
 

第 215 回みなとセミナー 

～より良い在宅療養支援をめざして part11～ 

横浜もひとごとではない！！私達の地域の災害対策を一緒に考えましょう

研修の報告 

 

 平成 29 年 10 月 1８日（水）、みなとセミナーを開催いたしました。院内・院外の様々

な職種の方など 120名が参加されました。 

研修の様子 

 
司会は、療養・福祉相談室 服部祐子が救護服を着て務めました。 

 
開会挨拶 救命救急センター長 八木啓一先生 

 



 

「横浜に想定される災害と当院の機能」について：救急災害業務課の高野 雄太課長 

 

「横浜市の医師会の取り組み」について： 

元町たかつか内科クリニック院長 高塚 洋二先生 

災害発生時における医療救護活動については、避難所等への巡回診療や定点診療等、各区医

師会独自の体制がとられ、自院での診療が可能な場合は、『診療中』という黄色いのぼり旗

を掲げ、診療を行う運用についてお話をして頂きました。 

 

「あなたを孤立させません！避難所ローラー作戦」について：救急部長 中山 祐介先生 



 

「災害時シートの紹介」について：かいごのWa!なか 看護部会長 

アイビー訪問看護ステーション 管理者 金井 美知子先生 

被災しても継続して医療を受けることができるように、かいごのWa!なか 看護部会で作

成しました災害時シートを紹介して頂きました。 

 

閉会挨拶 医療連携センター長 持松 泰彦先生 

 

当院の災害救護活動の様子をパネルで掲示し、研修前に熊本地震災害救護の様子を DVD 放

映しました。 

 



2017年 10 月 18 日開催 

 

第 215回みなとセミナー 

～より良い在宅療養支援をめざして part11～ 

横浜もひとごとではない！！～私達の地域の災害対策を 一緒に考えましょう～ 

アンケート集計結果 

 

講演参加者：計 120 名 

回収率： 90/120 (75%) 

 

① 『横浜に想定される災害と当院の機能』はいかがでしたか？ 

 

 

 

・みなと赤十字病院の災害役割、機能を知る事が出来た。（3名） 

・みなと赤十字病院の機能が理解できた。（2 名） 

・改めて横浜の災害の起きる可能性を知った。 

・実際災害時にどうしたらよいのか分からない事が多いと思います。病院のことをもっと自分自身で知

る事が大事だと思いました。 

・今の現状を把握できたため。 

・病院で働く看護師として、当院の機能や状況を再確認する事が出来た。 

・災害と病院の機能について全く知らなかったので、とても参考になった。 

・分かりやすくまとまっていたので、良く分かりました。 

・救急だけでなく、災害時対策等もかなり充実していると思いました。 

・横浜の仕組みが良く分かった。 

・徒歩 1時間以内での受診先がはっきり出来て安心できた。「自助」もう一度家族で準備します。 

・大まかな仕組みが分かり安心感をもてた。 

・地震による被害について予測されるものが分かり、対策を考えたいと思った。 

・空と陸からの搬送可能と知る事が出来た。 

・横浜市の予測される状況、病院の対応が参考となった。 

・防災と多く言われているが、病院の裏側を知る事が出来た。 

・津波の想定を教えてもらいとても参考になった。 
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・各区の災害や当院に求められる機能が分かったから。 

・災害時もちろん私も被災者！けど医療者でもある為、子供達の安全確保をした上で病院へ来なくては

ならない。災害の怖さを再確認でき、改めて家族で災害時の事について話し合っていくきっかけになり

ました。また、当院以外にも個々で協力してくれる医療スタッフの準備が出来ている事を初めて知りま

した。 

・各地で起きている災害を見るたび他人事ではないと感じるが大規模に取り組んで下さっているのを見

て驚いたし、安心です。さすが「日本赤十字病院の取り組み」と思った。 

・海、空がある事がすごい。経験者が多い事も判って安心しました。救急災害業務課がある事も嬉しい。 

・具体的な被害数値やマップを掲示して頂いたことでイメージがしやすかったと思います。 

・思った以上に被災するのだと改めて感じた。 

・横浜も他人事ではないと認識しました。 

・みなと赤十字の機能が分かったので、要時の際は受診するよう誘導したい。 

 

② 『横浜市医師会の取り組み』はいかがでしたか？ 

 

 

・災害時に黄色い旗を目印に行けば大丈夫という事が分かりました。（7 名） 

・中区医師会の災害時の役割が理解できた。（3 名） 

・医師会の取り組みを初めて知り、医療のチームワークが出来ている事を知り安心しました。（2 名） 

・災害時の診療体制が分かった。（2 名） 

・資料の配布もして頂きたかったです。 

・医師会はそれぞれの連携がないのかと思っていたが、自分の通院が使えない時は救護活動に行くとの

こと。医師も大変ですね。 

・開業医と医師との連携も知る事が出来た。 

・医師会で出来る事を研修されていると分かった。 

・クリニック等への協力も重要。ただ「黄旗」があまり周知されていないと感じた。 

・情報の連携、共存体制を知る事が出来た。 

 

 

 

 

③ 『あなたを孤立させません！避難所ローラー作戦』はいかがでしたか？ 
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・DMATの役割が理解できた。（11 名） 

・保健所との連携大事です。（2 名） 

・日本の DMAT の活動。今まで分からなかったので。 

・DMATを初めて知ったので、大いに期待しています。 

・地域と連携していくことの必要性が分かりました。 

・参考にはなりましたが、こと横浜ではどうする、どうなる？具体的にイメージしながら考えていく必

要があると強く感じました。 

・これからは保健所が拠点になるとのこと。DMATや EMISという言葉も初めて災害時救護隊の活躍が

報じられているのをみるにつけ、心強い。 

・病院だけでなく多くの人が集まる避難所への対応も知る事が出来た。 

・「つながり」の重要性を感じた。これは日頃から必要な事で、特別な事ではないが、実際は中々うまく

いかないな・・・と感じる今日この頃です。 

・EMISさっそくみてみます。 

・日本 DMAT が避難所の医療、衛生体制までお考えいただいていることを心強く思います。今後の連携

が楽しみです。 

・保険所を中核拠点とすることは地域の事が良く分かっており良いと思います。 

・保健師とケアマネージャーの連携が可能との事で、日頃からケアマネージャーへ利用者の情報を提供

し、保健所へ繋げて貰えるように働きかけていく必要があると思いました。 

・患者情報や医療機関情報を持つ保健所との連携を取る日本 DMAT の動向が新しいと感じたため。 

・通信機能がいかに必要か理解出来た。多くの生命を守れるローラー作戦に期待できて安心した。 

・今まで知らなかった事が聞けた。 

・実際に経験していることを話してくださったので、イメージしやすかった。 

・話も分かりやすく理解しやすかった。 

・災害拠点病院としての役割を改めて考える事が出来た。 

・DMATや EMIS の事が良く分かった。 

・どのように災害時に機能するかと課題が分かった。 

・DMATの活動をもっと知りたいです。 

・ローラー作戦すごいです。良く分かりました。 

・色々な取り組みをしていると感じ、日々の仕事を頑張っていこう！災害時に少しでも力になれるよう

にしたいと感じました。 
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・避難所の事はあまり知らなかった為。 

・避難所をローラーしてくれる事で安心感が持てた。但し、避難所が多いので課題は残る。 

・実際の現場からのお話はイメージがつきやすい。地域の避難所を把握しておく。 

 

④ 『災害時シートの紹介』はいかがでしたか？ 

 

 

 

・初めて見ました。こういうものがあることは非常に頼もしいです。（6 名） 

・日頃の備え等本人や患者が意識出来るのは良いと思いました。（2名） 

・退院支援にも生かしていけたらと思いました。 

・医療処置を要する在宅患者のシートは有用。 

・実際にシートを利用者の方に置いてもらうには訪問看護の方が入っていないと置く事が出来ないのが

どうかと思う。 

・必要な利用者さんに使用したいと思います。 

・緊急時に何が必要か考える上でとても参考になると思った。 

・デイでも参考にしたい。 

・訪問看護の方の取り組みが災害に役立つシートとなるのだと思った。 

・これから活用できればと思います。 

・実際に活用となった事例があればお聞きしたかったです。 

・シートそのものは参考になった。その後の経過状況を知りたい。 

・自分のステーションでも使用してみたいと思った。 

・デイサービス等でも在宅医療が必要な方の把握が必要かと思いました。 

・在宅利用者や利用者家族にとってありがたいシートです。 

・病院に運ばれた患者情報をいち早く知る事が出来る。医療処置を継続させるのにとてもスムーズで助

かると感じました。ただ「医療処置」だけでなく、身体疾患の患者のシートもあるか知りたい。もしあ

ればどのようなシートか知りたい。 

・薬の内容だけでも混乱してしまうと思うので、医療機器等を利用している方にとても助かります。 

・災害時にご利用の状態がすぐに把握できるものを準備しておく必要があると感じました。 

・在宅患者の安否確認や避難生活を一緒に検討したいです。 

・看護師として何を見て、どんな準備が必要か分かった。 

・シートは必要であると思いました。ベッドにあればすぐに持ち出す事も出来るし、誰が見ても分かり
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やすいと思います。 

 

⑤ 本会の時間配分はいかがでしたか？ 

 

 

 

⑥ 次回以降の「より良い在宅療養支援をめざして」の会で、お聞きになりたいテーマ、会への要望な

どはございますか？ 

 

・医療、訪問看護、地域の方との連携について。（2 名） 

・精神疾患患者への対応の仕方、アプローチの仕方等、病気別に特徴があれば聞きたい。 

・在宅事業者向けの研修会。（訪問看護師向け。） 

・定期的に地域災害対策の勉強会等、セミナー等をやってほしい。 

・総合病院との関わり、連携について。外来のみであると急いで相談したい時に間があいてしまう不安

がある。 

・避難所へ避難できない方をどう救助するのか実際の取り組みについて聞きたい。 

・災害時シートと同様の取り組み（鶴見区のイエローカードが先駆。青葉区にはグリーンノートがあり、

今後市で統一させていく方針が打ち出された）を整理し、実際の活用事例を聞いてみたい。 

・実際の訓練に参加。 

・実際に在宅で患者を診ている医師のお話をお聞きしたい。 

・これからの災害対策を考えるための手立てとなります。ありがとうございました。 

・とても参考になりました。私は南区で活動しておりますので、南区ではどうなのだろうと知りたくな

りましたし、自分での日頃より対策していけたら良いなと思いました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 所属と職種 
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ちょうど良い 

長すぎる 

短すぎる 

その他 
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                               未記入 5 名 

＜院外＞ 

 

 

＜院内＞ 
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1 1 1 1 1 医師 

訪問看護師 

地域ケアプラザ 

介護支援職員 

訪問介護員 

退院調整看護師 

その他介護支援関係者 

ケアマネージャー 

デイサービス 

行政保健師 

行政 

言語聴覚士 

理学療法士 

病院 
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医師 

看護師長 

病棟看護師 

外来看護師 

コメディカル 

事務 

その他 


