方もいました。しかし，

最終的には医療機関に緊急入院された方が多く，電気復旧まで自宅で過ごした方は少数で

した。その後，非常時の電源確保等について，患者さんご家族，支援関係者でもう一度確

認し，外部バッテリーを増やす，携行缶のガソリンを毎月入れ替えるようにする等，備え

を再確認されています。 

また，震災後，県では，難病医療拠点・協力病院に対して在宅患者貸出用の発電機と UPS

を配備する国庫補助事業を行っています。宮城県を含む東北電力管内，東京電力管内は，

全額国の補助で配備可能です。一部の病院からは，万が一，貸し出した発電機が作動しな

かった場合等の不安の声も聞かれました。定期点検等も重要であると思います。 

 

４ 患者団体の役割 

 今回は，患者さん自身が被災者でしたので，患者団体として何かしらの役割を果たすと

いうことも難しかったのではないかと思います。 

多くの会員が被災した中で，患者団体としての活動も行うことは難しかったのではない

かと思います。しかし，患者団体の中での横のつながり，安否確認や精神的な支え等の役

割はあったのではないかと思います。 

 

５ 生かしたい…その他の気づき 

緊急医療手帳とその活用 

 重症患者入院施設確保事業の中で，平成 12 年度から神経難病患者療養手帳を発行し，消

防や電力への緊急時対応に係る事前登録を支援してきた他，在宅人工呼吸器装着患者さん

に「災害時対応ハンドブック」の作成を通じて，災害時の備えを啓発支援しています。あ
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くまでも備えるのは患者・家族の皆さんという趣旨を基本に，在宅療養環境整備の一環と

して，保健所保健師等の支援者が協力し作成を支援してきました。 

 今回の震災では，神経難病の在宅人工呼吸器装着患者さんだけではなく，小児慢性特定

疾患のお子さんで，在宅で人工呼吸器を使っている方も「災害時対応ハンドブック」を作

成していた方おりました。しかし，後から伺った話では，いざという時の対応について「救

急車を呼ぶ」としか決めていなかったため，今回はひたすら救急車を要請したが，電話が

なかなかつながらず大変な思いした，とのことでした。事前の備えも，どれだけ具体的に

中身を濃くしていくか，その点が大切だと思います。 

 


