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Ⅰ　総　論

　2011 年、東日本大震災は、我々に多くの教訓をもたらした。想定外の災害は、いつかまた襲って

くる。我々にできることは、備えることである。災害時の新生児医療体制を維持し、また支援する

ために、必要な手順をあらかじめ決めておくことは、災害の被害を最小限にするために大変重要で

ある。特に、災害発生後 48 時間以内までは超急性期であり、新生児医療に特化して外から援助を行

うことはほぼ不可能である。この期間を乗り切るには、いかに自施設で備えておくかが重要である。

その前後の対応をここに取り上げた。

　日本未熟児新生児学会と新生児医療連絡会では、基本となる手順書を昨年 5月に公開した。東日

本大震災から 1年後、ここに…Ver.…2 を公開する。この手順書を各施設、地域の特性を生かして活用

していただきたい。

Ⅱ　総合対策

1．対策本部の設置と被災地域の状況確認
1）…対策本部の設置の必要性を学会理事長と連絡会会長が協議して決定する。

2）……対策本部は、東京都、大阪府のいずれかで、被災地に近くライフラインに支障のない都市に設
置する。なお、学会事務局が事務機能を補完する。補完できない場合には、対策本部で事務補助

者を緊急に雇用する。

3）……対策本部を置く都市およびその周辺地域の学会評議員を対策メンバーとし、代表を選任する。代

表の選出は新生児医療連絡会事務局長、次に本部を設置する都市の新生児医療連絡会役員、次に

本部を設置する都市の評議員の順とする。さらに、メーリングリストで全国の評議員をメンバー

に加える。

4）…ライフラインの障害が生じた地域を被害地域と認定する。

5）…被災地域内の総合および地域周産期母子医療センターを被害新生児医療施設とする。

6）……被害周産期医療施設の施設全体の損傷の程度、病院機能、避難状況を自治体の広報、メディアの

報道等を通じて概要として把握する。

7）……病院機能が温存された被害施設に対して、施設の代表者から必要な情報を収集する。連絡が取れ

ない施設は、新生児医療機能が低下していると判断する。

8）……収集情報から被害状況を判断する。ただし、従来の災害発生状況を振り返ると、災害発生地域と

その程度により支援が必要な内容が大きく異なるので、概ね表 1のようなパターンをあらかじめ

想定しておく。

9）……発生後の時間経過によっても必要な対応が異なるので、災害発生後の時期を概ね表 2のように分

類する。ただし、現地の回復の程度によって時期の分類は変更する。
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Ⅲ　個別対策の基本

1．患者搬送
Ⅰ期

　DMATあるいは自衛隊の患者搬送能力に依存する。

Ⅱ期

A：………新生児医療機能を失った施設から、周辺の非被災地に速やかにハイリスク児を搬送する。また、

新たに発生するハイリスク児に対しては、産科責任者に母体搬送を周辺地域に依頼する。母体

搬送が不可な場合には、周辺地域へ新生児搬送する。同時にローリスクの妊婦に関しても、全

て周辺地域に搬送する。さらに、周辺地域での病床確保が困難となった場合には、非被災地の

受け入れ施設の対象地域を拡大する。搬送は陸路あるいは空路とする。

B：…… …新生児医療機能を失った施設から、非被災地に速やかにハイリスク児を搬送する。また、ハイ

リスク妊婦に対しても、産科責任者に母体搬送を依頼する。これらの搬送受け入れは空路を原

則選択する。そのため、受け入れ施設は周辺地域よりむしろ空路で受け入れが可能な施設とす

A：…… …都市直下型の地震等により、都市機能が麻痺し、さらに多数の新生児医療施設が診療機
能を失った時

B：…… …地方で発生した地震等により、周辺都市での機能は保たれているが、現地へのアクセス
が途絶し、さらに複数の新生児医療施設が診療機能を失った時

C：…… …地方で発生した地震や津波等により、新生児医療施設機能は保たれているが、地域全体
の機能が障害した時

D：……… …都市および地方が同時に被災し、交通機能の麻痺と複数の新生児医療施設が診療機能を
失った時

表 1　災害発生地域と程度のパターン

…Ⅰ期：超急性期
トリアージが必要な時期
災害発生 48 時間以内

…Ⅱ期：…急性期
医療機能およびアクセスが確保できない時期
災害発生から概ね 48 時間から 1週間以内

…Ⅲ期：…移行期
アクセスが回復する時期
災害発生から概ね 1週間～ 1か月

…Ⅳ期：…慢性期
新生児医療機能が回復する時期
災害発生から概ね 1か月～ 3か月

…Ⅴ期：……長期　
専門的な新生児医療以外にも長期の支援が必要な時期
災害発生から概ね 3か月以上

表 2　災害発生後の時間経過による分類
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る。母体搬送が不可な場合には、分娩後周辺地域へ同様に空路で新生児搬送する。ローリスク

の妊婦に関しては、可能な限り早い段階で周辺地域への移動を依頼する。

C：…… …被災地域の新生児医療施設で初期対応を行う。被災地域内で発生したハイリスク児も被災地域

の新生児医療施設に収容する。そして、状態の安定している患者から順次空路で非被災地へ搬

送する。ハイリスクおよびローリスク妊婦に関しては、交通アクセスが回復するまで現地で対

応する。アクセス回復後は、可能な限り周辺地域への移動を促す。

D：…… …被災地域の新生児医療施設内で原則対応する。被災地域内で発生したハイリスク児も被災地域

の新生児医療施設に収容する。ハイリスクおよびローリスク妊婦に関しても、被災地内の新生

児医療施設で原則対応する。被災地内での負担を平坦化するために、被災地域内での搬送も可

能ならば考慮する。

Ⅲ期

A：……新生児医療機能が回復していない場合には、引き続き周辺の非被災地にハイリスク児を搬送す

る。移動の終了していない母体についても、可能な限り周辺地域に搬送する。ローリスク妊婦

は原則周辺地域での分娩とする。

B：…… …新生児医療機能が回復していない場合には、新たに発生したハイリスク児を非被災地に搬送す

る。搬送方法は移動経路により選択する。新生児医療機能が回復した場合には、初期対応を自

施設で実施し、可能な限り非被災地に搬送する。

C：…… …引き続き被災地域の新生児医療施設で初期対応を行う。そして、搬送可能な状態の新生児は非

被災地へ搬送する。搬送方法は交通アクセスの状況により判断する。

D：…… …被災地域の新生児医療施設内で原則対応を続けるが、陸路および空路搬送を組み合わせて、施

設内の搬送可能児を順次遠方の施設に搬送する。ハイリスク妊婦も同様に陸路および空路搬送

を組み合わせて、遠方施設への搬送を依頼する。ローリスク妊婦に関しては、陸路で非被災地

域に移動するように依頼する。移動手段が確保できない場合には、空路も考慮する。被災地内

での搬送は行わない。

Ⅳ期

A：………特殊な新生児医療が必要なハイリスク児は周辺地域に搬送依頼する。同様に特殊な新生児医療

が必要なハイリスク妊婦は母体搬送を依頼する。他のハイリスク児については自施設で対応す

るが、収容能力を超えた場合には、搬送を依頼する。

B：… …A と同様。

C：… Aと同様。

D：… …被災地域の新生児医療施設内で原則対応を続けるが、交通アクセスの回復を利用して重症例は

遠方施設に搬送する。被災地内でのハイリスク児の収容数を可能な限り減らす。

Ⅴ期

A、B、C、D：被災地内でのハイリスク児の発生数は減少するので、新生児医療のみでなく、健診、

予防接種等の母子保健業務を非被災地でも担えるようにする。
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2．物　資
Ⅰ期

医療施設内の備蓄物資に依存。

Ⅱ期

新生児医療の継続に必要な物資の要望があれば、搬送を国あるいは自治体を通じて依頼する。

Ⅲ期

医療物資の供給は不要。

Ⅳ期

医療物資以外で必要なものがあれば収集して被災地に送る。

Ⅴ期

特に不要。

3．人的支援
Ⅰ期　

新生児医療の専門家の派遣は不要。

Ⅱ期

小児科医として派遣を考慮するが、アクセスは自治体、日本赤十字社、国立病院機構、大学病院、

防衛医大等に依存する。

Ⅲ期

新生児医療も担える小児科医として、新生児医療施設で勤務あるいは新生児医療施設常勤医の補助

を行える人材を派遣する。

Ⅳ期

新生児医療施設内の業務に限定せず、健診、予防接種等の母子保健全体を援助する目的で派遣する。

Ⅴ期

常勤医師の勤務軽減を目的に派遣する。
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Ⅳ　個別対策実施のために必要な準備とその実際

1．トリアージ
　トリアージとは医療の制限が厳しい災害医療において最善の救命効果を得るために、多数の傷病

者を重傷度と緊急度によって分別し、治療の優先度を決定することである。トリアージは災害医療

の 3T（triage、…treatment、…transportation）の最初の段階であり、一人でも多くの命を救い、

preventable…death を回避するため災害医療において重要な活動の一つである。

　具体的には、トリアージタグを用いて治療優先順位により、赤（最優先治療群、I）：生命に関わ

る重篤な状態で、一刻も早い処置が必要で救命の可能性があるもの。黄（待機的治療群、Ⅱ）：今す

ぐに生命に関わる重篤な状態ではないが、早期に処置が必要なもの。緑（保留群、Ⅲ）：軽度の病症

および救急での搬送が必要ないもの。黒（死亡群、0）：死亡、もしくは生命に関わる重篤な状態で

あっても救命に現況以上の救命資機材・人員を必要とするため、該当する時点での救命が不可能な

ものに傷病者を 4群に分類することを指す。

　周産期、特に新生児医療におけるトリアージを考えた場合に、新生児は災害に最も脆弱であるこ

とを認識しなければならない。すなわち新生児医療における災害時のトリアージの問題点として、

移送に関して保温、栄養、感染防止が可能かどうか、搬送に人手・時間がかかる、両親と連絡がつ

かないなどといった事態が想定される。これらの点を踏まえて以下に災害時にNICUにおけるトリ

アージを示す。

1）非災害時

　非災害時には災害時にトリアージする場面を想定して、だれが、どのようにトリアージするのか

などを具体的にスタッフ間で取り決めをしておく必要がある。災害時に迅速に対応できるように、

定期的に災害発生を想定した訓練を行っておく必要がある。

　災害時のトリアージを迅速かつ的確に行なうために、平時から勤務の申し送りにおいて、医師・

看護師により入院中の患者のトリアージ色（後述）を決めておくとよい。

2）災害時

　すでに入院している児に対してのトリアージは、①退院を間近に控えて特別に治療を必要としな

い児は可能な限り退院もしくは避難、②比較的状態が良いが継続した治療が必要な児の場合は治療

可能な施設への転院、③移動そのものがリスクを伴う児の場合はその場で継続治療、もしくは状況

によっては治療を断念せざるを得ないといった対応を指すものと考えられる。また妊産婦において

は、急変して未熟児出生や帝王切開の必要性が生じる可能性がある場合には優先的に母体搬送が考

慮されるべきである。

　NICUが被災し、入院児の緊急的避難が必要な場合には、NICUの特殊性に合ったトリアージが

必要であるが、現状では統一したNICUトリアージ・システムは存在しない。

　自施設が被災した場合、スタッフの安否確認と同時に、自施設の設備（電気、酸素、配管、水道

など）がどの程度使用可能かを冷静に判断する必要がある。トリアージを行う者は、各施設毎の事

情により異なる。原則として、トリアージを行う者は各施設において、新生児医療に精通し、かつ
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各施設の医療・施設整備を熟知している者が行う。ただし、誰でもトリアージが可能なように、シ

ステムを構築しておく必要がある。表 3に一般的なトリアージの分類を示す。この分類は現実の

NICUのトリアージにそぐわない面がある。そのため、表 4に NICUにおける具体的なトリアージ

案を示す。トリアージの色は患者数や患者の移送能力、被災状況などに大きく依存し、また災害時

には刻々と状況が変化することが予想されるので、繰り返し評価を行う必要がある。また黒と判定

した場合には時間が許す限り、黒とした理由を記録して残しておくことも考慮しなければならない。

また災害後にトリアージを行った医療関係者の心的ストレスにも配慮する必要がある。

　災害時のNICUでのトリアージを迅速かつ的確に行うためにもNICUとしての共通したトリアー

ジ・システムの構築は急務である。また、NICUトリアージ・システムは一旦構築されたらそれで

終わりではなく、実際に使用される中で、少しでもトリアージの効率と精度を上げるために日々改

善を試みていく必要がある。

表 3　一般的なトリアージの分類　

黒…（Black…Tag）
カテゴリー 0（死亡群）

死亡。生命にかかわる重篤な状態であるが、その救命には現況以
上の医療能力（救命資機材・人員）が必要であり、全傷病者の救
命に不利益となるため、該当する時点での救命の適応がないもの。

赤…（Red…Tag）…
カテゴリーⅠ（最優先治療群） 生命にかかわる重篤な状態で、一刻も早い処置をすべきもの。

黄…（Yellow…Tag）…
カテゴリーⅡ（待機的治療群）

赤ほどではないが、早期に処置をすべきもの。
一般に、今すぐ生命にかかわる重篤な状態ではないが、処置が
必要であり、場合によって赤に変化する可能性があるもの。

緑…（Green…Tag）…
カテゴリーⅢ（保留群）

今すぐの処置や搬送の必要ないもの。
完全に治療が不要なものも含む。

表4　NICUでのトリアージの具体的方法　

黒（NICUから避難しない）
低体温療法、高い設定の人工呼吸管理＊、一酸化窒素吸入療法、
体外式膜型人工肺、血液透析などの高度な集中治療を要する児、
終末期ケアの児。

赤（NICUから状況に応じて避
難させる）

人工呼吸管理中の児で予め避難可能と判断された児、閉鎖型保
育器管理＊＊、循環作動薬などの点滴管理を行っている児。
閉鎖型保育器外で酸素投与中の児は次のように扱う：酸素を一
時的に外しても耐えられる児は酸素を中止して避難。酸素が必
須な児は黄タグまでの避難完了時点でNICUフロアと避難経路
に火事がなければ避難も考慮。

黄（医療行為が必要だが可能
な限りNICUから避難させる） 通常の点滴（中心静脈栄養も含む）、経管栄養を行っている児。

緑（保温に注意しながら可能
な限りNICUから避難させる） コットで経口哺乳を行っている児。

＊…人工呼吸管理中の児の中には、NICUから十分避難可能な児もいる。避難可能と判断される児は、事前の申し送りで「赤」と
しておく。

＊＊…閉鎖型保育器管理の児でも移送時にカンガルーケアなどで体温保持が可能になる可能性がある。避難可能と判断される児
は、事前の申し送…りで「黄」としておく。
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2．災害時の連絡方法
　現状の通信機器は電気に依存している。これは通信端末のみならず中継基地局も同様である。東

日本大震災において携帯電話の通話が不可能になったのは携帯電話キャリアー各社が発信制限をか

けたこと、被災地においては中継基地の損傷および充電能力を超えた電力供給遮断による停波に陥

ったためであり、これらのことを念頭に入れて準備を進めるべきである。NTTドコモの基地局は

24 時間運用を目指して整備しており、これにより 2011 年度中に災害拠点病院の 50%がカバーされ

る予定である。以下に災害時に利用可能な通信機器の利点と欠点を述べる。

1）携帯電話

　音声通話は携帯電話キャリアー各社が発信制限をかけるために被災直後の連絡手段としてはほぼ

不可能と考える必要がある。また現在の基地局の蓄電量では 3～ 8時間以上の停電により中継基地

局の機能が失われ通話が困難になるとされている。電子メール機能は音声通話と比較して発信制限

の率が少ないと思われる。東日本大震災でもNTTで最大30％規制となったが20時以降には規制は

解除になっている。

2）災害時優先電話

　災害時優先電話は発信のみ優先扱いとなるサービスで、着信については一般電話と同じ取り扱い

になる。事前申請が必要なので院内に設置されているか確認が必要である。災害時有線電話の番号

は外部に公表せず発信のみに使用することが大切である。また災害時優先電話が機内交換機収容回

線である場合は、災害時優先電話の回線の直接捕捉が可能であるかの確認が必要である。また公衆

電話は災害時優先電話の機能を有するため、院内での配置を確認する必要がある。

3）電子メール

　…LAN回線（有線、無線）が使用可能ならインターネットを介した電子メールを用いた情報伝達

が最も有効な手段である。インターネットは複数のネットワークを相互接続しているのでどこかの

ネットワークに入れれば通信が可能となる。電子メールがロストする可能性があるのと通常のメー

ルソフトでは相手方にメールが届いているか確認できない点がある。メーリングリストの活用が情

報の共有には適している。

4）Skype

　ある程度の初期投資が必要であるがSkypeのアカウントがあればインターネットを介してSkype

同士の通話、会議通話、ビデオ通話などが可能になる。多人数での会議も可能である点が他の通信

手段と異なる。

5）衛星電話

　月額のコストが他の通信手段と比較すると割高であるが最も確実な通信手段である。部門で整備

するには費用対効果比が低いので、災害拠点病院などでは非常回線として考えるべきである。
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3．被災状況の収集内容と収集方法
　病院機能が温存された被害施設に対して、施設の代表者から以下のリストに示す情報を収集する。

　

1）収集情報

　①…今後の連絡窓口および方法

　②…スタッフの安否確認

　③…病院全体のライフラインの状況

　④…病院全体の患者受け入れ機能または避難状況

　⑤…病床規模（NICU、GCU）、平時の受け入れ態勢（人工呼吸管理、極低出生体重児等）

　⑥…年間分娩数、年間ハイリスク児入院数

　⑦…周産期病棟の破損の有無

　⑧…現在の入院患者数（人工換気患児数、保育器収容児数、出生体重別）

　⑨…新生児医療を担当する医師数

　⑩…院内でのハイリスク児の発生状況

　⑪…院外からのハイリスク新生児の受け入れ機能状況

　⑫…院外へのハイリスク児の搬送の必要性（あれば具体的に症例数と疾患名）

　⑬…院外からの人的サポートの必要性（あれば具体的に）

　⑭…院外からの物的サポートの必要性（あれば具体的に）

　⑮…周辺施設の情報把握状況とその内容

　⑯…周辺施設からの依頼状況

　⑤と⑥の情報は平時から収集しておくことが可能である。各自治体内の周産期救急システム内で

⑤と⑥に関する情報を半年単位程度で更新していることが予想される。

　学会が各自治体周産期救急システムと協力して、全国の周産期医療施設の平時の情報をまとめる

ことは可能と考える。また日本周産期・新生児学会の専門医研修施設の年次報告と重なる部分もあ

り、そこからも平時の情報収集は可能である。

　電子メールで情報を収集する場合に、記載可能な専用フォーマットがあると便利である。巻末に

災害時情報収集リストのフォーマット例を掲載しておく（付録 1）。災害時にこのフォーマット全て

に記入することは難しいかも知れないが、記入可能な部分だけを記入する、または必要部分のみコ

ピー・ペーストして使用することで非常に有用な情報収集の手段となり得る。

2）情報収集手段

　①…電話（携帯電話、災害時優先電話）

　②…Fax

　③…電子メール

　④…Skype

　⑤…衛星電話

　各々の利点・欠点については、前項の「2. 災害時の連絡方法」を参照のこと。いずれの方法も被
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災地の超急性期には使用不可能となる可能性が高い。無線 LAN回線が使用可能であれば、後三者

に関しては比較的早期に使用可能となることが期待できる。

3）情報収集時期

　被災地のニーズは災害発生後の経過によって変化してくると考えられるため、発生後 24 時間、48

時間、1週間などのポイントで適宜情報収集を行う必要がある。

4．ライフライン
1）施設内

病院機能は電力供給という大前提の上に成り立っている。図 1に病院施設内のライフラインのイメ

ージを示す。

　災害時のライフラインを考える場合、電源確保が中心となるのは言うまでもない。また、医療用

ガスは新生児医療施設において機能を維持する上で重要なライフラインの 1つであるため、災害時

の対策は立てておくべきである．一方、一般ガスは病院施設では、主に給食調理関連設備への影響

が考えられる．また、施設によってはガスによる空調や温水管理を行っている場合があるが、NICU

では直接使用されていないことが多いため、今回の検討からははずすこととする。…

　災害時のライフラインを、被災状況により以下の 4レベルに分けて検討する（表 5）。

　表 6に施設内ライフラインのチェックリストの例を示す。災害時に迅速に対応できるように事前

に表 6に示したようなチェックリストを施設毎に作成しておくことが望ましい。

表5　災害時のライフラインの被災状況の分類

レベル1 非常用電源稼動が可能で外部から燃料・貯蔵物資補給の目処がたっている状況

レベル2 非常用電源稼動は可能だが、外部から燃料・貯蔵物資補給の目処がたたない状況

レベル3 非常用電源の稼動が困難な完全停電

レベル4 施設内各ライフライン設備そのものの被災による使用不能事態

図 1　施設内ライフラインイメージ



11

　以下に、被災状況に応じた施設内での各種ライフラインの途絶に対する対応を記載する。

① 電　気

　外部電源遮断時には通常、非常用電源に自動的に切り替わるが、切り替え時に一定時間完全電力

停止状態になる場合がある。その時間は施設設備によって異なるため防災訓練時に確認し、その間

の対策は講じておく．また、通常電源用コンセントと非常電源用コンセントは使い分けられている

ことが多いため、日ごろから電源遮断を避けるべき機器が非常用コンセントに接続されていること

を徹底しておく。

レベル 1… …使用可能電気容量制限はあるが電気機器の連続使用が可能である。制限内で優先す

べき電気機器を弁別し、最低限の医療安全を確保する。非災害時に、使用可能な電

気容量規模別に優先機器、台数を確認しておく。

レベル 2… …期限つきの電気使用であるため、復旧あるいは燃料確保の目処を確認し、期限内に

安全な施設、地域への移動を手配する。

レベル 3・4… …停電と同時に停止する人工呼吸管理中の児は病棟内ボンベを使用した用手換気へ切

り替えることとなる。最低でも人工呼吸管理数だけの医療スタッフの確保が必要で

あり、非災害時に対応方法は策定しておく必要がある。安全な施設、地域へのすみ

やかな移動を手配する。場合によっては、トリアージが必要となる。輸液ポンプは

内蔵バッテリーでの作動となるため原則、生命維持に必要な薬剤投与にのみ 1台を

使用し、充電切れに備えて複数台を確保する。

【電気が遮断されている場合】

　通常は自家発電装置を病院で準備してあることが多いので、以下のことは不要であるかもしれな

い。しかし、災害の発生直後には、以下のような体制をとり、発電ができるようになるまでの間を

しのぐしかない。

表6　施設内ライフラインチェックリストの例
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　ⅰ）人工呼吸器

　人工換気療法は、必要最小限の児に限り行い、できる限り用手換気を少なくする工夫をする。空

気と酸素の圧だけで動くMVP-10 のような人工呼吸器の使用も考える。

　ⅱ）保育器

　できるだけ保育器の使用を少なくする工夫をする。例えば1,200g以上の体重があって無呼吸発作

がない場合には、母親による 24 時間カンガルーケアが一番安全である。この場合には、バッテリー

や電池駆動のバイタルサインモニターがあることがより良い。

　次いで、保育器をどうしても使用しなければならない場合には、清潔なリネンで児を覆い、でき

ればマットレスの下に、化学的に発熱するカイロのようなもので保温する。あるいは児の近くに保

温できるものを設置する。この場合には、保温器が児に接触しないことが大切で、低温火傷に注意

しなければならない。

ⅲ）持続精密静注用ポンプ

　2,000g 以上の児には、点的ポンプが使えない場合には、小児輸液用点滴セットを使用する。より

小さい児の静脈注射は、持続精密静注用ポンプをバッテリー駆動させて使用する。

② 水　道

　ほとんどの施設は電気的制御により一旦、施設内タンクに貯水後配水しており、停電とともに給

水が止まる。したがって、公共給水停止による施設外断水と、電源供給停止による施設内断水が想

定される。断水によりNICUでは流水による手洗い、沐浴、清拭等ができなくなるが、緊急的医療

行為に直接影響がでることは少ない。

　非常用電源の稼動状況により、施設外給水機能の復帰と施設内給水復帰時期のずれが生じうる。

レベル 1… …貯水槽への給水確保が可能であれば連続使用可能である。給水確保には公共ライフ

ラインの復旧または給水車の配備が必要である。

レベル 2… …被災時の貯水槽の残存水量と使用量により使用可能時間が決まる。断水に備え、滅

菌蒸留水やペットボトルの確保、給水車の手配が必要である。

レベル 3・4… …被災後ただちに断水となる。流水を使用しない工夫が必要であり、困難な場合は可

能な施設、地域へのすみやかな移動を手配する。

③ 医療用ガス

　医療用ガス供給も電気的に管理されており、停電時の対応の確認は必要である。人工呼吸管理中

の児は、供給停止により直ちに危機的状況に陥る．

レベル 1… 医療用ガス供給の観点では非災害時と同レベルである。…

レベル 2… 貯蔵液体ガスが枯渇するまでに使用可能な施設への移動を手配する。

レベル 3… …停電下での医療用ガス供給システムは施設により異なるため、非災害時に供給可能

時間を把握しておき、その時間内に使用可能な施設、地域への移動を手配する。

レベル 4… …基本的に配管からの医療用ガス供給はただちに停止するため、人工呼吸管理中の児

は病棟内ボンベを使用した用手換気へ切り替えることとなる。最低でも人工呼吸管

理数だけの医療スタッフの確保が必要であり、非災害時に対応方法は策定しておく

必要がある。安全な施設、地域へのすみやかな移動を手配する。場合によっては、ト

リアージが必要となる．…
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　以上の内容については非災害時に自施設の機能、限界を把握しておき、被災レベル毎の対策を策

定しておくことが重要である。それでもなお、想定外の事態が起こりうることも念頭に瞬時の判断

を行うトレーニングが必要である。

2）交通網

　交通網確認の目的は患児搬送手段とスタッフの移動手段の確保である。メディアからの情報収集

は役立つが、断片的・不定期であるため最新で正確な情報を得るルートが必要である。当然のこと

ながら不要不急の移動は避ける。

① 新生児搬送

　ⅰ）地上搬送

　道路の物理的通行可否、緊急自動車の使用可否、渋滞状況の把握が必要。主に警察、消防との情

報交換により搬送の可否を決定する。状況は刻々と変化するため、院内に担当者を決め最新の情報

を得る。搬送の決定は医学的理由のみだけでなく総合的に判断する。

　ⅱ）航空搬送

　広域災害の場合、遠方への搬送が考慮され空路搬送が必要となる。この場合もヘリポート、もし

くは空港までは陸路となるため、その可能性も含めた確認が必要である。自衛隊の協力が必要な場

合も多い。協力要請の方法は非災害時に確認しておく。詳細については、「6.…災害時の広域新生児搬

送方法の実際」を参照のこと。

3）スタッフの移動

　施設内ライフラインの維持が可能であっても、従事するスタッフが確保できなければ医療施設と

しては機能しない。したがって、スタッフの安全な移動手段の確保も重要である。公共交通機関の

状況はメディアから得られることが多いが、徒歩移動などは実際に移動を試みた人の情報を施設内

で集約するシステムがあると役立つ。

5．災害時の職員の通勤手段と対策
　災害時の職員の具体的な通勤手段と対策について述べる。災害発生時から公共の交通網が回復す

るまでの間、すなわちⅠ～Ⅲ期が対象となる。

1）……… …Ⅰ期：超急性期（災害発生から 48 時間以内）には、通勤そのものが不可能である可能性がある

ので、あらかじめ甚大な災害に備えて病院全体の取り組みとして、院内での宿泊施設（空いて

いる病室や当直室の使用など）についての取り決めをしておくことが望ましい。…院内での職員

の宿泊に備えて、超急性期の非常食も備蓄しておく必要がある。

2）…… …通勤は可能であるが、公共の通勤手段の使用が困難な場合、オートバイや自転車での通勤が有

効であったとの報告がある。また、病院または部署単位で専用バスを運行させる方法もある。

病院宿舎や寮がある場合に有用性が高いと思われる。

3）………… …オートバイや自転車で通勤する場合、各施設での駐輪場やバスの駐車場の確保が必要であるた

め、病院全体の取り組みとして、災害時の駐輪場や駐車場をどこに定めるかをあらかじめ決め

ておくことが望ましい。可能であれば、事前にそのためのインフラ整備も行っておく。
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6．災害時の広域新生児搬送方法の実際
1）災害時の広域新生児搬送の概要

① 広域新生児搬送の目的

　広域新生児搬送の目的は以下の通りである。

　ⅰ）……… …治療が必要な新生児を医療資源の整った施設に移動することで、搬送対象となる患児の治

療の継続とより高度な治療が可能となる。

　ⅱ）…… 広域新生児搬送の結果、被災した医療機関の人的・物理的負担を軽減できる。

　ⅲ）…… 広域搬送で余裕ができた医療資源を、残された患児に投資することができる。

② 搬送の基本とトリアージ

　災害であっても搬送の基本は「安全」「円滑」である。これらは患児のみならず、搬送者自身にと

っても「安全」で「円滑」でなくてはいけない。またNICU内でのトリアージのみならず、搬送の

ためのトリアージも必要である。搬送が本当に必要か、搬送の優先順位や受け入れ先の妥当性は災

害時の搬送においては特に重要な検討事項である。人工換気中の超低出生体重児や術後早期の患者

については、搬送すること事態が危険を伴うことが予想される。また搬送時間が長くなるほど、児

に対するリスクが大きくなることを十分検討した上で搬送の可否について検討すべきである。また

児の状態および家族の受け入れ状態がゆるすならば、早期退院を検討することも必要である。

③ 搬送スタッフ

… …本邦での搬送医学は認識されはじめたばかりの分野で、新生児に関しても系統だった搬送教育が

十分行われているとは言い難い。平時における新生児搬送は通常、周産期医療者によって自ら行う

ことが多いが、災害時の新生児搬送においては、DMAT隊員、応援医療者を始め、普段新生児搬送

に従事していない医療者によって行われることもあり得る。新生児の搬送、特に人工換気等を必要

とする重症新生児の搬送は、できる限り新生児医療に知識のあるものが行うべきである。

④ 記　録

… …搬送手段に問わず、搬送前、搬送中、搬送後のバイタルや身体所見を必ず記録に残すことが重要

である。搬送環境が変わるときはその都度記録を残し、長距離搬送になる場合には定期的に記録を

残すとよい。これらの記録は搬送病院への申し送りに有効であるだけでなく、搬送中に急変が生じ

た場合、唯一の証拠となる。巻末の付録 2に災害時にも使用可能な新生児搬送記録シートを示す。

⑤ 搬送ガイドライン・搬送教育のプログラム

… …災害に限らず、本邦において新生児搬送に関するガイドラインは普及していない。米国小児科学

会では、小児・新生児の搬送ガイドラインとして Guidelines…for…Air…and…Ground…Transport…of…

Neonatal…and…Pediatric…Patient を提示し、航空搬送・地上搬送を包括したガイドラインを作成して

いる。また、the…S.T.A.B.L.E…program等の新生児搬送教育プログラムも米国を中心に世界的に普及

している。これは新生児蘇生後あるいは新生児搬送前の十分な安定化（S.T.A.B.L.E）に関する教育

プログラムである。S:…Sugar…and…Safe…Care、…T:…Temperature、…A:…Airway、…B:…Blood…pressure、…L:…

Lab…work、…E:…Emotional…support の 6 項目を中心に構成されているが、これらは災害時の新生児搬

送にも有用な概念である（表 7）。
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　また、搬送概念とは異なるが、新生児管理の基本として、｢保温｣、｢栄養｣、「感染予防」の 3原則

が言われているが、これらは特に周産期に熟練していない搬送者に、新生児と成人との搬送管理の

違いを明確に伝えるには有効的な事項である。以下にこれらの 3原則について成人搬送との違いを

示す。

　ⅰ） 保　温

　原則的には、保温のみならず、搬送時の安全な固定のためにも搬送用保育器に収容した状態で搬

送することが必要であるが、必ずしも災害時には電源機能を保った保育器を使用できるとは限らな

い。車内あるいは機内環境は新生児にとっては十分な環境とはいえないため、保温には十分注意す

る必要がある。また、搬送資材が乏しく親の付き添いがある場合は、親の安全確保の上、親の胸部

に固定して搬送することも有効である。搬送中は保育器内に収容していても、加湿がかからないこ

と、また冬場は輻射熱の影響などで、容易に低体温に陥るため、体温管理を厳重に行う必要がある。

　ⅱ） 栄　養

　低血糖や電解質異常をはじめ、搬送中の栄養管理は成人以上の細やかな配慮が必要である。広域

新生児搬送では、搬送中の哺乳は避け輸液管理をしておくことが望ましい。搬送中は適温のミルク

自体の確保が困難であり、さらに搬送中は嘔吐により呼吸障害を増強しやすい。さらに不測の事態

で必要以上に搬送時間を要することがあるために、事前に輸液管理で十分安定化させておくことが

望ましい。

　ⅲ） 感染予防

　災害時の広域搬送では、搬送時の搬送患者からの周囲への感染拡大ばかりが注目されがちである

が、易感染性である早産児・新生児での搬送では、逆に周囲から患児への感染にも細心の注意が必

要である。不衛生な中の限られた資源ではあるが、搬送される児への不要な感染は防ぐように努力

すべきである。

　ⅳ） 感染予防

　新生児搬送は、私たちが思っている以上に児には大きな負担とストレスがかかっていることを十

分に注意する必要がある。落ち着いていた児が、急に PPHNに陥ることもある。また振動の多い中

での搬送が予想されるため、児の観察は容易ではない。落ち着いていると思われる児においてもで

きる限りモニタリングをしっかり行う必要がある。また人工呼吸管理を必要とする児の搬送に際し

ては、急な振動や動きに対応できるよう、計画外抜管を予防するためにも用手換気で搬送するほう

が安全であるが、その際にも口元をしっかり固定しながら搬送することが必要である。また計画外

表 7　�新生児蘇生後あるいは新生児搬送前の十分な安定化の教育プログラム項目

S：Sugar…and…Safe…Care 血糖管理と安全なケア

T：Temperature　　 体温管理

A：Airway 気道管理

B：Blood…pressure… 血圧・循環管理

L：Lab…work 検査の解釈

E：Emotional…support　 家族の支援
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抜管及び搬送中のトラブルにいつでも対応できる医師が搬送する必要がある。

⑥ 搬送の医療資機材準備

　搬送中、電源・酸素などの医療資機材の準備も必要となる。搬送中のこれらの医療資源の不足は、

児の重篤な危機を意味する。不足を避けるように、必要な量の約 2倍以上を準備することが理想的

である。必要量の計算の際には、搬送時間だけでなく待機時間も考慮の上、計算しておくことが大

切である。また、振動の多い搬送や気圧変動の多い搬送では、気泡による閉塞が輸液ポンプでしば

しば起こるために、微量投与が必要な薬剤はシリンジポンプを使用すると良い。地上搬送でも航空

搬送でも、医療資機材の固定は困難で不十分なことがある。患児のみならず全ての医療資機材は十

分に固定しておく必要がある。

　航空搬送では、航空機に影響のある医療資機材の持ち込みが制限される。ドクターヘリなどの医

療搬送用回転翼機では、事前に搬送資機材が決まっており、その規則に従う。民間航空会社の旅客

機では、事前に航空会社に持ち込み予定の医療資機材を一つ一つ確認する必要がある。原則的には

米国航空無線技術協会（RTCA）の電磁波干渉検査規格基準（EMI）を満たす必要があり、突然の

機内持ち込みはできないので注意する。

⑦ 搬送方法の種類

　以下のように分類される

　ⅰ）…地上搬送（救急車・緊急車両）

　ⅱ）…航空搬送（回転翼機、小型固定翼機、大型固定翼機）

2） 地上搬送の選択

　地上搬送は航空搬送に比べ、簡便に行うことができ、搬送準備も予測しやすい一方、搬送時間が

長くなる。さらに災害によって予定の交通路が遮断されたり、渋滞などで予測以上の搬送時間を要

することがあり、電源や酸素などの医療資源に十分余裕を持つ必要がある。また、地上搬送では、

航空搬送に比べ、気圧変動もなく騒音も大きくはないものの、振動は一般に大きいとされる。特に、

災害後は道路状況が悪いために、保育器や医療機器自体の固定だけでなく、保育器内の患児自身の

固定（ファーノ・ジャパンインク社のベビーボードモデル 676 等を利用）も十分行っておく必要が

ある。

3） 航空搬送の選択

　航空搬送といっても空港やヘリポートまでは地上搬送であるために、確実な地上搬送なくして安

全で円滑な航空搬送の成立はない。航空搬送は、地上搬送に比べ長距離搬送を短時間で行うことが

可能であるが、一方で天候に左右されやすく、計画的な搬送が突然中止になることもある。また、

気圧や酸素分圧の変動などによる生理的変動も大きい。さらに地上搬送に比べ、機内での騒音は大

きく、スタッフ間のコミュニケーションや聴診などが困難になりやすい。

　航空搬送で搬送する機体は、回転翼機、小型固定翼機、大型固定翼機に分類され、それぞれ機内

環境が異なる。時にこれらいくつかの機体の組み合わせで搬送が行われることもあるので、事前に

機内環境を確認しておく必要がある。表 8に主な搬送機体が、どの分類に相当するかを記載する。
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　以下に、各搬送機体の特徴を述べる。

① 回転翼機

　交通路が遮断される大規模災害での搬送では、回転翼機の活躍が期待される。最近では、医療搬

送の専用ヘリコプター（ドクターヘリ）が普及しており、患者搬送が容易になってきた一方、防災

ヘリなどでは、患者搬送に十分な環境が保障されていない場合もある。また、24 時間夜間飛行が可

能な大型回転翼機（計器飛行）もあるが、多くの回転翼機は日中のみが飛行可能となる有視界飛行

の機であり、天候や飛行の時間帯に制約を受けやすい。ドクターヘリに関しては、それぞれの施設

が持つ搬送マニュアルに従って運営されており、搬送医師に従って搬送する。

　ⅰ）回転翼機（ヘリコプター）搬送の具体的な注意事項

　ⓐ回転翼機の種類

　◦�災害時の病院間搬送に使用可能なヘリコプターにはさまざまな種類がある。所属によりドクタ

ーヘリ、消防防災ヘリ、海上保安庁ヘリ、自衛隊ヘリ、米軍ヘリ等に分かれる。どのヘリコプ

ターが使用されるかは法律、規則、協定、ガイドラインの解釈と適応によって異なり、災害の

種類、規模、程度、経過時間などを考慮して決定される。

　◦…所属により依頼方法が異なるので依頼手順を救急センターと連携して非災害時に確認してお

く。併せて災害でヘリポートが使用不能になることも想定して代替着陸地の候補とそこまでの

地上搬送方法も考えておく。

　ⓑ回転翼機内の医療環境

　◦…新生児の搬送トリアージに影響するのは、ヘリの所属によって機体の大きさと搭載される医療

資源が異なることである。すなわち搬送用保育器が搭載可能か、常時酸素ボンベが搭載されて

いるか、搬送スタッフが新生児のケアに習熟しているかである。

　◦…機体の大きさは概ねドクターヘリ、防災ヘリ、海保・自衛隊または米軍ヘリの順に大きくなる。

ドクターヘリに多い尾部に搬出入口がある小型タイプでは搬出入口が狭く搬送用保育器の最上

部のみ切り離して乗せる必要があり、モニター類も保育器上部から切り離す。保育器は進行方

向に対して縦置きになる。ひとまわり大きな防災ヘリでは左右の扉より搬入可能で保育器は進

行方向に対して横置きになる。保育器が搭載できないときは保温シートを用意する。自衛隊機

の２畳ほどのスペースがあるタイプでは酸素ボンベをつけたままの形で搬送用クベースが２台

搭載可能である。

　◦…ドクターヘリと医療用自衛隊ヘリは心拍呼吸モニターを搭載している。搬送元で使用している

新生児用端子のコネクターが合わない場合とモニター非搭載のヘリでは、搬送元のコネクター

の合うモニター類を搬入して固定する。

　◦…酸素はドクターヘリ、海保ヘリと医療用の自衛隊ヘリには常時搭載されている。消防防災ヘリ、

医療用でない自衛隊・米軍ヘリでは搭載を期待しない。搬送元での搭載可能な酸素ボンベの準

・回転翼機：ヘリコプター（ドクターヘリ、防災ヘリ、自衛隊ヘリCH47）
・小型固定翼機：小型チャーター機など
・大型固定翼機：民間航空会社による旅客機

表 8　航空搬送する機体の分類と主な具体的機体
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備と機内での固定が必要となる。

　◦…搬送スタッフが新生児の扱いに習熟していないと場合が多い。搬送元の新生科医、看護師、助

産師の同乗を求められることを想定しておく。

　Ⓒ搬送中の注意事項

　◦…ヘリポート周辺でヘリの着陸を待つ間は、指示があるまで室内または車内で待機する。移動直

前まで新生児の保温を有効に行うためと、ヘリポート周辺では回転翼の吹き下ろし（ダウンウ

ォッシュ）のためである。ダウンウォッシュはヘリコプターが空中に浮くためには不回避であ

るが、特にホバリング時、即ち、離着陸の時が一番大きくなる。被災現場においては、ダウン

ウォッシュによりさまざまなものを巻き上げ、鋭利な物や高温な物で外傷を負ったり、水分を

かぶることによって児の体温管理が困難になる可能性もある。また、搬送に関わる医療従事者

もダウンウォッシュを考慮し、その服装（髪・白衣）などにも注意が必要である。

　◦…ドクターヘリに保育器が搭載されてくる場合は、屋外で保育器から保育器への新生児移動が必

要になる。移動中に体温が低下しないよう保温シートを準備する。着陸までの待機時間中にス

タッフ間で移動手順を確認しておく。

　◦…ヘリは前傾姿勢で飛行することがあり、保育器が進行方向に対して縦置きだと頭部が低くなる。

離陸前に患児の固定の調整を行う。離陸後に患児の状態によって飛行姿勢・飛行高度の調整が

必要になったときはヘルメットのマイクを通じてパイロットに依頼する。

　◦…振動と騒音で管注や輸液速度調節以外の聴診や侵襲的処置を飛行中のヘリコプター機内で行う

ことは困難である。必要な処置は機内搬入前に済ませる。飛行中に気管チューブの閉塞や抜管

を起こしたとき無理な再挿管はせず、バッグマスク換気またはマスクCPAPに切り替える。

　◦…災害時に搬送元の医療スタッフや器具を搭載してヘリ搬送した場合はヘリによる帰院が必要に

なる。搬送依頼時に帰院も併せて依頼する

② 固定翼機

　DMATによる広域搬送に利用される自衛隊機（C-1　C-130）から、小型チャーター機、民間航空

会社の旅客機を利用した搬送までさまざまである。自衛隊機による搬送では、DMATマニュアルや

自衛隊の指示によって行うため、詳細はここでは割愛する。民間航空会社による旅客機での搬送は、

航空会社の搬送担当者と相談しながら行う必要がある。ただし、航空搬送の医学的適応を航空会社

に確認する医療者がいるが、航空搬送が可能かの医学的判断はあくまでも医療者自身が航空医学を

理解した上で行うものである。したがって医療者は航空搬送を検討する際には航空機内環境を十分

理解しておく必要がある。また旅客機での搬送では、国際航空運送協会（IATA）の規定で、生後

1 週間未満の児の搭乗は原則できない。搭乗を必要とする際にはMedical… information…Form

（MEDIF：後述）の提出が必要である。

　ⅰ） 日系の大手民間航空会社の搬送窓口の実際と注意点

　・日本航空：JALプライオリティーゲストセンター

　・全日本空輸：おからだの不自由な方の相談デスク

　上記の航空会社で保育器による搬送は全日本空輸のみであり、日本航空では安全上の問題から保

育器での搬送は受け付けていない。
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　ⅱ） 航空機環境

　航空機環境で注意点すべき事項を表 9に示す。

　　以下に、各注意すべき事項に対する対応を記載する。

　ⓐ 気圧の低下

　高度の上昇とともに気圧は低下する。通常、多くの回転

翼機では外気と機内気圧は同じ（貨物機も同様なこともある）であるために、機内気圧が調整され

る大型旅客機と比較して、機内気圧は飛行高度に比べ低下しやすい。民間航空機の旅客機を利用し

た際には、機種や航空路線により機内の気圧は若干異なるが、一般に 0.75 気圧から 0.8 気圧といわ

れ、富士山の 5合目付近に相当する。ボイルの法則によりこれらの気圧低下は体積を膨張させる。

0.75 気圧から 0.8 気圧の低下では約 25 ～ 30％の体積上昇を認める。通常の健常児であれば、耳抜き

が問題となる程度で、吸啜（搬送中の哺乳は困難であるために、いわゆる「おしゃぶり」が有効で

ある）で問題解決する。しかしながら、2～ 3割の体積増加により、児によっては腹部膨満が増強

し、呼吸状態が悪化することもある。また、先天性横隔膜ヘルニアなどの疾患では、体積膨張が著

しい呼吸状態の悪化を招くことになるため、回転翼機やチャーター機では、なるべく高度を下げて

飛行すると良い（ドクターヘリでは高度 1,000m以下にすると良いとされる）。また、胸腔内へのエ

アリークである気胸は、体積膨張でより増悪する。一般に気胸のある児は、地上搬送を選択するか、

事前に胸腔ドレーンを留置し搬送する必要がある。気管カニューレを装着している児では、カフ容

積の変動が呼吸状態に影響することがある。搬送中にカフ圧や気道のリークをこまめに確認したり、

体積変動を最小限にするためにカフ内に事前に生理食塩水や蒸留水を注入するなど工夫が有効なこ

ともある。

　ⓑ 酸素分圧の低下

　ダルトンの法則により、高度の上昇とともに機内の酸素分圧が低下する。通常 8,000 フィート

2,500m（富士山 5合目付近で、旅客機の上空での機内高度に相当する）での気圧は 565mmHg程度

とされ、成人の動脈血酸素分圧では 55 ～ 60mmHg程度とされる。すなわち、民間航空会社による

旅客機であっても上空の機内ではSpO2は90％程度となる計算である。特に酸素化の悪い患児では、

この程度の気圧低下でも低酸素血症に陥る可能性がある。慢性肺疾患やある種の先天性心疾患では、

もともと酸素飽和度が低下しやすいだけでなく、肺高血圧症が増強しやすいために、飛行中積極的

な酸素投与が必要なこともある。必ずパルスオキシメーターを装着する。ハイリスク患児では、SpO2

のみならず、呼吸心拍モニターを装着し、事前に酸素ボンベを準備し、直ちに酸素投与できる体制

が必要である。

　ⓒ 加湿変化

　最新鋭の旅客機を除き、一般に旅客機には加湿器はない。したがって、飛行時間が長くなれば機

内の湿度は低下する。ヨーロッパ便のような長距離便では 10％以下まで低下するといわれている

が、国内での搬送では、そこまで問題となることはない。しかしながら、気道内の加湿不足は、気

管チューブ、気管カニューレの閉塞を起こしやすいため、人工鼻や吸引器の準備をしておく。

　ⅲ） Medical information Form（MEDIF：メディフ）

　国際航空運送協会（IATA）の規定により、民間航空会社の旅客機に、他の乗客とともに医療的

ハイリスクの児を搭乗する際には、MEDIF の提出が必要である。

・…気圧の低下
・…酸素分圧の低下
・…温度変動と湿度の低下

表 9　航空機環境で注意すべき事項
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4）阪神大震災の経験，教訓から

　1995 年 1 月 17 日 6 時 46 分に発生した阪神大震災は，当時としては近年経験したことのなかった

都市直下型の大規模災害であった．震災発生後の対応は基本的に組織的ではなく，現場対応にまか

されていた．

　当時の情報収集，情報交換手段として，インターネット環境は不十分であり，主たる方法は情報

収集としては電源確保後のテレビ・ラジオ報道，情報交換としては電話および人の伝聞のみであっ

た，当初より濃厚治療継続中の児の安全な医療施設への搬送が考慮された．当時は医療施設自体，

さらに近隣にヘリポートが整備されていなかったため陸上搬送しか手段がなかった．しかし，どの

地域までいけば安全なのか，どのくらい搬送時間がかかるのかなどの公的情報はなかった．当日は，

連休明け早朝の震災発生であったため，被害の少なかった医療機関では午前 9時以降は概ね通常の

業務が始まっている状況と考えられた．まず，比較的つながり易かった公衆電話に並び，周辺の 2

次以上の周産期医療施設に受け入れの可否を問い合わせた．今回の東日本大震災と違い，被災地域

は阪神地区に限定的であったため，兵庫県内の施設に問い合わせることが可能であり，平常時より

患者搬送などで各施設の責任者とは面識があったため意思疎通は容易であった．その際，どの施設

もいかなる重症児でも受け入れる用意があるとの返事をいただき安堵した．いろいろな条件を指定

されると被災施設においてトリアージするのは非常に煩雑である．緊急時においてはまず安全な施

設へ搬送し，その施設の判断で高次施設への再搬送を考えることも重要であろう．

　搬送にあたっては新生児用救急車の有無や道路状況によって出発のタイミングは見極めが必要で

ある．当時，道路の陥没や瓦礫による通行不能道路情報が乏しい上に，一般車両通行制限が十分で

はなかったため，いたるところで大渋滞となっていた．また，自施設救急車を持たない施設（神戸

大学）では消防救急車要請し，さらに搬送人員の確保も必要であったため，震災発生後数日は救急

車搬送の選択はできなかった．幸い，被災状況から新規受け入れは困難であったが，集中治療の継

続は可能であり，数日後には援助物資も届き始めたため，避難搬送はせずに済んだ．しかし，避難

搬送が緊急に必要な場合は受け入れ施設からの迎え搬送が理想と思われた．一方，新生児用救急車

を常備していた施設（兵庫県立こども病院周産期医療センター）では，管理患者数を減らす目的で

多少時間がかかっても搬送可能な重症度の児を，被災後早期から安全な施設へ積極的に搬送を行っ

た．

　以上より被災直後の患者搬送についての整備すべき点について教訓を列挙する．

①搬送に関する情報センターの整備

②被災施設における搬送要否，可否の判断責任者確保

③二通り以上（陸上，航空，海上）の搬送方法の確保

④搬送者の確保（迎え搬送体制等）

7．医療機器と物資の確認と運搬方法
1）医療機器と備蓄物資の事前確認および支援医療物資

　Ⅰ～Ⅱ期に相当する病院機能および交通手段のアクセスが確保できない時期では、各施設内の備

蓄物資に依存する。Ⅱ期以降では、不足物資は緊急輸送を依頼する。巻末の付録 3に各NICUで事



21

前に確認しておくべき事項、付録 4に各医療機関で準備・動作確認しておくことが望ましい機器、

そして付録 5に、各NICUで備蓄しておくべき医療機器と物資のチェックリストを掲載する。また、

付録 6に被災したNICUで、物資の運搬を依頼する際の必要物品のチェックリストを掲載しておく。

　電気系統のライフラインが途絶えた場合には、電子カルテの使用もできなくなるので、電子カル

テとは別に紙ベースでの患者情報の作成も考慮すべきである。また、緊急時に備えて、事前に職員

連絡網を作成しておくことは必須である。

2）運搬方法

　インフラが復興するまでは個人的な物資の宅配は不可能であり、各学会などを窓口として、必要

物資の運搬を行う。原則総合周産期センターが、各病院の要望をまとめ、必要物資を依頼し、そこ

から各病院に運搬する。また、被災地で支援物資の仕分けをすると、物資の梱包などに使用されて

いる付属物が被災地での新たな廃棄物の原因となり得る。さらに、仕分けそのものに人手と時間が

費やされるため、あらかじめ運搬前に被災地から要望を聞いた上で、適切な仕分けをした後で物資

を運搬するように心掛ける必要がある。

8. 人材派遣の実際
　災害の種類や規模により医療ニーズが異なるため、チーム編成については柔軟に対応することと

する。また、発生地域と程度、発生後の時間経過により支援が必要な内容が大きく異なるので、「Ⅱ

　総合対策」の表 1に示した「災害発生地域と程度のパターン」、および表 2に示した「災害発生後

の時間経過による分類」に従って、実際の人材派遣を考慮する。

Ⅰ期：超急性期（災害発生 48 時間以内）

　この時期は、新生児医療に特化した支援を行うことは困難である。医療支援としてはトリアージ

となる。トリアージの実際は「1.…トリアージ」の項を参照のこと。

　可能な限り搬送を行うこととなるが、DMATあるいは自衛隊による患者搬送が主体となる。この

時期に新生児搬送を担うとしたら新生児科医がDMATに所属しておくことも考慮しておく必要が

ある。

Ⅱ期：急性期（災害発生から概ね 48 時間から 1 週間以内）

・人材派遣の目的：

　自治体、赤十字社、国立病院機構、大学病院、防衛医大等に依存する。

A、B：…………新生児医療機能を失った施設から、非被災地に速やかにハイリスク児を搬送する。

C：……… …被災地域の新生児医療施設で初期対応を行い、状態の安定している患者から非被災地へ搬送

する。

D：…… 被災地域の新生児医療施設内で対応する。

・チーム編成：

A、B、C：…新生児科医 1名＋NICU看護師 1～ 2名で 1チームとする。
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… 事務系スタッフを数チーム毎に 1名配置する。

D：…… 新生児科医 1名＋NICU看護師 2～ 3名で 1チームとする。

… 数チーム毎に薬剤師、医療クラークを派遣する。

… 必要に応じて臨床工学技師を派遣する。

Ⅲ期：移行期（災害発生から概ね 1 週間～ 1 か月）

　新生児医療も担える小児科医として、新生児医療施設で勤務あるいは新生児医療施設常勤医の補

助を行える人材を派遣する。

・ 人材派遣の目的

A：…新生児医療機能が回復していない場合には、非被災地にハイリスク児を搬送する。

B：… …新生児医療機能が回復していない場合には、非被災地にハイリスク児を搬送する。

… 新生児医療機能が回復した場合には、初期対応を行った後に非被災地に搬送する。

C：… …被災地域の新生児医療施設で初期対応を行う。搬送可能な状態の新生児は非被災地へ搬送する。

D：… …被災地域の新生児医療施設内で対応を続ける。施設内の搬送可能児を順次遠方施設に搬送する。

・チーム編成

A：… 新生児科医 1名＋NICU看護師 1～ 2名で 1チームとする。

B、C：…新生児科医 1名＋NICU看護師 2～ 3名で 1チームとする。

D：… 新生児科医 1名＋NICU看護師 2～ 3名で 1チームとする。

… 数チーム毎に 1名の薬剤師を派遣する。

… 必要に応じて臨床工学技師を派遣する。

Ⅳ期：慢性期（災害発生から概ね 1 か月～ 3 か月）

　新生児医療施設内の業務に限定せず、健診、予防接種等の母子保健全体を援助する目的で派遣す

る。

・人材派遣の目的

A、B、C：… …特殊な新生児医療が必要なハイリスク児は周辺地域に搬送依頼する。他のハイリスク児

については自施設で対応するが、収容能力を超えた場合には、搬送を依頼する。

D：… …被災地域の新生児医療施設内で原則対応を続ける。重症例は遠方施設に搬送する。被災

地内でのハイリスク児の収容数を可能な限り減らす。

・チーム編成

A、B、C：…新生児科医 1名＋NICU看護師 2～ 3名で 1チームとする。数チーム毎に 1名の薬剤師

を派遣する。

… 必要に応じて臨床工学技師を派遣する。

… 健診、予防接種等の母子保健全体の支援のために保健師を派遣する。

… メンタルケア（スタッフを含む）のために、臨床心理士を派遣する。

… 事務系業務を担う医療クラークを派遣する。

D：… 新生児科医 1名＋NICU看護師 2～ 3名で 1チームとする。

… 数チーム毎に 1名の薬剤師を派遣する。
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… 必要に応じて臨床工学技師を派遣する。

… 健診、予防接種等の母子保健全体の支援のために保健師を派遣する。

… メンタルケア（スタッフを含む）のために、臨床心理士を派遣する。

… 事務系業務を担う医療クラークを派遣する。

V：長期（災害発生から概ね 3 か月以上）

　常勤医師の勤務軽減を目的に派遣する。

・人材派遣の目的

A、B、C、D：…被災地内でのハイリスク児の発生数は減少するので、新生児医療のみでなく、健診、

予防接種等の母子保健業務を非被災地でも担えるようにする。

・チーム編成：

A、B、C、D：医師（小児科医、新生児科医）、保健師、臨床心理士、医療クラーク。

9．災害時の感染対策
　災害には台風・洪水・地震などの自然災害のほか、都市火災・テロなどの人為災害、その他放射

能汚染・有害物質による汚染等などがあるが、時に感染症の流行自体が住民の避難を必要とする場

合もある。このような感染症の原因としては、インフルエンザ、エボラ出血熱、ペスト、鳥インフ

ルエンザ、重症急性呼吸器感染症候群（SARS）などが挙げられる。それとは別に、災害による 2次

的な環境の変化、衛生状態の悪化に伴い、被災地において、特に小児、高齢者に発生する感冒、イ

ンフルエンザ、結核など、感染対策を必要とするものがある。

　一般的にNICUに入院する児は、早産児を含め、感染防御機能が未熟であり、感染症に罹患しや

すい状態にあるため、感染予防は非常に重要である。しかし、NICUが被災した場合、限られた状

況の中で、十分な感染対策がとれないことが予想される。

　そこで、この章では最初に、医療資源も限られ、日常診療通りの処置、治療ができないことが予

想される災害状況のNICUにおける、感染症に対する予防対策を中心に解説する。次に避難所での

一般的な感染対策について説明する。後者の部分は Infection…Prevention…and…Control…for…Shelters…

During…Disasters（2007/2008…APIC…Emergency…Preparedness…Committee 編）から引用したエッセ

ンスで、新生児や乳幼児のみに限らない一般的な内容である。ミルク、哺乳瓶の項目は、「妊婦・乳

幼児を守る災害対策ガイドライン（東京都福祉保険局編集・発行）」を参考にし、内容を追加した。

1）被災 NICU の感染対策

① NICU 入院児の特殊性について

　NICUに入院する児は、基本的に集中治療を要し、表 10 に示した理由で感染症にさらされる危険

性が健常児と比べて高い。通常でも困難なNICU感染対策を災害時でも円滑に行うためには、普段

からスタッフ一人ひとりへの感染対策の認識、またその必要性を教育、啓蒙していくことが重要で

ある。
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②災害時の病院感染対策

　基本的には、平常時と同様、CDCガイドラインが推奨するスタンダードプリコーションを行うこと

に変わりはない。しかし、限られた条件のもとで、災害状況に応じて適宜対策を立てる必要がある。

　ⅰ）手指衛生

　◦……手が目に見えて汚れていないかまたはタンパク性物質によって汚染されていない場合には速乾

性手指消毒薬を使用する。

　◦…手が目に見えて汚れているかタンパク性物質によって汚れている場合には石けんと清潔な水

（ボトル入りの水または配給された水）で手を洗う。

　◦…患者への処置の際には、使い捨て手袋を使用する。2人以上の患者の処置に同じ手袋を使用し

ない。

　◦…断水や水の供給がなく、水で手洗いできない場合は、手指消毒用アルコールで消毒した後か手

袋装着後、処置を行う。

　◦…目に見える汚れがあり、手袋が使用できない場合には、近くの水が使える所まで行って一度手

洗いをするか、ボトル水を限定して手洗いに使用する。

　ⅱ）隔離対策

　◦…児は保育器ないしコットに収容する。

　◦…ただし、その余裕がなく、やむを得ず一つのコット（あるいは保育器）に複数の児を収容しな

ければならない時はタオルでくるむなど接触機会がなるべく少なくなるように配慮する。

　ⅲ）災害時の滅菌、消毒薬の選択

　◦…空調管理（空気感染対策上の陰圧室、手術室など陽圧室などの管理）や器械による器具滅菌が

不可能となる可能性がある。

　◦…そのような場合は、アルコールを使用した消毒や水での希釈を必要としない消毒薬を用いた消

毒方法を選択する必要がある。また、一包化してある消毒薬含有綿製品も活用する（表 11）。

　◦…使用器具は、耐熱性器具であれば、屋外で釜（できれば圧力釜）と薪による煮沸消毒を行うこ

とも理論上可能であるが、できるだけ滅菌再生しない使い捨てのキットを使用する。

　◦…これらを実践するためにも、非災害時より、水道水を使用しない上記消毒方法の備え、給水用

の大型バケツやポリタンク、滅菌蒸留水、数日分の中材器具などを常備しておくことが重要で

ある。

①…………気管チューブ、中心静脈カテーテルなど多くの管が体内に挿入されており、細菌の侵入門戸
が多い。…

②……一人の医療スタッフで、複数の児を診療するため交差感染を起こしやすい。…
③……入院が長期にわたるため、しばしば保菌者が長期に存在する。…
④……保育器内が高温多湿で、微生物が増加しやすい環境にある。…
⑤…………無呼吸など緊急性を要す病態がしばしば起こるので、スタッフの手洗いが不十分のまま児に
接触することが少なくない。（常在細菌叢に定着する菌は母親由来ではなく、NICU内の環境
に棲息する菌である。）…

⑥…………母乳での経口哺乳がすぐには不可能であり、…初乳が有する抗微生物作用、免疫賦活作用が期
待できない。

表 10　NICUに入院する児が感染症に罹患しやすい理由
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　ⅳ）医療従事者の個人防護用品

　◦…通常とは異なる環境から心身疲労により免疫力が低下し、感冒、インフルエンザなど感染症を

発症する恐れがあり、マスクを着用し、手洗い、うがいを心掛ける。

　ⅴ）ミルク・哺乳瓶

　◦…清潔な水が確保できるまでは、一番安全なのは自母乳なので、あればそれを優先使用する。次

いで温乳器が使えれば冷凍自母乳が良い。

　◦…人工乳の調乳に使用する水は、安全が確認されたものか、煮沸したものを用いる。

　◦…哺乳瓶は、煮沸できない時は、次亜塩素酸ナトリウムに浸たして消毒する。

　ⅵ）ごみ・環境の管理

　◦…ごみは一カ所に集め、閉鎖しておく。

　◦…医療廃棄物の廃棄も徹底する。

2） 避難所の感染対策

①トリアージ、サーベイランス

◦被災者の到着時および滞在中も定期的に、感染症発症の疑わしい児がいないか確認する。

◦医療専門者ないし選任されたボランティアがこの確認作業を行う。

◦被災者に対し、ポスター等により、体調不良の報告を促すことも良い。

◦スタッフにおいても、定期的に体調を報告する体制をつくる。

②隔離対策

◦…感染者のために隔離エリアを設けておく。もし、良い場所がなければ仕切り等でエリアを作成する。

◦そのエリアへの入室は制限する。

③避難者の配置

◦家族は同じ場所に配置する。

◦感染症の症状により人を集め、配置を変えることも考慮する。

◦各自の睡眠場所は 90 ～ 100cmの距離をおく。

④手指衛生

◦最も重要な対策である。

◦手洗い、速乾性アルコール製剤の使用を励行する。

【水での希釈を必要としない消毒薬】
　・…消毒用エタノール
　・…10％ポビドンヨード液
　・…0.05 ～ 1％次亜塩素酸ナトリウム液
　・…0.01 ～ 0.2％ベンザルコニウム塩化物液
　・…0.02 ～ 0.5％クロルヘキシジングルコン酸塩液　など
…【一包化してある消毒薬】
　・…アルコール綿
　・…ポビドンヨード綿棒　など

表 11　災害時にも有用な主な消毒液
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◦アルコール製剤の配置箇所を検討する。

◦特にリスクのあるものに触れた時は必ず手指衛生を行う。

◦食前後、トイレ後、その他の接触感染のリスクがある時には、特に行う。

⑤個人防護用品

◦手袋：接触感染のリスクのある時に使用する。

◦ガウン：介護者の衣服に微生物が接触する可能性があれば使用を考慮する。

◦マスク：空気感染、飛沫感染のリスクがある時に使用する。

⑥水の管理

◦水の管理は避難所において最も重要な課題である。

◦水使用：水を容器で保存するときは、特に衛生面に配慮する。飲用か非飲用かを明示する。

◦水除菌：沸騰させるのは良い方法である。

◦河川、井戸水の使用は災害時には問題があることがあり、注意が必要である。

⑦食品管理

◦その専門家が行うべきだが、感染対策専門家も管理に関与できることが望ましい。

◦保存場所は、適切な温度、湿度、明暗などを維持するように注意する。

◦感染の疑いがある者は管理に関わらない。

◦配膳時の温度管理にも気をつける。

⑧ゴミの管理

◦ゴミ箱を用意し、定期的に廃棄し空にする。

◦小動物、昆虫などが入り込まないように廃棄場所の管理を行う。

◦マスクなどの医療廃棄物用の場所も作る。

⑨環境管理

◦汚染された環境も感染拡大に関わるので要注意。環境の除染は専門家が行うのが望ましい。

◦身の回りのものも除菌する。家庭用次亜塩素酸による除菌を行っても良い。

◦排泄された体液はすばやく取り除く。

◦浴室、台所、食堂、ベッドなどは常に清潔を保つ。

◦ベッド、コットはシーツを使用する。

⑩おもちゃ

◦個人に必要なものは他児と共有しないようにする。

◦幼児に遊具は欠かせないので、全体にわたる管理が困難であれば、遊び場を作って管理する。

◦遊び場の入退場前後で手指衛生を行う。

◦おもちゃは菌が付着しにくいものを選ぶ。

◦おもちゃは業者に指示されたとおりのクリーニングを定期的に行う。

◦寄附されたおもちゃを使用する場合は、新品であることが望ましい。

◦お絵描き用品も定期的にきれいにする。

◦雑誌類は少なくとも定期的に廃棄する。

⑪害虫

◦蚊などの害虫の発生に注意する。
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◦繁殖しそうな場所を作らないようにする。

⑫ペット

◦避難所の基本方針に従うことになるが、ペットと濃厚な接触が発生する状況は、時に危険となる。

◦妊婦・免疫不全者などは特に注意する。

◦ペットの食品、飲用水は人の場合と同じように扱う。

⑬ミルク

◦軟水（ミネラル少ない）が望ましく、沸騰後高温で調整し、適温で哺乳させる。

⑭哺乳びん

◦毎回の消毒が望ましい。

◦煮沸できない時は、次亜塩素酸ナトリウムにつけることも可能。

10．健診・母子保健
　震災や津波などの大災害時には多くの傷病者が発生し、医療に対する需要が高まる。同様に多く

の被災者が発生し、更に長期間の避難生活が必要となる場合も多く、衛生、環境、栄養など保健活

動に対する需要も高まる。乳幼児、老人、障碍者などのいわゆる災害弱者は要援護者といわれ、特

に大きな影響を受けやすいため十分な対応が必要である。とりわけ妊産婦、乳幼児は健康管理、環

境整備に特別な配慮が必要であり、母子の保健医療活動を専門とする保健師の支援活動が重要であ

る。災害時の保健師の活動としては、①要援護者（母子）の支援、②対策本部での情報分析、調整、

③広報、啓発が挙げられる。

Ⅰ期：超急性期（災害発生 48 時間以内）

　自身の安全確保、負傷者の救護が優先される。

　災害対策本部の立ち上げ、避難所の設置に関わる。

　被害状況の確認などを開始する。

Ⅱ期：急性期（災害発生から概ね 48 時間から 1 週間以内）

1）要援護者の支援：

　各避難所を巡回し、避難者の確認、要援護者を確認する。

　母子の生活環境の確保、食料、水などの配布に配慮する。

　母子専用のプライベートスペースを確保する。

　母子の体調管理、必要に応じて医療機関へ連絡する。

　母乳ケアなど。

※…過去の震災では乳幼児連れの母親は乳幼児の泣き声などによる周囲への迷惑、授乳スペースの確

保などのため避難所生活に支障を来たし、被災した自宅、自家用車内で避難生活を続ける事例が

あった。ストレスなどの影響で母乳分泌が不十分になるなどの母乳育児のトラブルも頻発した。

多くの被災者が密集する避難所では数の少ない乳幼児へは配慮が行き届きにくいため、プライベ
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ートスペースの確保、母乳ケアなどの母子保健の観点からの配慮が必要と考えられる。

2）情報分析、調整：

　妊産婦、乳幼児の所在の把握。

　必要な支援の把握。

　行政への保健スタッフの支援要請、受け入れ態勢の準備。

　要望に応じた保健医療活動の提供。

3） 広報、啓発：

　避難所内での個別の要援護者への保健医療活動の情報提供。

　各避難所における相談業務など。

Ⅲ期：移行期（災害発生から概ね 1 週間～ 1 か月）

1）要援護者の支援：

　保健師チームによる各避難所への巡回、家庭訪問を開始する。

　乳幼児の医療機関、乳児健診、予防接種の受診状況を確認する。

　母児の体調管理、育児不安の有無などを確認し、必要に応じて保健医療機関へ連絡する。

※…急性期を過ぎると避難所から自宅へ帰宅する要援護者も多くなる。また被災地区外からの人的支

援も増えるため、チーム体制での各避難所、自宅への訪問などが可能になると考えられる。

※…市町村の記録の消失、母子手帳の紛失により健診、予防接種の状況確認が困難になる場合も多い。

2）情報分析、調整：

　派遣された保健スタッフの受け入れ。

　保健師チームによる巡回訪問の調整をする。

　市町村外への避難者の状況を確認する。

　避難者受け入れ先の市町村への情報提供。

※…被災地区外からの人的支援が増えた場合には適切な支援提供、人材活用のため情報分析、保健師

チームの調整が重要となる。

※…大規模災害では市町村外への避難者の数も多くなる。被災地の自治体では市町村外への避難者の

状況の確認、避難先の自治体への引継ぎが重要になる。

3）広報、啓発：

　保健師チームによる巡回訪問を開始する。

　避難所などでの保健医療活動の情報提供。

　各避難所における相談業務など。
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Ⅳ期：慢性期（災害発生から概ね 1 か月～ 3 か月）

1）要援護者の支援：

　乳児健診、予防接種事業を再開する（再開場所は避難所、医療機関など）。

　保健師による各避難所への巡回、家庭訪問を継続する。

　乳幼児の医療機関、乳児健診、予防接種の受診状況を確認する。

　母児の体調管理、育児不安の有無などを確認し、必要に応じて保健医療機関へ連絡する。

※…厚生労働省の事務連絡によると住民票の異動の有無に関わらず母子手帳の交付、妊産婦、乳幼児

健診などの母子保健サービスは避難先の自治体でも受けられる。予防接種も予防接種実施依頼書

が無い場合でも避難先の自治体で接種が可能である。

※…国立感染症研究所の定期予防接種の考え方（第 1報）によると、母子手帳の損失、市町村の記録

の消失などで、予防接種の摂取歴が不明な場合は、保護者の記憶などを頼りに予防接種を実施す

べきとしている。数回の過剰接種の可能性もあるが医学的問題は少なく、接種しないマイナス面

が高いとしている。

2）情報分析、調整：

　保健師チームの解散、引継ぎ。

　妊産婦、乳幼児の所在の確認。

3）広報、啓発：

　マスコミ、広報を通じての保健医療活動の情報提供。

　各避難所における相談業務など。

V 期：長期（災害発生から概ね 3 か月以上）

　通常の保健事業を再開する。

11．こころのケア
　災害は予期せぬ突然の出来事であり、被災によるショックや避難所生活を送る不安など、環境の

変化が大きなストレスとなり、人々の心に不安や怒り、悲しみ、恐怖や無力感などの心身にさまざ

まな反応が生じる。災害後は、急性の情緒反応・急性ストレス反応（Acute…Stress…Reaction:…ASR）

が被災者に表れることがある。また、被災時の恐怖や悲惨な光景を目撃することでも大きな心理的

負担となり、ストレス反応が悪化する恐れがある。時には、日常生活に支障をきたすような外傷後

ストレス障害（Post-traumatic…Stress…Disorder:…PTSD）が長期的に持続する場合もある。

1）時間の経過と被災者の心理的経過（図 2）

　災害を経験した後に、こころのバランスを崩し、精神的に不安定になることは、正常な反応であ

る。被災による心理状態は時々刻々と変化するため、その時期に応じた支援が必要となる。
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① 茫然自失期（数時間後から数日間）

　◦恐怖体験のため無感覚、感情の欠如、茫然自失の状態となる。

　◦自分や家族・近隣の人々の命や財産を守るために、危険をかえりみず行動的となる人もいる。

［対　応］

　◦混乱している方の気持ちを受け止め、無理に励ましたりせず、温かく見守る。

　◦休養がとれるように配慮する。

②  ハネムーン期（数日後から数週間または数か月：被害の回復に積極的に立ち向かい愛他的行動が

みられる時期）

　◦…劇的な災害の体験を共有し、くぐり抜けてきたことで、被災者同士が強い連帯感で結ばれる。援

助に希望を託しつつ、がれきや残骸を片付け助け合う。被災地全体が温かいムードに包まれる。

　◦…精神的高揚状態であり、回復している心理状態ではないことを理解し対応する。

［対　応］

　◦…被災者が体験を冷静に素直な気持ちで話せるように配慮する。

　◦…頑張りすぎたり、高揚している気持ちに注意する。

③  幻滅期（数週間後から年余：メディアが報道しなくなり被災地以外の人たちの関心が薄れてくる

頃に無力感・倦怠感にさいなまれる時期）

　◦…災害直後の混乱がおさまり始め、復旧に入る頃。

　◦…被災者の忍耐が限界に達し、援助の遅れや行政の失策への不満が噴出する。

　◦…人々はやり場のない怒りにかられ、けんかなどトラブルも起こりやすくなる。飲酒問題も出現

する。

　◦…悲惨者は自分の生活の再建と個人的な問題の解決に追われるため、地域の連帯感は失われる場

合もある。

［対　応］

　◦…ストレス症状が現れる時期なので、PTSD、うつ病が隠れていないか留意し、不安や怒りを感

じている心理状態を受け止めながら支援する。

�図 2　被災者の心理状態

（厚生労働省外傷ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究班「心
的トラウマの理由とケア」、2001 より引用）
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　◦…アルコールの大量摂取になっている方に注意する。

④ 再建期

　◦…復旧が進み、生活のめどがたち始める頃。

　◦………………地域づくりに積極的に参加することで、生活の再建への自信が向上する。

　　フラッシュバックは起こりえるが徐々に回復していく。

［対　応］

　◦…被災者一人ひとりの生活状況を踏まえた断続的な支援が必要。

　◦…復興から取り残されたり、精神的支えを失った人には、ストレスへの対処が必要。

2）被災した人に起こりうる心身の反応と症状（図 3）

　災害後には、急性ストレス障害（ASD）、外傷後ストレス障害（PTSD）を初めとして、急性錯

乱、悲嘆反応、反応性躁病、パニック障害、恐怖症、身体化障害、アルコール依存症など、さまざ

まな精神医学病的病態を引き起こすことがある。しかし、ほとんどの場合は、家族や友人などの身

近な人の援助や自身の対処行動により、1か月以内で回復する。まずは、安全な居場所と衣食を確

保し、被災者が安心できるようにすることが大切である。そのうえで、必要に応じて精神科医療の

介入を検討する。

�図 3　災害の心理的影響

（厚生労働省外傷ストレス関連障害の病態と治療ガイドラインに関する研究
班「心的トラウマの理由とケア」、2001 より引用）
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①正常なストレス反応

　災害後に、こころのバランスをくずし、精神的に不安定になることは、異常な事態に対する正常

な反応である。

②悲嘆反応

　死別、負傷、家財の喪失などによる、悲嘆、罪責感、過失が存在した場合や援助の遅れに対する

怒り、うつ病、不安障害などが起こる。死による喪失から、深い心の苦しみが生じるが、それらの

反応は正常であることを理解し、伝える。深い悲しみから、それを乗り越え回復するまでの一連の

過程は悲嘆反応であり、その過程を通して「喪の仕事」を進めていく。心理過程を理解し支援して

いく上で、4つの支援のポイントを挙げる。

　　　　　受容

　悲嘆の反応に対する 1つ目の課題は、死を受容することである。思いを傾聴した上で、故人のこ

とを過去形で語り、また死の事実を繰り返し話すことで受容を徐々に促す。

　　　　　感情の表出

　悲しみ、怒り、罪責感といった感情を表出できるように促し、その感情をしっかりと受け止める。

　　　　　新たな環境、故人のいない状況への適応

　新たな環境に適応していけるように助言や援助が必要。現実の生活面で故人が担っていた部分を

引き受け、生活を再建するように促す。

　Point…4 ……故人の思いに対する情緒的な再配置

　故人の思い出を持ち続けながら、その後の人生を築けるように促す。

③急性ストレス反応（ASR）（図 4）

　災害直後、一時的に不安定になり、精神的な動揺や心身の症状が生じる。強いストレスに遭遇し

た時に誰にでも起こりうる反応であり、多くは数日でおさまる。

Point…1

Point…2

Point…3

図 4　急性ストレス反応（ASR）による主な症状

【心理・感情面】
◆睡眠障害（不眠、悪夢）
◆恐怖の揺り戻し、強い不安
◆孤立感、意欲の減退
◆イライラする、怒りっぽくなる
◆気持ちが落ち込む、自分を責める

【思考面】
◆集中力低下
◆無気力
◆混乱して思い出せない
◆判断力や決断力の低下
◆選択肢や優先順位を考えつかない

【身体面】
◆頭痛、筋肉痛、胸痛
◆だるい、めまい、吐き気
◆下痢、胃痛
◆風邪をひきやすい
◆動悸、震え、発汗
◆持病の悪化

【行動の変化】
◆神経が過敏
◆ちょっとしたことでけんかになる
◆ひきこもり
◆食欲不振や過食
◆飲酒や喫煙の増大
◆赤ちゃんがえり（退行）
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④ 心的外傷後ストレス障害（PTSD）

　被災後、1か月以上経過しても心や体の不調が持続することがあり、このような場合は PTSDが

疑われる。

【PTSD の主症状】

　◦…災害の体験に関わる追体験（フラッシュバック）や夢などで繰り返しよみがえる。子どもの場

合は、災害と関連するような遊びを繰り返ししたりする。

　◦…災害の体験に関する会話や体験時の感情、思い出させる場所や物を回避しようとする。

　◦…精神的不安定による不安、不眠、イライラ感が強く、集中できず、精神的緊張が高まった状態

となる。

⑤ 精神疾患

　心的外傷をきっかけとして、気分障害、不安障害、妄想性障害、アルコール依存症等、精神疾患

が生じることがある。

⑥ 災害による二次的な生活の変化

　避難所仮説住宅での生活、生活の再建の問題、就労や学業の困難、新たな対人関係のストレスに

より、疲労、焦燥感、気分の落ち込み、うつ病、心身症などが起こる。

3）妊産婦、乳幼児、学童期の子どもへの対応

① 妊産婦

　妊娠・出産後は、ホルモンのバランスの変化や身体的な疲労などが重なり、通常でも抑うつ状態

に陥りやすくなる。そのうえ、被災による心身のストレスや周囲に気を遣いストレスが増大しやす

いため、心身の変調が起こりやすくなる。子どものいる家族のための部屋や授乳室などの環境を整

え、母親がいつでも相談できる体制をとる必要がある。

【妊産婦のストレス反応】

　◦…イライラしやすい。

　◦…妊娠中の異常や胎児の発育に対する不安。

　◦…食欲不振、栄養の偏り。

　◦…重労働やストレスで流産しやすくなる。

　◦…食糧不足による身体の回復の遅れ、不調。

　◦…母乳分泌低下やミルクの入手困難等による育児不安。

　◦…経過敏、睡眠不足。

［対　応］

　◦…過度に心配しないように声を頻回にかける。

　◦…定期的に話を聞く。

　◦…物資の入手困難など、育児への不安を取り除くように配慮する。

　◦…授乳など、プライバシーの保護に配慮する。

　◦…母親をサポートするよう、家族や周囲の人に伝える。

　◦…赤ちゃんのストレス反応は母親の努力不足のせいではないことを伝え、普段と変わらないお世

話や愛情深く抱きしめてあげ、赤ちゃんに安心感を与えることが大切であることを伝える。
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②乳幼児

　乳幼児はストレスによる不安を行動や症状で訴えることが多い。

【乳幼児のストレス反応】

　◦…なかなか寝付かない、小さい物音にもびっくりする。

　◦…見知らぬ場所、特定のものや場所を極端に怖がる。

　◦…特定の状況で機嫌が悪くなる。

　◦…ちょっとしたことで泣く、泣く元気もない、ミルクを飲まない、食べようとしない。

　◦…親からしがみついて離れない、後追いが激しくなる。

　◦…これまで話せた言葉が話せない、今までできていたこともできなくなる。

　◦…甘えが強くなり、ぐずりやすい。わがままになる。

　◦…悪夢を見ているようだ。うなされる。夜中に目を覚ましてぐずる。夜泣きをする。

　◦…指しゃぶりやおもらしをする。

［対　応］

　◦…精神的な安定が図れるように環境を整えることが重要。本人や母親をはじめ、家族全員の不安

を和らげるように努める。

　◦…抱きしめるなどのスキンシップが大切。

　◦…子どもと会話をしたり、遊んだりなど、一緒に過ごす時間を多く持つ。子どもの遊び場や遊び

道具を確保する。

　◦…子どもがいつもと違う行動をとっても、その行動は一時的なものなのであるため、大人は冷静

に対応するよう努める。

　◦…地震、余震、津波など、わからないことは何度も繰り返し説明してあげることも重要。

③学童期の子ども

　災害により、家族や友人、家、ペット、おもちゃなど、子どもたちが愛着を持っていた多くのも

のを失う喪失体験をする。学童期の子どもたちは、気持ちをうまく言葉で表現できなかったり、ス

トレスを十分に受けとめることができず、不適切な対処戦略をとったり、心や身体に変調をきたし

やすいと言える。

【学童期のストレス反応】

　◦…無力感を示したり消極的になる。ひきこもる。

　◦…いつも不安、恐怖心がある。

　◦…混乱している。イライラしている。落ち着かない。粗暴な行動。かんしゃく。

　◦…不安で親から離れられない。

　◦…退行（赤ちゃんがえり、ゆびしゃぶり、おねしょ等）

　◦…身体症状（チック、下痢、便秘、腹痛、頭痛等）

　◦…多動、多弁、集中力の欠如、学習意欲の減退。

　◦…行動がちぐはぐだったり、長続きしない。

　◦…寝つけない、寝つきが悪い。

　◦…自分を責める。

　◦…自分の恐怖感や無力感を意識しすぎる。
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　◦…自己破壊的な行為、自分を傷つける行為などが出る。

　◦…不機嫌な表現、無口、無愛想、泣くことができない。

［対　応］

　◦安心感をもてるように配慮し、愛情を言葉や態度で示す。

　◦…子どもとしっかり向き合い、自分の気持ちを表現できるように配慮する。一緒にいる時間を増

やす。

　◦…子どもの活動の場を確保する。「地震ごっこ」や「津波ごっこ」などは禁止せず、見守る。お手

伝いや後片付けなど、建設的な方向に目を向け、達成感を築くことも大切。

　◦…恐怖や悲しみは、言葉だけでなく、手紙や日記、描画、遊びなどを活用することも効果的だが、

個別的な配慮が必要。

　◦…退行している時は、行動を禁止すると悪化する場合がある。まら、容認すると、退行を乗り越

えようとしないこともあるため、子どもと話し合い、解決方法を一緒に考えることがよいと言

われている。

4）災害時のこころのケア活動

① 誰が担うか

　災害後の精神保健活動の業務は、精神科医や精神ソーシャルワーカーのほか、保健師、看護師、

臨床心理士などを広く動員し、多職種連携のもとに行うようにし、スクリーニングし、早期発見早

期治療を行うことが望ましい。

② 支援者としての心構え

　◦…支援に向かう前に、自らの状況を整える。

　◦…対象地域のさまざまな情報を把握する。

　◦…支援者自身の二次受傷、燃えつき症候群に注意する。

　◦…災害によるストレスについて正しい知識を持つことが必要。

　◦…出向いていって、働きかけることも大切。

　◦…専門用語は使用しない。わかりやすい言葉を使う。

　◦…無理なことは引き受けず、必要に応じて専門家の助言を得ながら支援する。

　◦…被災者の自律性の回復を重視し、自己決定できるよう、被災者の考えを尊重し支える。

　◦…正確な情報の伝達に努め、デマやうわさ等、二次被害を防止する。

③ こころのケアで大切なこと

　◦…相手の気持ちをそのまま受け止め、共感した態度で接することが大切（傾聴）。

　◦…無理に聞き出したり、安易に励まさない。

　◦…泣いたり怒ったり等、被災者の感情の表出を制限しない。

　◦…ひどく混乱し、感情のコントロールができない場合は、必要に応じて、専門的治療に結びつけ

ることが大切。

　◦…ありのままの気持ちを受け止め、相手に寄り添うことが大切。

　◦…「がんばれ」「命があるだけでもよかった」「あなたはまだ幸せなほう」「きっと将来いいことが

ある」「思ったよりも元気そう」「私ならとても耐えられない」等、被災者を傷つける言葉を避
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ける。

④ 専門機関への紹介

　次のような場合には、早期に専門機関につなぐ必要がある。

　◦…強度の不眠が続いている。

　◦…強い緊張と興奮が続いている。

　◦…幻覚・妄想、周囲に対する被害的言動の多発。

　◦…表情が全くない。

　◦…ストレスによる心身症状が深刻。

　◦…ひどい落ち込み、自殺、自傷行為がある。

　◦…心的外傷後のストレス症状が顕著。

Ⅴ　おわりに

　この災害時の新生児医療体制再構築手順書が、災害に対する準備や、災害発生時に適切に対応す

るための一助となれば幸いである。さらにこの手順書が実際に活用されていく中で、より充実した

手順書に改定されていくことを期待する。
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…付録 1-1　災害時緊急連絡シート
（連絡日 20　　年　　月　　日）

連絡先：

緊急時用

災害直後で通信手段が限られている場合は、次の内容をお知らせください。

　　　

　　　施設名：　………　　　　　　　　　……………………………………………………………　　　　　…　　　　　　　　

　　　連絡者名（職種・職位）： 　　　…　　　　　　　　　…　　　　　　…　　　…　　

　　　連絡先：　　　…　　　　　　　　　…　　　　　　　　　…　　　　　　…　　　　

　□　人的サポートが必要

　　… 　□　新生児担当医師　…………………………　　　名…
　　… 　□　新生児担当看護師…………………………　　　名…
　　…

　　　　　業務内容：

　□　物的サポートが必要

　　　　　内　容：
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…付録 1-2　災害時情報収集シート
（収集日　　年　　月　　日）

連絡先：

該当する項目にチェックをお願いします。必要事項の適宜書き込みをお願いします。

① 施設名：　………　　　　　　　　　……………………………………………………………　　　　　…　　　　　　　　

 回答者名（職種・職位）： 　　　…　　　　　　　　　…　　　　　　…　　　…　　

 記載日：20　　　年　　　月　　　　日

②　今後の連絡窓口および方法

　（ア）連絡窓口　

… 　①…氏…名…………………………　　　　　　　　　…………………………………………………………　　　　　　　　　　………

… 　②…職種・職位…　　　　…………………………………………　　　　　　………………　　　　　　　　　　…………………………………………………………………………

　（イ）方法（使用可能なものにチェックして、カッコ内に優先順位を書いてください）

… □　（　　）電話：番号…………………………　　　　　　　　　…………………………………………………………　　　　　　………
… □　（　　）Fax：番号…………　　　　………………………………………　　　　………………………………………　　　　……………………………………
… □　（　　）衛星電話：電話番号……　　　　………………………………　　　　　　　　　　　　　
… □　（　　）skype：skype 名　　　　　…………………　　　　　　　　　　　　　　　…………………………………………………………………
… □　（　　）電子メール：アドレス………　　　　………………………………@…　　……　　　　　　　　
…………………………………………………………

③　NICU・GCU スタッフの安否確認

… □　全員の安否確認ができている
… □　まだ全員の安否確認はできていない
… 安否確認ができていないのは

… 医　師：（　　　　　　）名中（　　　　　　　）

… 看護師：（　　　　　　）名中（　　　　　　　）
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④　病院全体のライフラインの状況

　　（ア）電気：現在使用可能なものは

… ①通常電源

… 　□　通常
… 　□　停電　　　
… ②…自家発電

… 　1．NICU病棟

… 　□　制限なし
… 　□　制限あり（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
… 　2．GCU病棟

… 　□　制限なし
… 　□　制限あり（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　（イ）水道

… 　□　通常
… 　□　断水
　　（ウ）ガス

… 　□　通常
… 　□　停止
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⑤　病院の患者受け入れ機能または避難状況

　　（ア）建物破損

… 　□　あり
… 　□　なし
　　（イ）病院機能

… 　□　通常業務可能
… 　□　部分的に業務可能：可能なものは
… 　　　　□　外来
… 　　　　□　病棟
… 　　　　□　手術
… 　　　　□　分娩
… 　　　　□　臨床検査
… 　　　　□　画像検査
… 　　　　□　カテーテル検査
… 　　　　□　血液透析
　　（ウ）他院からの患者受け入れ

… 　□　可能
… 　□　不可能
　　（エ）他院への患者搬送

… 　□　行っていない
… 　□　行っている

⑥　病床規模（NICU、GCU）、平時の受け入れ態勢（人工呼吸管理など）

　　（ア）NICU　　　床、　GCU　　　床

　　（イ）人工呼吸器　　　台、n-CPAP　　　台
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⑦ 周産期病棟の破損

　　□　なし
　　□　あり
　　　ありの場合、該当する物に○を付けてください

　　　（ア）NICU

… ①…電源、水回り、酸素・圧縮空気・吸引配管、壁など構造物

… ②…機器：エコー、血液ガス測定器、人工呼吸器、n-CPAP、保育器

… ③…その他

　　　（イ）GCU

… ①…電源、水回り、酸素・圧縮空気・吸引配管、壁など構造物

… ②…その他

　　　（ウ）分娩室

… ①…電源、水回り、酸素・圧縮空気・吸引配管、壁など構造物

… ②…分娩台

… ③…その他

⑧ 現在の入院患者数

　　（ア）入院患者数　　NICU　　　　例、…GCU　　　　例

　　（イ）人工呼吸器　　　　　例､…n-CPAP　　　　　例、…酸素投与　　　　　例

⑨ 院外からのハイリスク児の受け入れ機能状況

　　□　受け入れ可（可能な症例に○を付けてください）

　　　　　1,000g 未満　1,000g 以上　1,500g 以上　2,000g 以上

　　　　　人工呼吸器使用症例、nCPAP症例、…心疾患、…外科疾患、…脳外科疾患

　　　　　およそ　　　　　例

　　□　受け入れ不可

　　◇…迎え搬送　　可　・　不可



vi

⑩ 院外へのハイリスク児の搬送の必要性（あれば具体的に症例数と疾患名）

　□　なし
　□　あり
　………………①…症例 1：診断

　　　　　1．在胎　　　　週、出生体重　　　　ｇ

　　　　　2．生後　　　　日・カ月

　　　　　3．人工換気　有・無、輸液　有・無、経管栄養　有・無

　　　　　4．自前で搬送手段を確保できる・迎え搬送必要

　　　　　必要あれば上記をコピー・ペーストして追加してください

⑪ 院外からの人的サポートの必要性（あれば具体的に）

　□　医師：新生児担当医師　　　名、　産科担当医師　　　名
… …………………小児担当医師　　　名、　…………　　　　　　　科　　　名

　□　看護スタッフ：新生児担当看護師　　　名、　助産師　　　名、
……………………………………………………………………………………小児担当看護師　　　名

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⑫ 院外からの物的サポートの必要性（あれば具体的に）

　□　不要
　□　要：別紙リストにチェックをお願いします

⑬ 周辺新生児医療施設の情報把握状況とその内容

　□　把握できている情報がある
　　（ア）… 病院名：

… 内容：

　　（イ）… 病院名：

… 内容：

　　（ウ）… 病院名

… 内容：

　□　情報を把握できていない
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⑭ 周辺施設からの依頼状況

　□　依頼なし
　□　依頼あり
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付録 2-1　新生児搬送記録シート
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付録 2-2　新生児搬送記録シート
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付録 3　NICU で平時に確認しておくべき事項

　□… 院内の電気供給関連情報についての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 院内の水道関連情報についての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 院内のガス関連情報についての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 院内の医療用配管（酸素、空気、吸引など）についての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 空調
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 院内の医療用機器滅菌システムについての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　

　□… 院内の粉ミルク・調乳用水の備蓄状況についての確認先
… （部署名：　　　　　　　　　内線番号：　　　　　　　　　　　　　）

　□… 耐火扉、排気口、防火栓、消火器等の位置と使用法の確認

　□… 避難経路・避難場所の確認

　□… 人工呼吸器、保育器などは非常コンセントに接続されていることの確認

　□… 緊急時の医療機器（人工呼吸器、保育器、モニタ、輸液ポンプなど）貸出先

チェックリスト



xi

付録 4　各医療機関で準備・動作確認しておくことが望ましい機器

　□　非常用自家発電：
… 水冷式の場合，水の供給がないと使用できないため，循環水の設置が必要

… 自家発電用燃料の備蓄が必要

　□　酸素ボンベ：
… 転倒する可能性があり，堅固な固定が必要。移動用キャリーカート

　□　圧空ボンベ，電動式の圧空器：
… 水冷式の場合，水の供給がないと使用できないため，循環水の設置が必要

　□　吸引ポンプ：
… 水冷式の場合は油回転式吸引ポンプの設置が必要

チェックリスト
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付録 5　NICU で備蓄しておくべき医療機器と物資

□… ヘルメット（可能なら照明付きヘルメット）
□… 停電時の避難に耐え得る懐中電灯（手で持つ必要のないタイプが望ましい）
□… ラジオ（＋手動充電ラジオ）　
□… タオル、シーツ、着衣
□… 新生児避難帯
□… 保温シート
□… 給水用バケツ・ポリタンク
□… 処置器具（鑷子など）
□… 診察器具（聴診器、ペンライトなど）
□… シリンジ、シリンジポンプ、点滴用ルート、静脈針など
□… 薬（緊急・蘇生用、カテコラミンなど）
□… 体温計
□… 血圧計
□… 酸素飽和度測定器
□… 酸素ボンベ
□… ディスポーザブルの流量膨張式または自己膨張式バッグ
□… ポータブル吸引器
□… 各種吸引チューブ
□… ペーパータオル
□… 滅菌手袋
□… ディスポーザブル手袋
□… 手指消毒用アルコール
□… 皮膚消毒用のイソジン、アルコール
□… 1 包化消毒剤
□… 調乳器具滅菌用ミルトン
□… 粉ミルク
□… 水、滅菌蒸留水など（粉ミルク用）
□… 煮沸に必要なコンロ、やかん、鍋、あればトング、洗浄液
□… 哺乳瓶
□… おむつ
□… おしりふき
□… …カンガルーケアしながら移動可能な衣服（チューブトップ、ウプスラのカンガルーケ

ア用のスリングのような物）　
□… 新生児搬送用ベスト　

チェックリスト
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付録 6　NICU での必要物品のチェックリスト

チェック欄 物品名 必要個数
（記載可能なら）

消耗品
紙おむつ 成熟新生児用

未熟児用
お尻ふき
紙タオル
デイスポ手袋 滅菌

サイズ　6
サイズ　6.5
サイズ　7
未滅菌
サイズ　S
サイズ　M
サイズ　L

気管内チューブ 内径　2 mm
内径　2.5 mm
内径　3 mm
内径　3.5 mm
内径　4 mm

吸引用カテーテル 3 Fr
4 Fr
5 Fr
6 Fr
10 Fr
14 Fr

閉鎖式気管内吸引用
カテーテル 5 Fr

6 Fr
胃管 3 Fr

4 Fr
5 Fr
6 Fr

ネラトンカテーテル 8 Fr
6 Fr

イルリガードル

ガーゼ 滅菌
未滅菌

未滅菌乾綿
滅菌四角巾
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穴あき四角巾
臍クリップ
ネームバンド
アルコール綿
滅菌綿棒 大

小
テープ 伸縮性幅 2cm

非伸縮性紙テープ　幅 2cm
非伸縮性紙テープ　幅 1cm

滅菌創傷閉鎖テープ
（例：3M社ステリストリップ®）
滅菌フィルムドレッシング
（例：3M社デガダーム®）
バンドエイド 大

小
シリンジ 1 mL

2.5 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL

シリンジ（カテーテルチップ） 1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
30 mL
50 mL

針 26　G
23　G
21　G
18　G

ランセット
ヘパリンガラス毛細管
微量採血管 末梢血

生化学
血液型・クロスマッチ

静脈留置針 24　G
PI カテーテル ダブルルーメン

シングルルーメン　20…cm
シングルルーメン　14…cm

閉鎖式輸液ライン フィルター付きライン
三方活栓
エクステンションチューブ
輸液セット
専用針
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トロッカーアスピレーション
キット ®

皮膚保護材 例：（薄手）
ビジダーム ®

例：（厚手）
デユオアクテイブ ®

例：（褥瘡予防）
ハイドロサイト ®

皮膚用リムーバー
心電図モニターセンサー
SpO2 モニターセンサー ネルコア

マシモ
培養採取スワブ
血液培養ボトル
多目的コネクター
ビニールチューブ
医療ゴミ（針など）廃棄用ボ
ックス

栄養関連物品
粉ミルク 一般

未熟児用
MA-1

経腸栄養剤 エレンタール P
エンシュア

調乳用水
哺乳瓶 デイスポーザブル

リユーザブル
乳首
母乳凍結用パック
HMS1®

搾乳器

薬品
ブドウ糖 5% 20 mL

5% 100 mL
5% 250 mL
10% 20 mL
20% 20 mL
50% 20 mL

生食  20 mL
 100 mL
 500 mL
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注射用水 20mL
100mL

三号液 500mL
抗菌薬 ABPC

GM
CTX
VCM
ABK
AZT

循環作動薬 イノバン ®

ドブトレックス ®

ミルリーラ ®

ボスミン ®

抗不整脈薬 アデホス ®

利尿剤 ラシックス ®

キサンチン製剤 アプニション ®

アプネカット ®

エリスロポエチン製剤
ヘパリン
ヘパロック用生食
電解質 10%　NaCl

アスパラK®

カルチコール ®

アミノ酸製剤 プレアミン P®

ビタミン製剤 ビタジェクトキット ®

即効型インスリン
グリセリン浣腸液
ガストログラフィン
オリーブオイル
キシロカインゼリー

消毒薬 グルコン酸クロルヘキシジン
0.05%
イソジン
ベンザルコニウム塩化物
0.025%

速乾アルコール性手指消毒薬
薬用石けん液

リネン
バスタオル
中タオル
小タオル
新生児用シーツ
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診察用具
聴診器
ペンライト
体温計
血圧計
マンシェット 大

中
小

吸引器（電池式）
喉頭鏡
ブレード 00 号

…0 号
…1 号

自己膨張式換気バッグ
流量依存性換気バッグ
換気マスク SS

S
M

滅菌資材
クーパー
セッシ 大

眼科用

文房具など
ボールペン
油性マジック　 黒

赤
紙（A4）
セロハンテープ
ホッチキス 本態

針
はさみ
乾電池 単三

単四

 


