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第８回 流山市災害医療対策会議 会議録 

 

日 時： 平成２６年１１月１３日（木）１５時から１６時 

 

場 所： 流山市役所 第２庁舎３階 ３０５会議室 

 

出席委員： 鈴木会長  齋藤副会長  中島委員  寺田委員  板津委員 

小池委員  落合堂委員  向後委員   内田委員  

山口委員（松戸健康福祉センター）   佐々木委員（消防本部）  

岡田委員（消防本部）    石田委員（防災危機管理課長） 

染谷委員（健康福祉部長） 

        

欠席委員： 藤波委員  山口委員 

 

事 務 局：（健康増進課）増田 寺田 続木 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８回目の流山市災害医療対策会議を開催します。 

会議に先立ちまして、人事異動で本会議の委員の防災危機管理課長が代わったこと

は前回ご報告したところですが、今回ご出席いただいておりますので紹介させていた

だきます。 

 

【石田委員】 

市民生活部次長で防災危機管理課長を兼務しております石田次長です。よろしくお

願いします。 

 

【事務局（増田次長）】 

なお、このマニュアルについては、今年度中に完成させ来年度早々には、市民に周知

し、救護所の備品等を揃えたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

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８回目の流山市災害医療対策会議を開きます。 

なお、出席委員１４名、欠席委員２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、議題に入ります。 

まず議題（１）の「備蓄薬について」事務局の説明をお願いします。 
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【事務局（増田次長）】 

では、まず資料１をご覧ください。 

前回の会議において事務局から、岡崎市のランニング備蓄の例を提示させていただ

き、本市でのランニング備蓄の可能性についてご協議いただいたところ、薬剤師会の板

津委員からご検討いただけるとの回答でした。 

今回の会議に併せ、板津委員にご奔走いただき薬剤師会内部でご検討いただいたと

のことで厚くお礼を申し上げます。 

板津委員に作成いただいた資料について、皆様にご協議いただきたいと思います。 

 

【鈴木会長】 

ただ今、事務局から説明がありましたが、板津委員にこの資料の内容についてご説明

いただき、皆様からご意見をいただきたいと思います。 

板津委員よろしくお願いします。 

 

【板津委員】 

 基本的には、前回の会議で配布された岡崎市の資料を基に考えました。 

岡崎市と比較して、流山市は人口が約半分ですので、備蓄医薬品についても岡崎市の

半分の量として備蓄方法などについて考えました資料が、資料１③の表になります。 

まず、資料１①が岡崎市でランニング備蓄をしている医薬品の種類と量になります

ので、その半数を市内薬局と休日夜間休日診療所に分けて備蓄してはどうかと考えま

した。 

備蓄方法としては、１か所の薬局で、通常の在庫に加えて１００錠入りの物を１本多

く持ってもらうということを、薬局２０か所で実施してもらえると、２，０００錠の備

蓄ができるというように考えています。 

 また、岡崎市のランニング備蓄の品目は、効能のみで商品名が書かれていませんの

で、資料１③には具体的な商品名で記載し、同じ効能の中でも何種類かの薬剤に分けて

考えましたので、この表にある薬剤で良いかというところを、実際に処方される医師会

の先生方に見直してもらいたいです。 

この表の薬剤以外に、違った薬が欲しいという事もあるかと思うので、見直しをお願

いします。 

 また、資料１②の注射薬や消毒薬等については、市内薬局では在庫をほとんど持って

いませんので、どう備蓄するかは検討が必要だと思いますが、市内の病院で備蓄してお

いていただけると、確保できるのではないかと思います。 

 お金のかかることですので、岡崎市の予算状況を参考にしながら考えていけるとい

いのかと思います。 

  

【鈴木会長】 

 板津委員、ありがとうございます。みなさん、何かご質問等ありますでしょうか。 
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 では、私からですが、救護所での輸液はどうしようかと思っています。輸液を行うと

なると、輸液のボトルの備蓄は１本単位ではなく十数本入りの箱単位になるでしょう

し、輸液セットなども備蓄しなければならないので、備蓄するものが増えますし、費用

もかかることになります。 

また、輸液が必要な方は、トリアージ区分では、黄色以上になると思われるので、病

院に搬送しての治療になります。救護所では、消毒やガーゼ等での圧迫止血のみくらい

しかできないと思うので、輸液はしないということでいいと思っていることが１点。 

 もう１点、板津先生に確認ですが、流山市薬剤師会には何店舗加入しているのでしょ

うか。 

 

【板津委員】 

 現在４１店舗が加入していますので、約半分くらいの薬局にランニング備蓄に協力

してもらいたいと思っています。 

 

【鈴木会長】 

 次の議題になるかと思いますが、薬局から救護所への搬送についても決めていかな

ければいけないですね。 

 

【板津委員】 

 搬送以外にも、平日夜間休日診療所内で備蓄保管する場所などについても今後決め

ていきたいと思っています。 

 また、ランニング備蓄に協力してもらえる薬局には、備蓄可能な薬剤の種類と数量を

自主申告してもらい、その分について備蓄してもらおうと考えていますが、申告分の薬

剤の在庫がきちんと維持されているかどうかを年に２回くらい確認していきたいと考

えています。 

 

【鈴木会長】 

 とても細かいところまで考えていただいてありがたいですね。備蓄していても、期限

切れや数量が少ないと、いざという時に困りますからね。 

 医師会としては、平日夜間休日診療所の薬剤や管理については大津医師が担当なの

で、備蓄薬剤の保管場所について今後検討していかなければならないことを伝えてお

きたいと思います。 

 東葛病院さんは、今後救急の訓練をされると伺いましたが、いつの予定でしょうか。 

 

【小池委員】 

来週の水曜日に、トリアージを含めた訓練を実施する予定になっています。 
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【鈴木会長】 

 東葛病院では、新しい病院が完成されたら、マニュアルも新しく作りなおすことにな

るかと思いますので、大変だと思いますが、病院としての訓練は、実施していただきた

いと思います。 

 病院では、トリアージで黄色となった方を受け入れ治療していただき、赤となった方

はできるだけ受け入れて治療をしていただく。赤となった方まで手がまわらないよう

であれば、被災地外の病院へお願いするしかない。 

 私の考えで、まだ賛同を得てはいませんが、救護所で輸液はできないと思います。や

って、救急車の中で搬送中に行うくらいかと。それでも、人数が多ければ難しくなりま

すので、病院にお任せするようになるかと思います。 

 

【小池委員】 

 確認ですが、ランニングで備蓄する医薬品は、救護所用ということでよろしいのでし

ょうか。病院用ではないということですよね。 

  

【鈴木会長】 

 ランニング備蓄の数は、救護所の分です。 

 病院については、医薬品の卸業者との関係から、難しいと思いますので、病院で必要

となる医薬品の備蓄は病院でお願いしたいと思います。 

 

【小池委員】 

 先日、東葛病院と愛友会記念病院の薬務部長と話をしましたが、災害用に備蓄をする

のは、難しいということでした。 

 

【鈴木会長】 

 そこは、病院のご都合で揃えていただくということでどうでしょうか。 

 

【板津委員】 

病院でもランニング備蓄として、現在の在庫に少しプラスして置くということで、備

蓄は可能なのではないでしょうか。 

 

【落合堂委員】 

病院では、今まで薬剤の在庫をなるべく持たないように、在庫を減らしてきている流

れの中で、ここで災害用として在庫を増やすのは実際難しいところです。 

 

【板津委員】 

在庫を多くすることで、期限切れ等のロスが出ることは想定できますので、そのロス

分の費用を行政サイドで援助をしていただければいいのではないかと思いますが。 
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【落合堂委員】 

そうですね。行政が費用を援助してくれるということであれば、病院としても在庫を

増やして備蓄することが可能になると思います。 

 

【鈴木会長】 

費用の援助となると、市の予算が関係してきますが、染谷委員どうでしょうか。 

 

【染谷委員】 

岡崎市でも同様なことを実施していますので、やり方としては可能ではありますが、

援助する額にもよると思います。 

 

【落合堂委員】 

 委託として、費用と備蓄する医薬品の量などが文面で記載されていれば、我々として

も動きやすいです。 

 

【鈴木会長】 

 それは、市と病院との契約になるかと思いますが。 

 

【染谷委員】 

 そうですね。市との契約を交わすことになります。 

 

【落合堂委員】 

 そういった、契約等の具体的な案があると、病院で備蓄の話がしやすくなります。 

 

【板津委員】 

 災害時には、全国各県の薬剤師会に医薬品を被災地に送るようにと通達があるので

すが、新潟地震の時に、各地から送られてきた薬剤の中に、サンプル品があったり、期

限がぎりぎりのものがあったりしました。災害時に支援として送られてくる医薬品は、

あまりあてにできないと思って、日頃から少しずつでも自分たちの物は準備するとい

うことでなければ。 

 

【鈴木会長】 

 ある方から、流山市はホットスポットになったが、ヨード剤の備蓄をしないのかと言

われたことがあるのですが、板津委員はヨード剤の備蓄についてどう思われますか。 

 

【板津委員】 

 原発の近くであれば、そういった備蓄も必要かと思いますが、流山の場合はそこまで

の必要はないかと思います。ただ、必ず使用するということであれば備蓄はした方がい
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いとは思いますが。 

 

【鈴木会長】 

 そうですね。では、ヨード剤はとりあえず、備蓄はしないということで。 

 

【板津委員】 

 ヨード剤より、糖尿病などの薬の方が必要ですよね。 

 

【鈴木会長】 

 そうですね。高血圧や糖尿病は長期間になれば大変になってきますね。病院の方で

も、現在の糖尿病や高血圧の患者さんの数を把握しておくことも必要ですね。 

 歯科の先生からは、この薬剤はどう思われますか。救護所に医師が到着するまでの

間、歯科の先生が被災者の方に薬を処方しなければいけないことがあるかもしれない

のですが。 

 

【齋藤副会長】 

 普段の診療では、鎮痛剤と抗生剤の処方がほとんどで、その他の薬剤の処方はあまり

ないですね。 

  

【鈴木会長】 

 歯科の先生が、処方するためには、薬剤の種類をあまり多くしない方がいいですよ

ね。また、処方する際の注意点や１日の最大量などを、わかりやすくまとめたもので、

処方の間違えをなくすためのチェックリストを救護所に置いておけば、処方しやすい

ですよね。 

 

【板津委員】 

 小児用の薬剤をどうするかということも問題です。小児用として別に用意するか。ま

た、解熱に関しても座薬の方がいいと思いますが、管理が難しいので、内服にするとか。 

 

【鈴木会長】 

抗生剤・鎮痛剤・気管支拡張剤の３種類は小児用を用意しておくのでいいのではない

でしょうか。 

 それから、破傷風についても考えておかなければいけないと思います。外傷となった

場合には、トキソイドをどれくらい備蓄しておくかということになりますが。 

 

【小池委員】 

 病院で、普段の診療では、あまり使用しませんね。 
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【鈴木会長】 

 災害時、外傷の方すべてにトキソイドを打つわけではないですが、千葉県は、破傷風

が多いので、外傷の程度によっては必要となってきます。備蓄するかどうか、病院で検

討していただければと思います。 

 薬ではないのですが、今年の夏はデング熱の問題がありましたので、蚊の対策につい

て何か備蓄しておいた方がいいのではないかと思っているのですが。 

 

【石田委員】 

 防災備蓄倉庫に、蚊取り線香が少量あります。 

 

【鈴木会長】 

 人が集まるところに蚊も集まってくるので、少し検討していただければと思います。 

 

【齋藤副会長】 

 歯科の分野では、災害時も治療をすることもあるかと思うのですが、我々が必要な物

は、電気がないと使えないのですが、ポータブルの治療セットと局所麻酔があれば、な

んとか治療は可能です。 

 

【鈴木会長】 

 局所麻酔は、あれば私たちも縫合する際などに使用できますね。 

 局所麻酔については、次の課題にしましょうか。 

 歯科の治療セットについては、私は詳しくはわからないのですが、備蓄できるものな

のでしょうか。 

 

【寺田委員】 

 ピンセットなどもディスポのものもありますよね。ある程度の物を備蓄しておくと、

歯科の治療が可能になると思います。 

 

【鈴木会長】 

 救護所では、感染症が流行する可能性がありますよね。冬であればインフルエンザな

どですが。エボラ出血熱の流行はないかと思いますが、インフルエンザとエボラ出血熱

のウイルスと遺伝子が似ているといわれているので、アルコールと界面活性剤が有効

といわれています。 

 ２００９年に新型インフルエンザが流行した際も、まずは手を洗うこと、手をアルコ

ールで消毒することから予防しようということになりました。 

 アルコールは、１施設どのくらい備蓄していいのでしょうか。消防法の規制に該当す

るかと思うのですが。 
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【事務局】 

 ５年前に調べた際には、１か所８０リットルまででした。 

 現在、保健センターでは消防法の第４類危険物に該当しないアルコール含有量の消

毒剤を備蓄しています。 

 

【鈴木会長】 

 手指消毒剤と石鹸については、各救護所用に備蓄しておいた方がいいと思っていま

すので、市で検討をお願いします。 

  

【寺田委員】 

 インフルエンザ等の感染症の話がありましたが、発災後、市内の側溝などの消毒を行

うと思うのですが、何日後くらいから消毒が始まるのでしょうか。 

 

【鈴木会長】 

 発災後すぐには、開始されないと思います。 

 

【寺田委員】 

消毒は市が行うのでしょうか。それとも保健所ですか。 

 

【染谷委員】 

 消毒は、市の環境部で実施することになるかと思います。 

 

【山口委員】 

 消毒に係る費用については、後日申請によって国や県から支払われるようになると

思います。 

 

【鈴木会長】 

 市の方が消毒をするということでも、発災後直後から消毒が開始されるわけではな

いですよね。 

 

【染谷委員】 

 災害の規模にもよるかと思いますが、普段でも大雨の後の家屋の消毒等を行ってい

ますが、その場合は大雨の翌日から消毒を行っています。 

 

【鈴木会長】 

 とりあえず、ランニング備蓄の医薬品については、今回の話を踏まえて検討していく

ということでよろしいでしょうか。 

 では、次に（２）の「その他について」に移ります。事務局の説明をお願いします。 
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【事務局（増田次長）】 

それでは、資料の２のマニュアルをご覧ください。 

まず、前回ご意見をいただきました救護所の配置図について、事務局にて修正を加

え、学校ごとに作成しました。マニュアル２７から３１ページになります。 

前回の案に修正を加えた点として、受付、トリアージ、各シートに配備する職種を記

入しました。 

２点目に救護所となる武道場内の器具庫や更衣室を救護班の休憩スペースと薬剤等

の管理スペースと位置づけました。 

３点目に黒シートとして救護所内の隅にスペースを取ることとしました。このスペ

ースは、完全目隠しを行います。 

 

次に、細かな修正となりますが、２ページをお開き下さい。千葉県災害医療本部につ

いて変更がありましたので修正をいたしました。修正箇所は医療本部長が「健康危機管

理監」を「健康危機対策監」に、設置場所が「本庁舎１１階会議室」を「本庁舎５階大

会議室」に修正しました。 

続いて８ページをお開き下さい。救護本部の活動内容の留意事項欄に病院の被災状

況報告書の収集方法について記載を加えました。これは前回の会議でご意見をいただ

いたものです。 

続いて、９ページをお開き下さい。４の役割分担に「救護活動の指揮」「リーダーと

なった医師」を加え、新たに５の留意事項を追加しました。こちらも前回、救護所のリ

ーダーについて明確に示したほうが良いとの意見を伺い記載したものです。考え方と

しては、医師にリーダーとなっていただき、医師が到着するまでの間は先に参集された

歯科医師、薬剤師の方がリーダーとなっていただくものです。 

以上でございます。 

 

【鈴木会長】 

 なにかご意見ありますでしょうか。 

 では、医師会から２３ページの医師会の理事会から、「非開業や医師会非会員につい

ては、除いて組み直しをしてほしい。」とのことでしたので、お願いします。 

 それから、備蓄品について、いろいろ考えていて、私の方から後日提案させていただ

きたいと思っているのですが、三角巾やシーネは、マニュアルにある数では不足すると

思われるので、代用できるものを備蓄したらどうかと思っています。 

例えば、シーネや包帯の替わりに、新聞紙やネクタイなどで代用できますし、布とハ

サミがあれば、三角巾の代用を作ることもできます。また、ビニール紐は、シーネの固

定や駆血帯の代用にもなりますので、お金をかけずに、備蓄しておけるものがあると思

っています。 

 では、今回マニュアルの修正については、よろしいでしょうか。 
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 今回は、板津委員にいろいろとご準備いただいたので、スムーズに進めることができ

ました。ありがとうございました。 

 

【板津委員】 

 あくまでも案ですので、医師会の先生方で確認をお願いします。 

 

【鈴木会長】 

 そうですね。各職種で使用する薬剤も違ってくると思いますので、それぞれの立場で

検討していただきたいと思います。 

 そういったことで、本日の議題は終わりますが、何かご質問やご意見、次回の会議に

向けて検討したいことなどはありますか。 

 

 では、私から１つ、来週の火曜日の夜に、柏市の災害医療対策会議に、私と中島先生

と染谷部長と増田課長と寺田補佐とで参加してきます。 

柏市は病院数や行政の仕組みも、流山市とは違っていますが、柏市の会議の委員の先

生から、「流山では災害医療対策会議でどのような話をしているかを聞きたい」と、話

がありましたので、この会議について話してきたいと思っています。 

また、柏市の会議の委員の方が流山市の災害医療対策会議に参加したいという話が

ありましたが、みなさん、よろしいでしょうか。 

 

＜了承される。＞ 

 

流山市は、柏市以外にも隣接している市がありますので、隣接している市町村と情報

交換などができるといいと思っています。 

 

その他には、救護所となる武道場の見学と、市内３病院の見学をしたいと思っていま

す。そのあとには、訓練等をしていきたいと思っています。 

 

また、災害時には看護師の協力を得られるようなシステムを考えていきたいです。地

域で働いていない看護師さんを募集して、登録してもらうといったようなことですが、

何かいい手段がありましたら、教えていただければと思います。 

 

では、本日の会議は終了になります。次回については、１月２２日（木）の午後３時

からということで、よろしくお願いします。 

 

お疲れ様でした。 

 

                    


