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第９回 流山市災害医療対策会議 会議録 

 

日 時： 平成２７年１月２２日（木）１５時から１６時２０分 

 

場 所： 流山市役所 第１庁舎３階 庁議室 

 

出席委員： 鈴木会長   齋藤副会長   中島委員   板津委員 

 向後委員   山口委員（松戸健康福祉センター） 

岡田委員（消防本部）    石田委員（防災危機管理課長） 

健康福祉部河原次長（染谷健康福祉部長代理） 

        

欠席委員： 寺田委員  藤波委員  小池委員  落合堂委員  山口委員 

内田委員  佐々木委員（消防本部） 

 

事 務 局：（健康増進課）増田 寺田 続木 浅水 吉岡 

 

議事録（概要） 

【事務局（増田次長）】 

時間となりましたので、第９回流山市災害医療対策会議を開催させていただきます。

会議に先立ちまして、本日は流山市に隣接したおおたかの森病院の松倉院長と、柏市

で災害医療に携わっておられる行政の担当者３名の方にご出席いただいております。

議題にもありますが、後ほど柏市の取り組みについてご説明いただき、意見交換など

をして両市の災害医療対策の参考にしていただければ幸いでございます。 

また、本日健康福祉部長が欠席ですので、代理として健康福祉部次長の河原が出席

しております。 

それでは議長、本日の議事進行をよろしくお願いします。 

 

【鈴木会長】 

ただいまから第９回流山市災害医療対策会議を開きます。 

なお、出席委員９名、欠席委員７名であり委員の半数以上の出席がありますので、

会議は成立していることをご報告申し上げます。 

 

それでは、次第に沿って会議を進めてまいります。 

まず議題（１）の「備蓄消耗品について」事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局（増田次長）】 

それでは、資料１「災害時救護所備品」をご覧ください。 

災害時の救護活動に必要な消耗品は、マニュアルの３３ページ以降に記載していま
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すが、鈴木会長から新たに消耗品の一覧表を作成していただきました。マニュアルも

この内容に合わせたいと思いますので皆様でご協議いただきたいと思います。 

それでは会長にご説明願います。 

 

【鈴木会長】 

マニュアル３３ページのものは、他市を参考にしているかと思いますが、全て揃え

ると費用がかかりますので、なるべく費用をかけずに備蓄しようと考えて、資料１を

作成しました。 

いろいろな場面で必要となる物を、細かい物も含めて一覧にしてみました。なるべ

く費用をかけないよう、１００円ショップで買える物は１００円ショップで購入する

ことを考えて費用も記載してみました。 

また、消耗品の中の幅広ビニールテープは、トリアージタグが不足した場合に使っ

たり、止血帯や規制線の代用として使ったり、包帯の代用（固定）にも使えたりと、

いろいろな用途に使えます。 

 

後から思いついたので、一覧にはないのですが、冬に発災した場合は救護所内が寒

いと思われるので、ホッカイロもあってもいいと思いました。 

  また、備品ではないのですが、外国人の方も救護所に来られると思うので、救護所

内の表示で、英語・中国語・韓国語なども準備しておく必要があると思っています。 

 

  また、注射器等は滅菌済でも５～６年間程度しか保存できないので、薬剤と同様

に、ランニング備蓄した方がいいのではないかとも思います。 

  値段の高い物ではありませんが、５年ごとに破棄して新しく購入することを考え

ると、ランニング備蓄できるかどうかを検討してもいいのではないかと思います。 

  病院と契約をしてランニング備蓄していくことも可能だと思います。 

 

  前回の会議で検討したとおり、救護所では点滴は一切せず、応急処置をして、トリ

アージで赤や黄色となった方を病院へ搬送し、病院で治療を受けてもらうことにな

りますので、救護所で必要な物は、この一覧の物になると思っています。 

 

  ただ、私は歯科部門で必要な物がわからなかったので、齋藤先生や寺田先生には、

歯科部門で必要な物をご提案していただけたらと思っています。 

 

  何かご意見等ありますでしょうか。 

  他の方も、良くご覧になっていただいて、足りない物がありましたら、次回以降に

ご提案していただければと思います。 

他に意見がないようなので、この内容をマニュアルに盛り込み、足りない部分は足

していくということでよろしいでしょうか。 
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消毒薬についてですが、歯科でも一覧にある消毒薬で大丈夫なのでしょうか。 

 

【齋藤副会長】 

  この一覧にあるもので大丈夫ですが、オキシドールもあるといいですね。 

 

【鈴木会長】 

  救護所で医師会の医師が行う処置は、内科系のものがほとんどで、外科系の処置は

できない状態だと思います。 

   

  また、行政の方は、震度５強の地震があった場合に対応を開始されるとのことです

が、先日医師会の理事会で、５強で対応を開始するのではなく、震度６で開始しては

どうかと意見がありましたので、マニュアルを適応させる震度について後日確認さ

せていただきたいと思っています。 

 

では次に、（２）の「ランニング備蓄について」、事務局の説明をお願いします。 

 

【事務局（増田次長）】 

前回、板津委員にまとめていただいた医薬品のランニング備蓄について検討しまし

たが、来年度予算の市長副市長査定も終了し、ある程度の予算が確保できる見込みで

す。今後は、板津委員を通じて薬剤師会と、細かな点も含めご相談させていただきた

いと思いますのでよろしくお願いします 

以上、ご報告となります。 

 

【鈴木会長】 

ランニング備蓄については、板津委員にご協力いただいておりますが、引き続きよ

ろしくお願いします。 

 

続きまして、議題（３）「マニュアルの一部修正について」事務局から説明をお願

いします。 

 

【事務局（寺田補佐）】 

それでは、何点かございますのでご説明いたします。 

まず、マニュアル３ページをお開き下さい。見え消しで表示していますが、医師会・

歯科医師会・薬剤師会との「災害時の医療救護活動に関する協定書に基づく」という

部分を削除しました。 

これは、既に協定を締結していますが新たに締結する予定をしていますので、あえ

て記載しておく必要はないのではないかということで、削除しました。 
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次の「市への協力」ですが、「健康福祉部への協力」となっていましたので、「市へ

の協力」が適切と思われますので修正しました。 

 

続きまして、５ページをお開き下さい。 

こちらは、千葉県が備蓄している医薬品の提供要請について、千葉県が現在作成し

ている県の災害医療救護計画の中で、県が備蓄している医薬品については県の薬務課

へ依頼することとなっているため追記したものです。 

 

続いて、１１ページをお開き下さい。 

こちらの第８節の透析患者の配分調整について、県の災害医療本部で配分すること

を記載しておりましたが、県ではそこまで決まっていないとのことでしたので削除い

たします。事務局の確認不足で大変申し訳ございません。 

 

続いて、１９ページをお開き下さい。 

域外搬送拠点について、流山市の臨時ヘリポートの記載ですが、今後変更されるこ

ともございますので、場所を限定してしまう記述は削除しました。 

以上です。 

 

【鈴木会長】 

事務局からマニュアルの修正について説明がありましたが、意見等がありましたら

お願いします。 

  ヘリポートについては、鰭ヶ崎小学校から搬送用ヘリコプターが飛んだこともあ

りましたよね。学校の校庭は、学童が危険でないと判断された場合、ヘリコプターが

発着陸できることになったようです。ただ、夜間はヘリコプターが飛ばないので、日

中の搬送方法になるかと思います。 

 

  透析患者についてですが、流山市内は透析可能な医療機関が少ないので、その医療

機関で市外から来られる方も含めて対応していただきたいと思います。 

  透析には、水が多く使われるので、災害時は可能な限り透析を実施してもらうよう

になるかと思います。 

 

【中島委員】 

  透析には、１人あたり約１０リットルの水が必要になります。患者さんにはカリウ

ムを体外へ排出させるアーガメイトゼリーなどが処方されていると思いますが、そ

れでも５日以上は透析の間隔をあけられないと思います。 

 

【鈴木会長】 

  マニュアルの修正等については、何かありますでしょうか。 
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【板津委員】 

  備蓄医薬品について、八千代市が最近発表したのですが、八千代市は救護所７か所

が、全て病院となっており、備蓄医薬品についても各病院を主体にランニング備蓄し

ているようです。 

  そのランニング備蓄に係る経費は、約４００万円だそうです。 

 

【鈴木会長】 

  病院での医薬品のランニング備蓄となると、医薬品の卸との関わりが問題となっ

ていますが、その点はどうなのでしょうか。 

 

【板津委員】 

  八千代市では、医薬品として病院に渡すのではなく、医薬品購入費として病院に支

出しているので、卸等は特に関係ないようです。 

 

【事務局（増田次長）】 

  その約４００万円の経費は、初年度だけなのでしょうか。 

 

【板津委員】 

  そのようです。 

  流山市内の病院でも協力してくれるなら、八千代市方式もいいかと思います。 

 

【鈴木会長】 

  前回病院の方が、災害用医薬品の備蓄をお願いされても、病院単独で予算を取って

備蓄するのは難しい、行政から援助があればという話があったと思うのですが、そう

いう事を八千代市は決定したということでしょうね。 

  本日は、病院の方が欠席されているので、今後の検討課題としましょう。 

 

  本日の検討課題については、以上になりますが、今までの事で何かご意見等ありま

すでしょうか。 

 

  では、先ほどもご紹介しましたが、本日は柏市のおおたかの森病院の松倉先生と、

柏市役所の３名の方にお越しいただきました。 

本日、松倉先生と柏市の方にご出席していただいた経緯について簡単にご説明しま

すと、昨年柏市さんからお誘いを受け、私と中島委員と行政の方の計５名で、１１月

１８日に柏市の災害医療検討会を傍聴させていただきました。 

おおたかの森病院は、流山市と隣接しているので、災害時には流山市民の方の多く

が病院に行くことが予測されます。 

  また、向小金地域も柏市と入り組んでいますので、隣接市との情報共有が必要だろ
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うということで、今回流山市の災害医療対策会議の様子を見ていただくことになっ

た次第です。 

まず、柏市の方に柏市の取り組みを説明いただき、その後意見交換とさせていただ

きます。 

それでは、柏市の方よろしくお願いします。 

 

【おおたかの森病院 松倉院長】 

  おおたかの森病院の松倉です。私は、この５年ほど柏市医師会の救急災害担当理事

をしております。 

  柏市医師会では、平成１０年に「４８時間マニュアル」というものを作成しました

が、県からの指示で発災後７２時間の対応をということになりましたので、枠組みの

見直しなどを現在おこなっています。 

  柏市では、拠点病院方式をとっていますので、傷病者は病院に集めようということ

になっています。４８時間マニュアルの作成時、中越地震の経験を生かして、オブザ

ーバーを招いたり、現地にヒアリングしたりして、傷病者は病院に集まってしまうと

いうことで、このような方式となっています。 

  また、東日本大震災の後には、副会長と私が釜石市に行き、被災地を実際見てきた

ことなどを加味して、現在に至っているような状況です。 

  会議の内容等については、柏市の災害担当の方から説明いたします。 

   

【柏市 防災安全課 平島さん】 

  柏市の防災安全課から、私平島と、片桐、保健福祉部福祉政策課の永塚と３名で参

りました。よろしくお願いします。 

  松倉理事からご紹介いただきましたが、柏市が今までどのような取り組みを行っ

てきたか、また今後どのような取り組みを行う予定かを発表させていただきます。 

   

【柏市 防災安全課 片桐さん】 

  柏市役所防災安全課の片桐です。 

  本日資料を用意させていただきましたので、資料に沿って説明致します。 

  柏市災害医療検討会の活動というものになりますが、平成２５年の９月から月１

回で開催し、今年度に入りまして２か月に１回で開催しています。 

 

  まず、柏市の医師会と柏市との関わりについては、資料のスライド１になります。 

  平成２３年の東日本大震災、また平成２４年５月１９日に江戸川水系に有毒物質

が入って市内の全域断水という２つの大きな危機事象があり、これらをきっかけに

医師会との協議を強化しているところであります。 

   

それ以前は、柏市立病院への医薬品備蓄を進めたり、医師会・歯科医師会・薬剤師
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会との協定を締結したり、食料品について大型量販店との協定や災害用井戸や耐震性

貯水槽の整備等を行っておりました。 

  東日本大震災以降は、これらをさらに強化していく必要があるということで、医師

会をはじめ、医療活動に係る水や油等の問題についても、それぞれの業者等と協定の

強化などを進めてきました。 

また、医薬品に関しても、卸業者との連携ということも強化しています。 

 

 情報通信体制について、通信設備等を整えてきましたが、平成２０年度からは通信

システムをデジタル化して市内病院に配備しているところです。 

 また、平成２３・２４年度には、衛生携帯電話を拠点病院に配備しています。 

 このように、情報の多重化をはかっているところですが、検討会では更なる情報の

多重化が必要ではないかという話が出ています。 

 

  資料スライド２をご覧ください。 

  柏市災害医療検討会についてですが、平成２４年度に東日本大震災を受けまして、

市では地域防災計画の大規模な修正を行いました。 

  その修正を受け、柏市災害医療検討会を実施することとなりました。この検討会

は、柏市地域防災計画の実効性を高め、大地震等の災害発生時における具体の活動や

医療連携を的確に行うために、災害医療に携わる実務担当者レベルで「命を救う４８

時間」をあらためて検討し、具体化することを目的としております。 

 

  検討会では災害医療に係る資源の見える化を図るため、平成２５年度末に災害医

療マップを作成し、そのマップを通じて出てきた課題をさらに、マニュアルや計画に

反映していく形をとりました。 

  平成２５年９月に発足しましたが、特に具体性のあるものをということで、このよ

うな形になりました。 

  １０月から月１回のペースで先生方に集まっていただき、災害医療マップを作っ

てまいりました。集まっていただく先生は、資料スライド３にあるように、徐々にメ

ンバーが増え、組織が大きくなってきました。 

  この検討会は、何かを決定する機関ではなく、市の方向性を各先生方に確認してい

ただき、ご意見をいただいたりして、修正していただく形になっています。 

   

次にスライド４になります。 

  平成２５年度は、マップの作成等いろいろ検討してきました。その中で出てきたも

のが、情報の受電達の多重化の更なる促進ということで、ソーシャルネットワークサ

ービスを活用できないかと意見があり、今までなかった視点で検討を始めています。 

 防災マップは、市の地図システムを使って作成しております。市のシステムの範囲

で地図を変え、災害事象について地図を使って訓練するという形もとっています。 
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 具体的には、医療機関を地図に落としてみて、地区ごとの医療機関数の偏りや、市

境の病院等について検証したり、スライド６のように地図に、薬局や接骨師を落とし

たりして検証しており、スライド７のようにいろいろと検証してまいりました。 

   

シミュレーション訓練については、スライド８・９になりますが、１つの危機事象

を時系列で地図を使ってどのように動いていくか、どの道路が寸断されるか等、フェ

ーズごとの動きを検証してきました。 

  地図におとすことで、昼間診療所にいる医師の数と、夜間に市内にいる医師の数が

わかり、課題を確認することができます。 

   

今は、フェイスブックを活用し、病院の連携を図る実証に入っているところです。 

  以上簡単ですが、説明させていただきました。 

 

【おおたかの森病院 松倉院長】 

  ソーシャルネットワークの話で、災害マップの案内がありましたが、火事や地震が

起こった際、６号線は緊急車両以外が通行止めになること、病院が倒壊した場合や、

火事が起こっている場所等の情報は、リアルタイムで本部に集積するようになって

いますので、ソーシャルネットワークを使い、市民へ情報を解放していくことで、市

と市民が情報共有できるのではないかと考えています。 

また、市民も調べようとする方が多いので、情報を解放していこうと考えています。 

 

【鈴木会長】 

  せっかくの機会ですから、何かご質問ありますか。 

 

  私から、直下型地震が発生した場合、電源喪失が考えられますが、そうなるとソー

シャルネットワークは使えないと思います。その点はどのようにお考えですか。 

  ソーシャルネットワークは便利なツールだと思いますが、医師会の先生で、なかな

か使いこなせない方もいると思いますが、その方々をどのようにまとめて、ソーシャ

ルネットワークを使う方向になったのでしょうか。 

 

【柏市 防災安全課 片桐さん】 

 スライド１０になりますが、昨年の大雪の被害で、山梨のある村が孤立したことが

ありました。その際、村は電気も電話も通じない状況でしたが、ウシャヒディという

ツールを使って、その村が孤立していることを外部に発信したことで、救援に向かう

ことができたという話をきっかけに、ソーシャルネットワークの話が出るようになり

ました。 

ソーシャルネットワークをメインにするということではなく、情報の多重化の１つ

として考えております。比較的災害時にも使えるという可能性があるならば、今から
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勉強をしておこうということです。 

柏市の医師会副会長も、「とりあえずやってみないとわからないから、やってみよ

う。」とおっしゃっています。 

 

【鈴木会長】 

  流山市の方では、情報の発信に関しては、どのような手段があるのでしょうか。 

 

【防災危機管理課長 石田委員】 

 流山市では、防災行政無線とデジタルのＭＣＡ無線に頼るところが多いです。 

 ソーシャルネットワークまでは、まだ発展していません。 

 

【鈴木会長】 

  今後は、ソーシャルネットワークの使用に発展する可能性はあるのでしょうか。 

 

【防災危機管理課長 石田委員】 

  先ほどお話しがあったように、電源の確保という問題がありますので、ソーシャル

ネットワークの良い所と悪い所を検討しているところです。 

 

【鈴木会長】 

  発災直後は、電気が停まっている可能性が高いと思いますが、電気が復旧してか

ら、何か情報が共有できるといいと思います。市の方でも検討をお願いします。 

  ソーシャルネットワークに限らず、市のホームページなどでも良いと思いますが。 

   

  柏市の医師は、全員柏市にお住まいではないですよね。開業の医師以外は、診療所

と住居が別々の方が多いと思いますが、そういった医師には、災害時の召集をどのよ

うに説明しているのでしょうか。 

 

【おおたかの森病院 松倉院長】 

  柏市は、大きい病院があるので、医師の数は多いように言われていますが、その中

の１つの病院では、医師の多くが都内にお住まいということです。 

ですので、開業していて診療所と住居が一体となっている医師や、診療所が自宅か

ら５分以内にある医師を中心に拠点病院に集まっていただくようになっています。 

 

また、災害が起こる時間帯が、昼か夜かで変わって来るかと思いますが、現在は昼

に起きた場合で検討しています。 

 

医師会の中でも、マニュアル作りに携わっている人は内容を理解していますが、そ

の他の医師については、今後広めていかなければと思っています。 
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柏市では、検討会のメンバーに接骨師の方が入っています。接骨師の方は外傷の応

急処置についてカバーしてくれると思いますので、拠点病院の近くの接骨師の方にも

集まってもらうことになっています。 

 

【鈴木会長】 

  接骨師については、流山市でも検討していきましょう。 

時々、会議で話題になるのですが、柏市でペットの扱いはどうお考えでしょうか。 

 

【柏市 保健福祉部福祉政策課 永塚さん】 

  ペットは、避難所で受け入れるように計画上はなっていますが、ペットを嫌がる方

もいるので、避難所運営の方がペットの扱いを考えるということになっています。 

 

【鈴木会長】 

 流山市でも大変なことになると思いますが、どうですか。 

 

【防災危機管理課 石田委員】 

 自治会では、ペットを連れて避難訓練をするところはありますが、実際に避難所内

での訓練には至っていない状況です。 

  マニュアル上は、ゲージのある場所に集める等の構想はありますが、現在はペット

も多様化しているので、相性などの問題もあるので難しいのかなとも思っています。 

 

【鈴木会長】 

  ありがとうございます。 

  その他に、ご質問等ありますでしょうか。 

今後、いろいろ参考にさせていただきたいと思いますし、松戸市など隣接している

市とも情報交換をしていきたいと思っています。隣接市と協力しながら、流山市はで

きることをやって、７２時間乗り切ろうというところで頑張っていきましょう。 

 

【齋藤副会長】 

  資料９のシミュレーションが非常にイメージしやすくて、良いと思いました。 

  流山市でもこのようなシミュレーションがあるといいのかなと思いました。 

 

【鈴木会長】 

  もう１点質問よろしいですか。 

  毎年、防災訓練でトリアージの周知を行っているのですが、まだまだ理解していた

だけないところもあります。柏市ではどのように市民に周知しているのでしょうか。 
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【柏市 防災安全課 平島課長】 

  柏市では、総合防災訓練を３つのパターンで回しながら実施しています。 

１つは総合型の防災訓練で、いろいろなことを同時進行で行うので、市民の方が興

味のある場所を見て、触れて、体験できるような市民参加型です。先日柏の葉公園で

行いました。もう１つは、大規模な図上訓練。 

最後の１つは、テーマ訓練として、何か１つテーマを決めて行うものです。前回は

帰宅困難者にスポットを当てて行いました。 

  この３つの訓練方法を、１年ずつローリングさせる形で実施していますので、市民

の方には、総合型の防災訓練とテーマ訓練の際、近くの自治体にご協力していただい

ている状況で、市民の方が楽しめるイベントとなるように企画しています。 

 

  訓練に関して、医師会の先生方と話し合いをした際に、４８時間マニュアルの訓練

をした方がいいのではという意見があり、昨年度は柏市立病院でトリアージ訓練を

実施しました。今年は、慈恵柏病院で２回目の訓練を実施予定です。 

  訓練によって明らかになった問題点を検討会にフィードバックさせて、できると

ころから改善していこうと会議を重ねているところです。 

 

【鈴木会長】 

  ありがとうございました。 

  これで会議・柏市との情報交換を終了したいと思います。本日は、柏市のみなさん

ありがとうございました。 

   

次回の会議の開催は、日にちは改めて事務局から連絡するということでよろしいで

すかね。年度末になりますので、４月になってからになりますかね。 

また、ご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

【事務局（寺田補佐）】 

  最後に消防本部から 

 

【岡田委員】 

  消防署で、２月９・１０日に、多数負傷者訓練を実施します。ご協力お願いします。 

 

【鈴木会長】 

  以上で会議を終了します。 

  本日もありがとうございました。 

 


