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■座談会参加者
西本　至　・　血液事業本部長
小舘昭示　・　青森県赤十字血液センター所長
井上洋西　・　岩手県赤十字血液センター所長〔本誌編集長〕
伊藤　孝　・　宮城県赤十字血液センター所長〔東北ブロック血液センター所長〕
面川　進　・　秋田県赤十字血液センター所長
清水　博　・　山形県赤十字血液センター所長
坪井正碩　・　福島県赤十字血液センター所長
逢坂嘉弘　・　兵庫県赤十字血液センター献血推進部長

■オブザーバー
坂本恒夫　・　血液事業本部危機管理・訟務担当参事
中野顕彦　・　血液事業本部経営企画課広報係長

次なる巨大地震への備えは大丈夫か？
座談会テーマ

■司会　　井上洋西

中野顕彦坂本恒夫逢坂嘉弘坪井正碩清水　博

面川　進伊藤　孝井上洋西小舘昭示西本　至

　■日時：2012 年 5月 9日㈬　15 : 00 ～ 17 :30 
　■場所：日本赤十字社東北ブロック血液センター　3階応接室

座談会：次なる巨大地震への備えは大丈夫か？

91

　血液事業本部長の西本でございます。皆様大変

お忙しい中をお集まり頂きまして、誠に有難うご

ざいます。

　思い返しますと、被災の数日後にこちらに参り

まして、宮城センターの仮眠室で一泊させて頂い

たのが、つい昨日のことのように思い出されます。

あれから 1年 2ヵ月もたったのかなという実感で

ございます。

　「災い転じて福となす」という諺がございます

が、私は二つの点でこの言葉が非常に当てはまる

のかなと思います。一つは、こういう大変な災い

があったわけでございますけれども、それがあっ

たからこそ、また今後に対してどのように我々は

備えていけばいいかという教訓を得られる－とい

うことで、このレポートを残すこともそうでござ

いますけれども、非常に大きなプラスに転じてい

ける材料ではないかということが一つ。

　それから、もう一つは、この 4月から広域事

業運営が始まりまして、東北の場合はここ宮城に

ブロックセンターがございますが、勢いブロック

センターを造ったことによっ

て、今までの血液センターが

何となく地盤沈下するのでは

ないか、というふうな不安も

全国的にはなくもありませ

ん。どのようにしてブロック

内の血液センターの結束を固めて事業を円滑に実

施していくかということは、まだ手探り段階で、

これから半年、一年掛かって形が見えてくるもの

と思います。そういう意味で、このたびの震災は

確かに災いではございましたが、このような事故

をきっかけにして、今こうして皆さんお集まりの

ような機会が得られた訳ですから、今後ブロック

がいろんな知恵を出し合っていく最初の活動にな

るのではないかと思う訳でございます。その意味

で、この未曾有の災害を何とか生かして、後世に

我々としては残せるものを残したいと考えており

ますので、どうか皆様方には活発なご意見をお願

い申し上げて、簡単ではございますが、私の挨拶

とさせて頂きます。

西本本部長あいさつ

井上編集長　　それでは東日本大震災にて中心的な被害を受けた東北 6県の血液センター所長による、座談会
を開催させて頂きます。
　本座談会の司会進行については、本誌編集に関与したことから、本部長のご用命に従い私が務めさせて頂き
ます。
　本日は、皆様ご多忙中のところご参集賜りお礼申し上げます。特に、西本本部長におかれましては私共の要
請にお応え頂き、また坂本参事、中野広報係長も同行頂き心からお礼申し上げます。さらに、兵庫県赤十字血
液センター逢坂部長には、都市直下型地震である阪神・淡路大地震の当時の情報を提供頂くため、今回参加頂
いております。このように被災地での教訓を本部の方々を交えて討論する中で、今後の危機管理を確立するこ
とができれば大変有意義なことと思われます。皆様、今日はどうぞよろしくお願い致します。
　それでは、座談会に入る前に、今回の巨大地震による被災とその回復に陣頭指揮を取られました西本本部長
から、この一年余を振り返り挨拶を賜りたいと存じます。西本本部長、お願いします。

座談会開催にあたって
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　今日は、皆さん遠いところからお集まり頂きま
して有難うございます。特に血液事業本部からは
西本本部長と共に坂本参事、中野係長も同行して
頂きまして有難うございます。
　私たちは、2008年（平成 18年）に宮城センター
の建設に当たり、自然災害を含む種々のことも考
えて造ったつもりでございます。今回、全てに対
応できなかった反省点はありますが、東北 6県の
検査集約と、それから南東北 3県分の製剤業務集
約施設を早急に造るなどの制約がございました。
そして昨年 3月 11日の震災を迎えました。計画
当初から弱点は水道と都市ガスだろうと考えてお

りまして、実際そのとおりになり、それが事業の
継続を困難にした一因です。血液事業というのは
採血と、検査、製剤、そして供給が主な業務であ
り、震災の際はこの中で供給業務だけは私達宮城
センターでやらなければいけないと考えました。
　検査・製造の回復に関しては、改めて総合的に
考えますと、今回は感染症の機器の修復にほぼ 4
週間、それにプラスして種々のバリデーションの
ために合計 40日間かかるということが震災後数
日で判りました。それに合わせ血液事業本部の方
とか、「供給安定小委員会」の方々とテレビ会議

を通して、全力を挙げて安定
供給を目指してやってきたつ

もりでございます。
　もう一つ、不幸中の幸い
だったのは、東北 6県で亡く
なられた職員がいなかったこ

と、献血者に大きな事故がなかったことです。こ
れは献血事業を推進していく上で最も重要なこと

で、事故がなかっただけでも非常によかったと思
います。ただ、これは不幸中の幸いというだけで、
今後も同じと考えてよいこととにはならないと思

います。ですから座談会では、次の震災に対して
できるだけ我々の経験を生かして、さらに必要な
危機対策を提起できれば、全国のお世話になった
血液センターにも役立つものと考えられ、これ以
上の喜びはないと思います。ぜひ皆さんと一緒に
この東日本大震災の経験と努力とを座談会でまと

めていきたいと思います。
　この被災記録の企画を発案し呼びかけられ、こ
れまで纏めて頂いた井上所長、本当に有難うござ
います。編集が終わり発刊されるまでが我々の仕
事ですので、ぜひ皆で協力して進めていきたいと
思います。よろしくお願い申し上げます。

座談会開催にあたって

井上編集長　　震災後 1年 2ヶ月間、血液事業本部と伊藤所長との絶妙の連携、また全国の血液センターと職
員とのご尽力のお陰で、東北の血液事業もなんとかここまで復活することができました。改めてこの場をお借
りして関係の皆様にお礼申したいと存じます。

伊藤所長あいさつ

井上編集長　　只今西本本部長から、今回の震災から教訓を学び後世に生かそう、また今回のような話合いに
より地域と中央が共通の認識を持ち、地方の活性化に繋げようとのお言葉を頂きました。有難うございました。
　それでは、被災当時東北の基幹センターであった宮城センター所長として、6センターのうち最大の被害を受
けながらも、その機能回復に務め、またその後も約一年にわたり東北の需給調整に尽力された伊藤所長にこの
一年を振り返り、挨拶を頂きます。
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座談会　次なる巨大地震への備えは大丈夫か？

井上編集長　　本誌の出版目的は、東日本大震災の直撃を受けた東北 6県の被災記録にとどまらず、今後も繰り
返し我が国を襲うと考えられる巨大地震に対して、国家の血液事業を委嘱された日本赤十字社が血液事業を遂行
する立場から、今回の被災の経験を生かし、これまでよりもさらに災害に強い体質を身につけるためのものと考
えています。
　特にこの座談会では、血液事業本部長にもご参加頂き、今回の巨大地震と大津波の経験や教訓を生かし、今後
の血液事業発展のための危機管理の在り方、解決すべき課題についても検討できればと考えています。
議事進行の内容について、用意させて頂いた下記の 1から 10までの話題について進めさせて頂だければと思い
ます。また、途中で必要な話題がありましたらご提案頂き、それについても議論を深めてまいりたいと存じます。

本日の話題

1.次なる巨大地震への心構えと備え

　　2.次なる巨大地震への非常用電源確保と点検

　　　　3.次なる巨大地震への通信手段確保

　　　　　　4.次なる巨大地震への他のライフライン確保

　　　　　　　　5.次なる巨大地震に備えた建築様式

　　　　　　　　　　6.次なる巨大地震への広域事業運営体制

　　　　　　　　　　　　7.次なる巨大地震における医療機関や献血者との意思疎通

　　　　　　　　　　　　　　8.原子力発電所事故下の業務遂行と職員の健康確保

　　　　　　　　　　　　　　　　9.巨大地震の際の優先配送先の選定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.災害救助活動の日常的な訓練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11. まとめ

座談会：次なる巨大地震への備えは大丈夫か？

　当座談会記録中で、各主題の欄外に“（事務局より）”とあるのは、検討内容の新・
旧危機管理ガイドラインにおける位置づけを示し、また本社通達がある場合はそれと
の関連を示すためのものです。また一部関連の深い参考資料も掲載させて頂きました。

＊（注）
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西本本部長　　ただいまの井上先生のイントロで、
今後本部が担うべき課題の殆どが言い尽くされてい

ると思います。「天災は忘れた頃にやってくる」と
いわれるように、過去にあった今回と同規模程度の
ものも含め、さらにとてつもない大災害がいつ何時
襲ってくるかわかりません。そこでご質問の「どの
程度の」と言われれば「たとえどんなものであれ」
としか答えようがありません。また、「どう耐えるか」
と問われれば「完璧に耐えうる」ための備えを、人
知と科学の及ぶ限りを尽くしてシミュレートした目

標設定に努めるしかない、ということになるでしょ
う。やや抽象的ですが…。　　
井上編集長　　明確なお言葉を頂き、有難うござい

ます。ではそのような見地から改訂された「危機管
理ガイドライン（改訂 5版）」で強化された概念や
規定について、簡単に坂本参事から紹介頂ければと
存じます。
坂本参事　　この 4月に、ガイドラインが改訂され
まして、従来のものをさらに充実させた内容かと思
われます。強化された点につきましては、ライフラ
インの確保というところが従前にも増して厚くされ

ているのではないかと思います。もう一つ重要な点
は、電気あるいはガス等について、血液センターが
優先的に供給されるべき機関として認識されている

かどうかを確かめて頂くということ、それから発災
したという仮定のもとに定期的に訓練を行なうこと

井上編集長　　それでは、まず 1番目の話題に入らせて頂きます。今回の巨大地震と大津波を経験して、私達国
民の地震への認識や心構え・備えも大きく変革を遂げたと思います。今回の巨大地震というのは、当初はよく未
曾有とか、空前とか、想定外とかの巨大地震と言われましたが、いろいろ過去の歴史をたどってみるとそれほど
珍しいことではなくて、我が国では結構繰り返し起こっていたことが次第に認識されるようになりました。
　特に血液事業は国家事業であり、私たちはそれを遂行する事業体として国から委嘱されているわけですから、
一般の企業と異なり、災害時こそ「安定供給」の機能を発揮しなければならないことになります。人口密集地帯
に巨大地震が発生した際には、先の 3.11と異なり血液が不足し助かる命も助からない状態に陥る危険がありま
す。もし、多くの地域でそのような惨状が展開すれば、「血液事業はもうお前たちに任せられない」と言われる
かもしれません。
　東日本大地震の経験を踏まえ、今年 4月 13日に改訂された「血液事業危機管理ガイドライン（改訂 5版）」でも、
“本社と各センターが同じ「危機意識」を持つことができ”、“危機の拡大を避け、損害を最小限に止め、職員及
び献血者等の安全を含めた業務の安全を確保しつつ業務継続を実行し、正常状態に迅速に回復させる” ことの重
要性を訴えております。このことから巨大地震を乗り越えていくだけの体力と気力とを普段から準備しておかな
ければならないということが基本にあると思います。
　今回の巨大地震の経験を踏まえて、今後日本赤十字社血液事業本部としてはどの程度の地震にどう耐えるだけ
の目標設定を行うのか、まず血液事業本部長にお考えをお示し頂ければと存じます。

1. 次なる巨大地震への心構えと備え

1．次なる巨大地震への心構えと備え
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が非常に重要であると考えております。
井上編集長　　危機管理の面では、これまで本部に
よる各センターの本格的な指導はほとんど行われて

来なかったようです。通常薬事業務指導などと同様
に定期的な査察・指導があれば、少なくとも今回発

生したいくつかの危機管理上の問題点は避けられた

と思います。
坂本参事　　もともとの通常薬事業務指導の目的と

申しますのは、PL法に対応すべく薬事関連法規を

中心として指導してきたものです。インフラ（産業

1．次なる巨大地震への心構えと備え

⑴　今後 30年以内の地震発生確率
  

　　平成 23年 12月、政府（文部科学省）の地震調査研究推進本部は、三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りで、「マグニチュード 8～ 9
の地震が、今後 30年以内に、30％の確率で起きる」と予測した。三陸沖中部から南部にかけては蓄積されたエネルギーは解放されたが、
三陸沖北部や茨城県沖では、まだエネルギーが残っていると考えられている。今回の 3.11 大震災はその直前で 20％の確率で生じたこと
から、30％の確率でもいつ生じてもおかしくない。南関東から、東海、東南海、南海地震の発生確率はこれより高く、日本は至るところ
で大地震が予測されている。全国どこでも地震への備えは欠かせない。
⑵　第 2章　「危機管理における基本的な心構え」については旧ガイドラインの踏襲になる。特記すべきは、その中の「1．血液事業を取り
巻く危機、⑴　危機に対する心構え」として、「自然災害や、…不測の事態が何時起こるかもしれません。………災害等に対する危機意識
を持たず、何ら対策も取らずにいれば、非常事態が発生した際に身動きが取れず、迅速な日常業務への復帰もままならないでしょう」とある。
　　また、「⑵　血液事業における危機管理」として、「（様々な原因により）危機は発生しますが、そのような状況にあったとしても、血液
事業は継続して行かねばなりません。さらに、…危機の未然防止のための活動、災害等を想定したシミュレーション訓練などを繰り返し
行うことなどにより職場における危機管理意識を醸成し、全体的に推し進めて行くことは血液事業における危機管理に欠かせない取り組
みです」と日常的なチェックを既に要請している。
　　さらにまた、「3. 危機管理における不可欠な要素」として、「“危機”について、本社と各センターが同じ意識を持つことが必要です」とある。

■事務局より
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1．次なる巨大地震への心構えと備え

や社会生活の基盤となる施設）や危機管理面は、本
部の経営指導や業務指導が担当していたと認識して

おりますが、充分な効果を発揮できにくかったかも
しれません。今後は、危機管理の面での確認をより
充実させて行きたいと考えます。
伊藤所長　　危機管理ガイドラインの改訂は、改訂
第 5版が今年 4月 13日に出されていますけれども、
これは「業務安全管理委員会」で、5回ほどの審議
を経て作られました。私も委員でしたが、まだこの
ガイドラインに明文化されてないものとして「ヘリ

コプターの優先使用」があります。3月時点では、
まだ契約に至っていないため文章に載っておりませ

ん。40数機持っている会社と契約して、これを日
本赤十字社が優先的に使えるように契約したと聞い

ています。事業本部としても非常に熱心に取り組ん
だものですが、これをどう運用するかというのは、
先生がおっしゃるように定期的にだれかがチェック

しないと、結局震災の時に運用できないことになっ
ては困りますね。
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井上編集長　　ここでは新ガイドラインにおいて「ライフライン」の筆頭に挙げられている電力の確保について
検討させて頂きます。
　現代の多くの機器は電気で作動しており、統一システムのコンピュータや通信機器、情報機器、冷凍庫や冷蔵
庫、血液製剤の検査・製造機器、ベルトコンベア、また採血のための受付や採血装置、モニター装置、貯水タン
クへの揚水ポンプ、火災警報装置、スプリンクラー、警備警報装置に至るまで広範な機能を失うことになります。
　よってまず電力確保の第一は、自家発電機の問題です。現在では、全国のセンターに停電に備えた非常用電源
確保のための自家発電機が用意されています。ところが今回の巨大地震に際して、この東北でも自家発電機にト
ラブル、または機能異常や問題点がいくつか見出されました。いずれも早期に機能が回復したため、大きな事故
には繋がりませんでしたが、発生時間によっては発見の遅れとなり、大きな事故となりかねなかったところでも
あります。全国の血液センターの改善に役立てて頂くために、ここでその内容を報告して頂ければと存じます。
　まず北から、秋田センターでは発災による停電時に自家発電機が作動しませんでした。これは継電機（不足電
圧継電機）が故障していたためと本誌の「被災報告」にありますが説明頂けますか。

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
（1）血液センターにおける自家発電機による機能維持の問題

面川所長　　停電時は、自動的に自家発電機への起
動と非常回路の切りかえが行われ、自家発電機が作
動するように設定されています。しかし、実際に作
動しなかったのです。結局、手動で切りかえて発電
させ給電したという経緯があります。
伊藤所長　　発電はしたのですか、しなかったので
すか。
面川所長　　結果的には発電しました。自動的に作
動せず、手動でオン・オフをして、発電に至ったの
です。
井上編集長　　これはふだんからチェックしていて

も、なかなか難しいものだったのですか。
面川所長　　これは反省材料だと思いますけれど

も、こういうことに対する備えだとか、訓練とかが
重要と思います。

井上編集長　　そういう私共も、問題がなかった訳
ではありません。暖房用のオイルタンクが自家発電
機のオイルタンクと共用であったため、発災時にす
でに目減りしており「3日間以上稼働可能なこと」
との規定に満たないことが判りました。発災後のた
めいつもの給油店からの補充もままならず、最終的
に支部に事情を話し、県の災害対策本部を通じて特
定の業者により給油が行われた経緯が有ります。そ
の後判明したことですが、他にも青森の八戸セン
ターなどで自家発電のタンクのオイル不足が指摘さ

れました。おそらく同じような理由と思います。
　ところで、面川所長のところでは水冷式の発電機
をご利用なさっていたとのことですが……。
面川所長　　私も実はこの発災時に、水冷式という
ことを初めて知ったのです。

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
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伊藤所長　　阪神・淡路と同じのを使っていたとい
うことになりますね。
井上編集長　　阪神・淡路大震災のときに、当時の
兵庫センターでは水冷式自家発電を使っており、水
道がストップした後、貯水タンクの水を使い尽くし
て 3時間ぐらいで停止してしまったと被災記録集に
掲載されています。
逢坂部長　　4時間半ぐらいで停止しています。
井上編集長　　それが平成 15年 10月初版の危機
管理ガイドラインには、「水冷式自家発電機は冷却
用の水の確保に注意」との主旨の記載だけです。し
かし巨大地震で停電となれば、貯留タンクへ揚水も
止まることが多く、自家発電の継続は難しくなりま
す。今回は、水の問題はなかったのですか。水冷式
は効率がいいとか、馬力が高いとかあるのですか。
逢坂部長　　大型のユニットに血液を保管するため

に、現在の新施設の保冷庫も最終的には水冷式を選
んでいるのです。
西本本部長　　今のセンター新施設ですか。
逢坂部長　　はい。
西本本部長　　そうですか、では余り反省が生かさ
れてないということですね。
伊藤所長　　新たにセンターを建てるときには、余
り私たちは水冷、空冷というふうには検討しません
でした。しかし、水冷方式はだめだと言っていまし
た。それでラジエーター（空冷）方式になっており
ます。
井上編集長　　むしろ、宮城では空冷式でやれるこ
とが示されているなら、ガイドラインには「血液セ
ンターの自家発電機としては空冷式を設置すること

を原則とする」と規定した方が理解し易いのではな
いかと思います。
伊藤所長　　そうなのでしょうね。
逢坂部長　　現在の兵庫センターの建設の時には、

震災の経験が十分活かされませんでした。次期の設
備の更新時にはさらに検討して対応したいと考えて

います。
西本本部長　　兵庫センターの被災記録誌が被災 1
年後に出版されたということですが、この記録誌を
どれぐらい皆さんが見て、今のような問題点を把
握したか、あるいはまたそれをチェックしたか、疑
問ですね。これは私自身の反省も含めてですが、多
分余り生かされていないと思わなければいけないで

しょうね。例えば水冷式の今の話を一つとってもで
すね。いろいろな研修とか、あるいは定期的なチェッ
クとかが必要でしょうね。でないと、「のどもと過
ぎれば熱さを忘れる」ことになりかねません。
井上編集長　　今回は、平成 23年 4月 12日東京
の全国所長会議での被災 3県の所長による被災報告
や東北 6県の事務部長が事業本部での報告の機会を
持てたこと、また基幹センターの伊藤所長も委員に
加わったことで新ガイドラインでは大分踏み込んだ

内容になっているのでしょうね。
伊藤所長　　今回はかなり改善点を追加しています。
坪井所長　　福島県内の施設では初回の地震では停

電はなく、4月 7日の余震の時に初めていわきセン
ターでのみ停電になりました。各附属センターの自
家発電機を調べると、その燃料はガソリンだったり、
軽油だったり、いろいろなのです。最終的に一番い
いのは軽油なのです。軽油は移動採血バスに満タン
に積んでいますから。
井上編集長　　必要に応じて移動採血バスのタンク

から移しかえることができますね。
坪井所長　　そうです、いつでも使えるというのが
いわきセンターですが、福島センターはまだダメで
す。
井上編集長　　福島では全て軽油に統一するつもり

だとお考えですか。

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
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坪井所長　　そのようにしたらいいのではと反省し

ています。
井上編集長　　非常時に適した新しい提案ですね。
面川所長　　秋田の方は、私自身が、自家発電が水
冷か空冷かも知らなかったですし、自分の施設がど
のような自家発電の機能を持っていて、どのような
燃料が必要なのかも知らなかったことが大きな反省

だと思います。職員の中で担当者は知っているので
しょうが、こういう災害に備えることになると、自
分の施設内をチェックして、いかに訓練して対応す
るかということが大事かなと思いました。
井上編集長　　秋田もオイルタンクが暖房と共通な

のですね。その辺もチェック項目として本部の災害
対策部の方でも把握して頂き、全国的に注意を喚起
する必要があると思います。
清水所長　　山形の自家発電機のオイルタンクは満

タンでした。暖房と共通ではありませんでした。私ど
ものところは、例えば新しく入った職員とか、それか
ら他所から転勤してきた職員には、オリエンテーショ
ンで施設内をラウンドする時に、屋上から地下まで全
部案内します。特に、自家発電機の燃料は軽油なのか、
重油なのか、あるいは停電して何秒後に発動するの
か、給油しないで何時間運転が可能かなどをその時
に説明します。最初に話しておかないと、後ではなか
なか把握しにくいと思います。

伊藤所長　　そうです。
清水所長　　山形センターでちょっと不備があった

のは配線の問題です。非常用電源が 1階の供給部門
の冷蔵庫にはしっかり繋がっていたのですが、2階
の事務室だとか、サーバには繋がっていなかったも
のですから、あわてて 2階までコードを引っ張って
繋ぎました。ですから、どこまで自家発の電源が来
ているか、どこは繋がっていないかについて、総務
ですら充分把握していないという状況でした。そこ
は今回の反省点です。
面川所長　　清水所長さんのおっしゃるようなこと

は秋田センターにもありまして、統一システムが自家
発電機に繋がっていないため、同じように配線を追加
して、システム稼働させたという経緯がありました。
井上編集長　　うちの “統一システム” は繋がって
おりました。統一システムの維持というのも優先す
べき危機管理の問題として、「血液事業情報システ
ム」を給電の第 2優先順位として新ガイドラインに
位置づけられています。
　さらなる問題は、採血装置の血液返還や火災警報
や警備警報などはバックアップ用のバッテリーが附

属しているものもあるようですが、それも停電後 1
時間程度で効力を失い、自家発電機ではバックアッ
プできないものもあり、その対策が必要であること
が最近判明しました。

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検

逢坂部長　　兵庫センターの新施設は、電気の供給
については受変電設備が高圧 2系統受電となってい
まして、片一方のラインがだめになっても、もう一
つのラインで通電が可能なシステムになっており、

両方ともだめになった場合に自家発電機が動くよう

になっております。
井上編集長　　新兵庫センターでは関西電力の 2系
統の電源が来ていて、一つがダウンしても一つが生

（2）血液センターの外部電源多回線確保の問題
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きていると。
伊藤所長　　先生、それは私達もその導入を検討
しました。2系統というのは二つの別の変電所から
引っ張るということです。ダブルというのは、同じ
トランスから配線を二重で引っ張ることです。
井上編集長　　宮城センターでは 2系統確保できて
いるのですか。
伊藤所長　　いや、2系統をやろうと思えばできた
のですが、宮城センターは高森変電所と寺岡変電所
があるのですけれども、そこから 2系統で持ってく
るといったら、地中埋設のためすごくお金がかかる
のです。だから、それはあきらめて、非常発電装置
をしっかり整備することにしたのです。ちなみに東
京都センターは従来から 2系統でとっていたので、
江戸川のところでクレーン車が倒れて架線が切れる

事故が発生した際には一方がダウンしましたが別の

方が働きました。この様な事故には、2系統でとっ

ていると確かにいいと思います。
坪井所長　　東京電力も原子力発電所の電気系統

を 2系統にしておけばよかったのではないでしょう
か。
伊藤所長　　原子力発電所はちょっと無理だろうけ

れども。
井上編集長　　福島原子力発電所では確か 2系統ダ
ウンしていますね。
伊藤所長　　ランニングコストとかいろんなことを

考えると、やっぱり 2系統でとるというのはすごく
お金がかかるのです。基本料金も 2倍でかかってき
ますから。
井上編集長　　今後 2系統電源の必要性の条件等に
ついて、今後の検討課題として本社にて議論を進め
ていただきたいと思います。

井上編集長　　電力に関する 3つ目の問題は、既に
旧ガイドラインからの記載ではありますが「血液セ
ンターのライフラインの優先回復への日常における

外部団体との確認」の件を今後どう進めるかが検討
課題と思いますが。
坂本参事　　先ほど伊藤先生がおっしゃったよう

に、ライフラインの優先的な通電対象施設であるこ
とを血液センターが定期的に確認するというのも一

つの方法だと思います。
逢坂部長　　阪神・淡路大震災の時は、医療機関で
の優先通電の配慮とかは全然考える余地はなかった

と思います。医療機関ですら全く機能しなかった壊

滅的な状況ですので、血液センターとして優先通電
をお願いしておいても、電力会社がダウンしたとき
には優先的に通電は難しくなると思いますが。
伊藤所長　　病院ですら優先通電は難しい。優先と
言っても限度があるのではないですか。これを認め
させるには大変だと思いますが。
井上編集長　　血液センターにおける電力の優先通

電の問題、また 2系統の電源確保の必要性について
は、本部にて改めて検討をお願いしたいと存じます。

（3）血液センターの外部電源優先回復の件

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
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井上編集長　　電力確保の 4つ目は、献血ルームの
非常用電源、つまり自家発電機の確保の問題です。
今回の地震の教訓は、これが整備できていないとこ
ろが少なくないことです。新旧のガイドラインにも
整備すべきとの明確な記載はないと思います。ルー
ムで電力が失われるとなぜ困るかといいますと、山
形で見られたようにシーラーが作動しないで、その
血液が無駄になる、また統一システムも動かない。
部屋は真っ暗になる。献血者の具合が悪くても心電
図も取れない。薬品を投与するにもアンプルの文字
も読めない、血管も見えない。他のモニターも動か
ない。誰かが入り込んでも警報が警備会社に届かな
い（セキュリティーのバッテリーも 30分しかもた
ない）。やはり献血ルームにも、基本はオーナーに
自家発電機を用意して貰わなければならないのでは

ないでしょうか。そういう私の所でもルームには自
家発電機が整備されていないのです。伊藤先生、新
ガイドラインでもルームでの自家発電機の必要性に

ついて言及はないようですが、メンバーとしてどう
だったのですか。
伊藤所長　　結局献血ルームは自前の建物ではない

ので、どうするかというのが問題なのです。
井上編集長　　ですから「契約のときに少なくとも
将来の設置を条件にしておく、あるいは自家発電機
の必要性が改めて認識されたので、オーナーに整備
をお願いする必要がある」など規定を追加すべきで
はなかったのでしょうか。
　確か青森では今回の被災のあとオーナーが自家発

電機を整備してくれたルームが有りました。何か特
別に依頼した経緯があるのでしょうか。
小舘所長　　弘前の出張所は、ルームと供給施設を

兼ねたテナントビルに入っているのですが、ビル内
に自家発電機はあるのですが、出張所には配線が繫
がっていなかったのです。オーナーに話し了解を頂
いたので、配線を繋ぎ停電時の対応として血液の保
管ができるようになりました。
伊藤所長　　献血ルームに出ていって欲しくない時

には、そのビルで備えたりします。それは必要です
よね。
井上編集長　　献血者の具合が悪いときに心電図が

必要となったのに、停電だからといって早く帰って
くださいというわけにもいかないですよね。新ガイ
ドラインでは “VVR（血管迷走神経反応）の生じた
方を担架で運び出せ” となっていますが、ビル 21
階のルームから担架で階段を降ろす途中でさらに工

合が悪くなったら、これが法律にいう “献血者の保
護” にあたるのですか。
伊藤所長　　それはいかないでしょうね。
井上編集長　　基本的にはルームにも、自家発電機
を必要とすると思いますが、改めて危機管理でご検
討頂けますか？　我々もルームのオーナーに自家発
電機の設置を是非お願いすると訴えて行きたいと思

います。統一システムも含めたルームの自家発電機
の確保について、本部として改めて対応をお願いし
たいと存じます。

（4）献血ルームの非常用電源確保の問題

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
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井上編集長　　第 5番目に、外部団体との商用電力
優先回復確認の推進の問題の話題に入ります。
　電力については、今回の被災では比較的早目に回
復しました。阪神・淡路大震災のときにも確か 1日
で回復しておりますよね、
逢坂部長　　電気は 18時間ほど止まっていました。
井上編集長　　多くは 1日以内の回復ですね。そう
いう場合にも早く回復するよう特別に交渉するとい

うことは意義があるのでしょうか、我々とすると広
い範囲をカバーする配電室みたいなのがあって、そ
このスイッチのオン・オフに個別の交渉というのは
それほど役立たないと思って、初めから交渉を自粛
してしまう事もあるのではないでしょうか。
坂本参事　　例えば製品の保管に対しては、少なく
とも 3日間の非常電源の確保が燃料も含めて規定さ
れています。しかし、連続的な稼働が 3日間を超え
ると自家発電機が停止するのであれば、血液製剤の
安定的な保管、そして供給のための保管を確保する
ためには、優先的な回復を普段からお願いしておく
ことが大切だと思っております。
面川所長　　最大余震が 4月 7日にあったときも
私は感じたのですが、商用電源の回復というのは医
療機関が優先なのです。我々は医療機関かといった
ら違う。秋田市内の停電の状況とか見ていますと、
センターはまだかなと思っていたら、医療機関のあ
る地域から商用電源の回復が進んできました。今、
坂本さんからも話がありましたが、そういう交渉と
いうことは考えたこともなかったわけであります。
我々も血液を預かっているという立場があるから、
もちろん早く回復してほしいという気持ちはあった

のですが、どういう形で交渉というか、アプローチ

すればよいか全くわからなくて、交渉先というのは
電力供給会社、東北電力と話を進めればいいので
しょうか。事業本部のご意見もお聞きしながら、今
後重要であれば商用電源回復までの期間が長い場合

には対応を考えておかないといけないと思いまし

た。ただ、優先順位として、血液センターが優先さ
れているかというと……。
伊藤所長　　いや、優先順位は下がると思いますよ。
面川所長　　そうですよね。
伊藤所長　　それは生命に直結してないから下がる。
レスピレーターつけていたりしているところは優先

なのです。そこと比べたら血液センターの優先順位
は下がるのです。
井上編集長　　血液の確保も手術とか、医療を支え
ている面では共通ですけれど。医療にとっての必要
性を熱心に説明すれば、意外に理解されるかもしれ
ません。国家戦略は知りませんが、国家一大事の優
先回復順位は行政、防衛、医療の順でしょうか。国
にとっては、公的医療機関、基幹病院、血液センター
は同一レベルかもしれません。交渉前から自粛する
必要はないと思います。
　私は 3月 24日㈭に、採血再開交渉に必須である
と県を説得し、自家用ナンバーの車を緊急通行車両
に指定して、未だ一般車両通行止の東北縦貫道を抜
けて、宮城センターに採血再開日程調整と見舞いに
出かけました。宮城センターの 2階・3階の惨状を
見た後、「ガソリン不足で緊急通行車両を通勤に利
用、職員の 3割は寒い中を寝袋で泊り込み、都市ガ
ス停止のためエアコンが作動せず血液の処理ができ

ない」との話を聞きました。採血再開にはガスの回
復が必須との想いから、帰途に車中から仙台市のガ

（5）外部団体との商用電力優先回復確認の問題
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ス局災害対策受付窓口に電話を入れ、身分を明かし
た上で、「仙台市泉区の宮城センターは東北地方全
体の血液確保上なくてはならぬ存在であり、市ガス
が通じないと宮城センターの機能回復が遅れ、東北
地方の多くの病院で手術ができなくなる恐れがある

こと、そのため助かるはずの命が失われる事も懸念
されることを伝え、一刻も早い回復を東北 6県を代
表して要請しました。「同様の要請はこれまであっ
たか」と聞いたところ、窓口嬢は「このような要請
はこれまでは受けていない。今のところ再開の目処
はたっていない。事情は理解できたので検討させて
ほしい」との返事でした。確かその 2～ 3日後に
宮城センターの都市ガスが復活しました。全く偶然
かもしれませんが、私は急ぎ再開のための要因の一
つに位にはなったと信じています。仙台市ガス局の
災害対策受付窓口の当日午後 3時過ぎの記録に残っ

ているでしょう。初めから遠慮せずに、やって見る
事も必要ですね。
伊藤所長　　はい。そういうところはあるのではな
いかなという気はいたしますよね。
井上編集長　　場合によっては、どうしても必要性
のあるときには電力会社にお願いして自家発電の車

を回してもらうとか、そういうこともあり得ること
なのでしょうね。
伊藤所長　　電源車ですね、それはあり得るでしょ
うね。
井上編集長　　ですから、そういうことも事前に交
渉しておくことが必要なのだということなのでしょ

うね。
　西本本部長、外部団体との事前協議の基本姿勢と
してどのような気構えで望む必要があるのでしょう

か。

⑴　旧ガイドライン時代からの記載として、「3.3 ライフライン停止の影響確認」として採用する自家発電装置の冷却様式について、「特に
水冷式の自家発電機の場合、冷却用水の確保並びに確保した冷却用水の給水について対策を行なっておく必要がある」と記載されている。
⑵　　また旧ガイドラインからの記載として、「3 災害に対する血液センター内部の現状分析、3.1 構造設備の確認」において、災害発生時の
避難経路や防災体制を確認するポイントの資料とするため、施設の構造図面を用意し、非常用コンセント設置場所、非常用電源に接続さ
れている機器、ガス栓、ガス遮断弁、給水栓、消化設備、排煙ダンパー、放射線設備等を図面に記録する」と記載されている。
⑶　旧ガイドラインからの記載として、「2．災害に対する外部団体の対策分析と提携、2.1.1 電力の優先供給・復旧」の中において、「停電
の場合に電力復旧の最優先組織とみなされるための手続きに関して、地元電力会社に問い合わせ電力復旧施設の指定を受ける」と記され
ている。

　新ガイドラインで今回の被災を教訓に新たに追加された内容として、
⑴　「3．災害に対する血液センター内部の現状分析、3.2 非常用自家発電装置の性能向上と点検整備」として、
①　年に 1回以上専門業者立会いの下で、全館停電として非常用自家発電装置の定期点検を実施すること。
②　非常用自家発電装置に接続している機器、コンセント等のリスト作成と、優先順位を勘案した定期的見直しを実施すること。なお、
給電の実施順位は、⑴　保管設備（冷蔵及び冷凍）、⑵　血液事業情報システム、⑶　電話交換器等の通信関係とすること。
③　非常用自家発電装置の能力は、最低 3日間（72 時間）連続して稼働可能にすること。
⑵　検査または製剤を実施している非常用自家発電装置の設置については、検査・製剤業務が継続的に可能となるよう検討すること。（設置
する発電容量については別途検討する）と追記された。
　   またさらに、「3.3 大型電源車の整備」として、非常用自家発電装置の容量不足や故障による給電不能に備えて、大型電源車の整備を検
討する必要がある」と追記された。
⑶　　ヘリコプターの導入に関しては、新ガイドラインにおいて、「10.1 本社血液事業部の対応」として、「⑻　ヘリコプターの運用について
は「血液事業における災害時・緊急時対応用ヘリコプター運行要領」（仮称）に従う」と記載が追加された。

■事務局より
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西本本部長　　私達の事業は、人命を預かる医療を
支える根幹の業務であることを相手に伝え、理解し
てもらう事が必要ですね。
井上編集長　　ガイドライン（第 5版）を読み直し

てみると、そうだったのかという形で大変元気づけ
られた気がしました。今まで何か薄々感じておりま
したけれども、やるべき一つの方向性が見えてきた
と思います。

2. 次なる巨大地震への非常用電源確保と点検
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井上編集長　　次は通信手段の確保の話題に進ませて頂きたいと思います。
　昨年の巨大地震で痛感したことは、電話回線の混雑のため関連施設との交信が一般電話では困難となったこと
ですが、後から聞いてみますと、広域災害などで電話が輻輳・混線して来たときには、電話会社が自動的に制限
をかけて、発信できないようにしているのだそうです。ですから、我々が一生懸命連絡を取ろうとしても通じな
いのは当たり前ということになります。それを避けるためには、先のガイドラインで既に「災害時優先電話」の
ための電話回線の確保を勧めています。よってほとんどのセンターで既に手続き済みと思います。
　岩手センターでは災害時優先電話は被災前に主電話を含む 2本、携帯 4本の計 6本について震災前に既に加
入手続きが取られていました。しかしその後、その 2本の回線は光ファイバーに変えられたため自動的に災害時
優先電話でなくなり、別にもう一本の電話が災害時優先電話回線として指定されていました。最近、NTTに確

認し判明したことです。つまり、災害時優先電話は、現在はデジタル回線かアナログ回線でないと指定できない
とのことです。またその残り 1回線が災害時優先電話であることは限られた職員にしか知られていませんでした。
知っていたのは事務用の特殊なプッシュフォン電話機を使用していた総務課や供給課の一部の職員だけで、結果
的には災害時優先電話を用意しながら、その特典を生かしきれなかったことになります。被災時参照した当セン
ターの「緊急災害対策ガイドライン」にもこの災害時優先電話登録やその後の回線の変更についての記載はあり
ませんでした。
　いずれにしましても、災害時優先電話も含めて皆さんのところではどのような対応なされたか、教えて頂きた
いと思います。本誌の宮城センターの「被災報告」を参照しますと「災害時優先電話をもってしても本部との連
絡手段として余り有効でなかった」と記載してありますが、もう少し説明を頂けますか……。

3. 次なる巨大地震への通信手段確保
（1）災害時優先電話について

伊藤所長　　災害時優先電話は繋がりませんでし

た。災害時優先電話は全然優先ではなかったのです。
井上編集長　　一般的な議論の前に、情報を入れさ
せていただきます。つい最近、直接 NTT担当者か

らの情報によりますと、災害時の通信手段の確保と
しての災害時優先電話の特徴ですが、災害時に電話
回線の輻輳が生じた際に、一般電話は自動的に発信
を制限され、通話できないのですが、災害時優先電
話は発信制限を受けない。しかし、かけた相手側の

電話に通話が 20件、30件と来ていれば、これは全
くの先着順になるのだそうです。ですから、必ずし
も回線が確保されたことにはならない。
　もう一つは、被災後沿岸部の某県立基幹病院の輸
血用血液担当の職員に確認したところ、「被災後血
液センターとの連絡は、元々血液製剤発注に用いて
いた FAXは全く通ぜず、病院事務室にある災害時
優先電話を用いて、何度もかけ直して必要な連絡は
とる（発注する）ことができました」と言うのです。

3. 次なる巨大地震への通信手段確保



106

一方、当センターの供給課に聞くと「今回は血液製
剤受注用に FAXは全く使用できず、代わりに電話
で注文を受けて、当方で発注伝票に記載して発注を
受けました」との返事です。結局、病院側も血液セ
ンター側も FAX機器に災害時優先回線を確保して

いなかったことに起因します。血液事業における血
液製剤発注の最も重要なステップが広域災害時に確

保されない。つまり発注の確認や受注の確認の証拠
が残らない。これを知ったとき、全身に戦慄を覚え
ました。なぜって、次の巨大地震で人口集中地域で
家屋の下敷きとなり怪我人が多数出た際に、日赤の
受注配給システムの混乱で多数の助かる命が助から

なかったら、誰が責任を取るのでしょうか。今回の
巨大地震が首都直下型でなくてむしろ幸いでありま

した。しかし、首都直下型の事前予告としても、極
めて重大な警告の意味を持つことを、私達はもう一
度受け止め直す必要があると思います。

　先程の宮城センターの伊藤所長の話を解釈すれ

ば、災害時優先電話なら何回かかければ本部に繋が
る可能性は残されていると思います。しかし、相手
側である本部の電話に沢山の電話がかっていると、
それは全くといっていいほど通じないことになると

説明がつくのかと思います。しかし、宮城の場合本
当のところはどうだったのか、調べていただきたい
と思います。もし、当センターと同じく宮城センター
のその回線が光回線に代わっていたら、その接続の
可能性はゼロパーセントになると思います。また、
旧ガイドラインでも今回の新ガイドラインでも、緊
急時受付窓口は 1本に限定されているようですが、
もし次の巨大地震で外部からの電話が殺到したら、
前回同様に繋がらなくなる恐れはないのでしょう

か。

（2）衛星電話について

井上編集長　　それから、もう一つ衛星電話という
のがあって、これは旧ガイドラインで「設置が望ま
しい」とされ、新ガイドラインでは「設置する」と
変わっています。この衛星電話は、NTTでも auで

もやっているのですけれども、これは衛星に直接向
けて電波を出して、相手が同じ衛星電話であればそ
こに直接電波が送られる仕組みで、普通の料金の 3
倍はかかるけれども、これは首都直下型の地震で
電話回線が切断された際には一番お薦めできると

NTTの窓口では推奨しています。NTTの衛星電話

から auの衛星電話に繋げるには、NTTの衛星電話

機から発信された電波は “国産衛星” に伝えられ、

その衛星から NTTの地上中継基地に一度落ちて、
それからまた auの “国際衛星（使用衛星が異なる）”
に行って、そして相手の auの衛星電話に入るとの

ことです。それから、もう一つは衛星電話から普通
の電話にかけたときには、電波は一旦衛星に行くの
だけれども、それが身近の地上の中継基地に落ちて、
そこから有線で相手の電話に行くとのことです。相
手近くの中継基地から相手の電話までは普通の電話

回線になるので、かかりにくい原因にはなるのだと
言っていました。
伊藤所長　　衛星電話お持ちのところあるのです

か。
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井上編集長　　うちで 1台持っています。県から支
給され支部を通じて盛岡赤十字病院と当センターに

配置されたようです。県の医療局を通じて県立病院
にも配置されていますから、それも利用できました。
しかし、当センターでは衛星電話を供給に 1本置い
てあるだけですし、県立病院でも事務室に 1本ある
だけのようです。しかも南の窓際に置いて衛星に向
けないとダメとの設置場所の制限があります。
伊藤所長　　結局みんな持っていなければだめなの

でしょう。
井上編集長　　血液事業本部との連絡に、特に地上
回線が使えなくなった首都直下型地震などに、衛星

電話は威力を発揮する可能性があります。
西本本部長　　本部というか、本社にはありますよ
ね。
小舘所長　　本社にはあるでしょう。だから、血液
事業本部にも 1台以上備えればいいわけですよね。
西本本部長　　本社以外、血液事業本部にですね。
逢坂部長　　兵庫県支部は、緊急通行車両 (通信指

令車 )に衛星電話を搭載していまして、平成 16年
に新潟で地震があった時にも出動して、そこで使っ
たように聞いています。

（3）災害時伝言ダイアルについて

井上編集長　　それから、もう一つ言及させて頂き
ます。よく最近民間ではやっているのが「171番の
災害時伝言ダイヤル」です。「いない！」に掛けて
いるのでしょうか。広域災害時には少なくとも発信
地区か、受信地区かの電話回線が輻輳したとき、固
定電話からでも携帯電話からでも、171と押して、
ガイダンスの指示に従って進めると、携帯からでも
相手電話指定の伝言ができて、相手が携帯であっ
ても固定電話であっても伝言を残すことができる。
その人から自分の電話に伝言があるかどうかも 171
にかけ、そのガイダンスに従えばよい、またその際、
ついでに相手に伝言を残すこともできるとのことで

す。そしてこれは相手と暗唱番号を共有しておけば、
ガイダンスに従い、プライバシーを保って伝言を残
すことができます。当センターでは被災当日、沿岸
の宮古市で移動採血を行っており、帰路津波の襲っ
た時間帯にこの職員と連絡がとれなくなりました。

結局、気転を利かせて沿岸道を避け、山道を迂回し
て帰所したため、大津波に襲われずに済みましたが、
このとき予防医学関係の検診車 3台が大船渡で津波
に襲われ大破しています。このように消息が不明に
なった際に、この方式は威力を発揮するものと思わ
れ、当センターの新ガイドラインには組入れました。
旧ガイドラインから、災害時優先電話や衛星電話の
記載がありましたが、災害用伝言ダイヤルも大いに
利用価値があるのではと思います。
西本本部長　　災害伝言ダイヤルというのは携帯で

も可能ですか？
井上編集長　　広域災害で電話が輻輳した際には、
固定電話からでも携帯電話からでも、また相手が固
定電話でも携帯電話でも使えます。
西本本部長　　私は、今から 6年前の 2006年の 2
月 22日に記載された電話番号をいつも持ち歩いて
いるのです。出張が多いものだから、自宅がもし被
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災したときのために。そのとき言われたのが、コイ
ンを必ず使うこと、公衆電話でないとだめ、とのこ
とでして、いまだにそう信じているのです。今ふっ
と見たら、携帯電話も OKだというから。普段はだ
めなのでしょう、これは。
伊藤所長　　これは広域災害が起こって NTTや au

あたりがこれを設定すれば使用可能です。
西本本部長　　そういうことですよね。だから、い
つも 10円玉を持っていた方がいい、とか公衆電話
でないとだめですよとか。幸いこれまで 1回も使っ
たことはないですけれどもね、これずっと持ち歩い
ているのです。
井上編集長　　当初は固定電話を対象にしていたけ

れども、今若い人で固定電話持っている人が殆どい
ないので、広域災害時には携帯電話と固定電話で
も、また携帯電話同士でもできるようになったよう
です。

面川所長　　この災害伝言ダイヤルは、私は 3月
11日のときは、西本本部長もご一緒で鹿児島にお
りましたが、そのとき秋田の家族から私の携帯電話
へメッセージがあり、171の災害用伝言ダイヤルを
通じて家族の肉声を聞くことができました。「秋田
も揺れたけれども、大丈夫です」との肉声の伝言で
した。ですから大変実用的だと思います。私自身が
発信する方法はよく判らないのですけれども、家族
はわかっていました。
西本本部長　　これ 171だけを覚えておけと 6年
前に言われました。語呂合わせで“忘れていない”と。
いやいや、本当にここにちゃんとそう書いてあるの
です。いざというときには落ち着いて、「忘れてい・
な・い」と。
伊藤所長　　なるほど。

（4）黒電話と公衆電話について

坪井所長　　職員はコンビニの緑の公衆電話に行っ

てかけていました。
伊藤所長　　公衆電話のほうが通じるとはどういう

ことですか。
井上編集長　　公衆電話はアナログ回線であり基本

的には黒のダイヤル電話回線と同一で、初めから災
害時優先電話になっているのだそうです。
坪井所長　　そうですか。では、公衆電話を 1つ
病院の中に置いておくのがよいのですね。今、病院
も公衆電話ほとんど使わなくなりましたから、全部
とってしまったのですが。
小舘所長　　私も 1つ申し上げようと思っていたの

ですけれども、うちにアナログ電話が 1台あるので
す。
坪井所長　　黒電話のことですね。
小舘所長　　デジタルではなくて、アナログの昔の
ジージージーというの。あれが災害時通じるのです。
携帯は一切だめですけれども、あれが通じて、いろ
んな人の安否を確認できました。だから、携帯はも
うだめですよね、まず。
伊藤所長　　緊急連絡用には全部黒電話を用意しな

さいと言っているのです。これは全国のセンターで
用意しているはずです。当センターもちろん用意し
ました。ところが、黒電話でもその当時は繋がらな
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かったです。
小舘所長　　それは回線に制限があるでしょうから

ね。
伊藤所長　　そうです。
小舘所長　　黒電話というのは、アナログのことで
すよね。
伊藤所長　　そうです。
小舘所長　　公衆電話もそうでしょう、電話回線だ
け使うから。
坪井所長　　そういえば黒い電話ありました、うち
にも。

小舘所長　　それが意外と便利です。
坪井所長　　職員はコンビニの前の緑の電話に行っ

てかけていました。
井上編集長　　NTTが言うには回線には3つがあっ
て、アナログとデジタルと光ファイバーなのだそう
です。アナログ回線があまり使われない時にはうま
くつながるのでしょうね。災害時に適したいくつか
の形の通信手段を確保し、その特徴を生かして使う
という結論にさせて頂いてよろしいですか。

⑴　災害時優先電話の確保については、旧ガイドライン時代から引き続き、「2.1.3 災害時優先電話」の中で、「NTT等の電気通信事業者に
より提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するため、その確保に努めると共に、その設置場所を周知しておくなど災害発生時
において有効に活用できる体制を確立しておくものとする。災害時優先電話は、管内停電時にも使用可能なように電話交換器を通さずコ
ンセント電源を必要としない黒電話とすること」と指摘されている。
　　さらに、旧ガイドライン以来の指摘として、「災害時優先電話」に関しては、「地震などの災害が起きると被災地周辺は電話が大変混雑
し、通じなくなる。これまでの災害の例でも、被災地以外の地域から被災地に向けての電話は輻輳が激しく、ほとんどつながらない状態
になっている。また電話線が切れなくとも被災地内でも電話が激増し、一般家庭やオフィスから電話をかけることができなくなる。こう
した電話の輻輳に対処するためNTTでは「災害時優先電話」の仕組みを設けており、警察や消防、市町村の防災行政部署、大きな医療
機関などの災害対策にあたる機関の電話、そして一般住民用には公衆電話が災害の際も電話できる電話として指定されている。なお、代
表電話で複数の回線を有する電話（例：ビジネスホン）等でも、ある指定番号を付けてダイヤルすると災害時優先番号とする方法もある
のでNTTと相談すること」と記載されている。
　　実際は、輻輳時には電話局で自動的に発信を制限しており、血液センターを含め上記特定機関でもその電話回線の一部しか指定されて
いない。携帯電話でもその一部を災害時優先電話に指定することができる。
⑵　ここでの問題は、医療機関から血液製剤を注文するときには、医療機関の血液担当窓口から地域センター供給課宛に一定の様式にて
FAX通信を用いて注文し、またその発注の訂正がある時には、血液センター供給課から医療機関の血液担当窓口宛に一定の様式にて
FAX通信を用いて連絡を行うことになっている。これは、配送時間や注文内容の確認など誤配や遅配の防止、また発注記録の保持に役立っ
ているが、今回は電話回線輻輳のため被災後 1週間ほど FAXがほとんど使えない状態が続いた。この機能を通常通り維持するには、こ
の FAX機器についても災害時優先電話の指定を受けていなければならないことが判明した。
⑶　また、衛星携帯電話に関して、旧から新ガイドラインで新たに変更された部分として、「4．防災計画等の作成と災害への事前対策、4.4 
緊急時に必要な通信機器と整備」の中で、従来は「（5）衛星携帯電話は 1台以上整備することが望ましい」とあったものが、今回は「（3）
衛星携帯電話は 1台以上整備する（固定およびモバイル）」と変更されている。
⑷　電話回線の優先復旧に関しては、旧ガイドライン以来の指摘として、「2.1.4 電話回線の優先復旧」の中で、「血液センターは、電話回
線が止まった場合にはサービス回復の優先リストに配置される必要がある保健事業体であることを説明し、電話会社の復旧優先リストに
掲載されていることを確実に（確認）しなければならない」と既に明記されている。
⑸　また、旧ガイドライン以来の指摘として、「2.1.2 災害時優先電話と電話回線の優先復旧」の中で、「電話会社に対し、災害時の通線確
保について協力体制を確立させておくこと。緊急事態の間、特定の事業体は電話回線を復旧する優先サービスを受ける資格がある」と明
記されている。

■事務局より
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（5）業務用無線について

小舘所長　　あと一つ、うちのほうで非常に有効
だったのはバスについている無線です。無線が県内
全部通じたのです。
井上編集長　　業務用無線ですね。
小舘所長　　業務用無線、あれが非常にいろんなと
ころと、バスとバスでやり合って、それで割合と緊
密な連絡がとれて、いいものですね。
井上編集長　　うちでもありますね、業務用無線。
あのときは相手が使用できる献血会場でなかったの

で使ってない。岩手県の場合は山が多いので使用で
きる守備範囲が狭いのです。先の話で発災のときは
沿岸方面に行っていた移動献血車とは、北上山系を
越えた沿岸部には全然繋がりませんでした。でも時
には北海道の室蘭なんかから電波が入ってくること

あります。
小舘所長　　だから、そういう意味で周波数を覚え
ておけば、偶然通じれば無線、無線で中継しながら

意思を伝えることができますね。
井上編集長　　短波なのですかね、山がだめだとい
うのは……。
小舘所長　　どうなのですかね。
井上編集長　　今後へのまとめとして、坂本参事か
らお考え頂けますか。
坂本参事　　選択肢はたくさんあったほうが望まし

いのは言うまでもありません。災害時の優先電話が
繋がりにくければ次の手段というのが幾つかあった

ほうがやはり通信手段の確保としてはベターなのだ

ろうなと思っております。今回の議論も織り交ぜて、
業務安全管理委員会等で考えて頂ければと思ってお

ります。
井上編集長　　通信手段としての選択肢をいくつか

揃えて、状況にあった通信手段を使い分けるという
ことですね。
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井上編集長　　では、次の「その他のライフラインの確保」の話題に入ります。
　ガソリンの確保の問題では 6県でそれぞれ苦労なさったと各センターの「被災報告」にありますが、供給車両
の問題と通勤用自家用車の問題に分けて話をお聞きします。

4. 次なる巨大地震への他のライフライン確保

清水所長　　山形の場合は、宮城センターからいた
だきました。供給車両は庄内とか、あと新潟に行っ
ていましたから、新潟からもいただきました。
井上編集長　　ガソリンの確保は今回どの様にされ

たか、ちょっと総括的にご意見をいただけるところ
はないでしょうか。
　岩手では、被災後直ちに供給用車両については、
早い時期に管轄の警察署から緊急通行車両の指定を

受け、あとは県対策本部からの緊急通行車両指定の
ガソリンスタンドで現金で給油ができるという体制

になっておりました。遠方に出かけたとき以外は、
その点では不自由はほとんどありませんでした。し
かし、通勤用自家用車のガソリンにつきましては、
震災後ガソリンスタンドに長蛇の列ができ、時には
数時間待って 20リットルの制限つきというのがむ
しろ一般的でした。しかし、少し後になりますが、
センターの機能維持のためには、職員が出勤してく
れないと困りますので、総務課長あたりがいくつか
のガソリンスタンドと交渉して優先的に提供して頂

けるところを見つけました。しかし、県により大分
事情が異なっていたようです。県の対策本部からの
指示や、緊急通行車両としての給油状況はいかがで
したか。
面川所長　　血液供給用の緊急通行車両に関しては

優先的に給油を受けられました。しかし、一般的な

職員の通勤用のガソリンの確保までは対応できてお

りません。
井上編集長　　何か宮城では、山形にガソリンを供
給したこともあったと聞いていますが……。
伊藤所長　　宮城では、緊急通行車両（供給車両）
に関しては、ほとんど一般のガソリンが供給できな
いときでも、うちが契約したスタンドではできてい
たのですが、10リットルとか 20リットルの制限は
かかっていたのです。だから、もらう人と車両を増
やしたのと、それから携行缶を集めてきて、自分の
車両に給油したほかに携行缶にガソリンを入れて持

ち帰るなどの方法をとりました。よって供給車両で
極端にガソリンが足りなかったということはありま

せんでした。ただ通勤車両用（自家用車）のガソリ
ンは別です。この分のガソリンはこのスタンドから
は調達できませんでした。
　山形では初期から緊急通行車両もガソリン給油が

できたのですが、宮城県に来た際に一般のガソリン
スタンドでは割り込んでの給油はできないというの

で、弁当を届けてもらったその帰りに 20リットル
のタンクを 1つ持っていってもらったという話で
す。だから、そんなに多い量ではないのです。当時、
物流の停止で弁当屋さんは宮城にはほとんどなかっ

たので、山形から血液を運んでくるときに 1日 1回
夕方 20個ぐらい弁当も運んできて、そして帰りに

（1）ガソリンの確保
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血液とガソリンとを持ち帰ったということです。
坪井所長　　同じ車で臭いが移るとかあったみたい

ですがね。
伊藤所長　　そうです。
井上編集長　　福島はいかがでしたか。
坪井所長　　同じです。通勤用車両用のガソリンは
ないが、緊急通行車両の指定を受けた供給車両では
高速道の給油は、並ばずに大丈夫でした。だから、
どうしてもという時には一旦高速に入って給油して

いました。
伊藤所長　　ところが、一般の人は高速道路でもだ
めです。並ばなくては……。
坪井所長　　一般車両は高速でも並びますがね。
逢坂部長　　兵庫の場合は、阪神・淡路大震災のと
きは、施設の近隣のガソリンスタンドを含め阪神間
の沿岸地域の多くのスタンドが被害を受け、機能し
なくなりました。スタンド機能を一度止めてしまう
と改めて再度検査を受けなければまた再開できない

とかで、かなり長期間営業が止まったように覚えて
います。ですから、ガソリンは大阪センターとか、
当時の姫路センター（県内一体運営前）等から調達
していただいたのが多かったです。新施設の建設後
には近くのガソリンスタンドにお願いし、災害時に
は優先的に給油してもらうことにしたのですが、大
地震後にスタンドが機能しなくなれば無理でしょう

ね。
井上編集長　　今回の被災後のガソリンンの入手に

関しては、いくつかの主たる沿岸の原油荷上げと精
油所が大津波のため機能しなくなり、また港湾の破
壊のため大型タンカーが接岸できなったことが東北

地方にガソリン不足を招いたと聞いております。し
かし、私達国家事業である血液製剤の供給を休むわ
けにはいかないので、なんとか確保しなければなら
ない。日本赤十字社がこれを地方の自助努力だけに

任せておいてよろしいのかは、大きな問題のように
思われます。また日本赤十字社の災害救助活動が迅
速に行われるためには、やはりガソリン補給は不可
欠です。違法を承知でガソリン缶の車内への持ち込
みを奨励することは、人間の尊厳や博愛の精神とは
相反するようにも思われます。どなたかよい解決方
法はありませんか。
逢坂部長　　阪神・淡路大震災の時のように、近隣
のガソリンスタンドが全部だめになったら、日赤の
ネットワークで特別な体制でガソリンを確保しない

と、第一の使命である血液の供給はできなくなると
思います。
井上編集長　　ガソリンの確保には、日本赤十字社
の特別なネットワークを使えば被災地のガソリン不

足を補うことができるのではとの提案と思います

が、いかがでしょうか。血液事業は国家事業なので、
困窮した場合は国が確保すべきとの考えもあります

が、これは普段から了解を取り付けておく必要があ
るかと存じます。日本赤十字社の救護活動は NPO

的な慈善団体とみなせば、救護を得る地方自治体が
ガソリンを確保すべきとの考えもありますが、この
考えでは他の NPOと分け合うことになります。確
かクエートが被災地のガソリン不足を支援するため

タンカー 1隻分の原油を国か日赤に寄付してくれま
したが、日本赤十字社は確かこれをお金に変えて、
被災者援助金に替えた経緯があるように思います。
この一部を石油元売り会社に納め、代わりにタンク
ローリーなどでガソリンを運んで、要所要所のガソ
リンスタンドに一定量預けておく、それを必要に応
じて取り出して使うなどの方策はありえなかったの

でしょうか。
　今日は、本部長さんもいらっしゃるので、今回、
どこかの血液センターの被災報告書にも有りました

が「日赤でどうにか確保していただけないものか」
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との質問には、お応え願えるでしょうか。緊急事態
においてこそ、血液の安定供給を行う必要がありま
すし、また日本赤十字社の災害救助活動の応援も必
要な事から、日本赤十字社本体としても私ども被災
地の活動の後方支援の一環としてガソリンを確保す

る必要があるのではないかと思います。現地努力に
全てを任せるのではなく、また現地で働く職員に携
行ガソリン缶にガソリンを詰めて車内で持ち歩く違

法行為が習慣となり、道路で大火災でも起こして一
般人を巻き添えにして死に至らしめたら、日赤のイ
メージに大きく傷がつきます。所長としては違法を
禁ずる立場にあるのに、「ガソリン携行缶を持って
走れ」とは言い難いところがあります。
伊藤所長　　そうなったら大変ですよ。でも、しよ
うがないから結局。
逢坂部長　　この度の東日本大震災への出動のとき

も、兵庫県支部にもガソリンの支援要請がありまし
たので、携行缶に入れて持って行った様です。
伊藤所長　　だから、携行缶に積んで持ってきたの
です。結局それしか方法がなかったのですから。
井上編集長　　現状は、「いくも地獄、帰るも地獄」
の様相ですが、将来を考えて、本部の危機対策のほ

うで何かお考えはありませんか。例えば、自衛隊の
基地に日本赤十字社のガソリン用のタンクあるいは

タンクローリーを置かせてもらい、近隣のガソリン
スタンドが全滅したときに供給を受けられるような

体制をとるとかですが。
伊藤所長　　自衛隊にはガソリンのかなりの蓄積が

あって、パトカーとか全部に入れているのです。だっ
て、他県のパトカーだって行くところないですから、
全国から来ていますから。そういうところに一般車
はもう無理です。かえって反感を持たれます。
井上編集長　　我々は一般なのでしょうか。国から
血液事業を委嘱されているのに。ガソリン不足で、
血液を必要とするところに届けられず、多くの命が
失われれば、国民は私たちを許しますか。日赤の全
国の救護団が首都直下型地震の応援に来たけれど、
ガソリン不足のために東京に入れなかった、助けら
れる多くの命を見捨てたとなれば、日赤の活動に対
する国民の支持は一挙に失われる恐れがあります。
被災地での活動におけるガソリン調達の問題は、今
回の災害で明らかとなった極めて重要な教訓と思い

ますので、是非備蓄を含めてご検討下さるようお願
い致します。

⑴　新ガイドラインでは、新たに燃料補給について「2．災害に対する外部団体の対策分析と提携、2.1 公共的外部団体との災害協定、⑶」
で追加記載された。「燃料の補給先と優先納入計画を締結並びに都道府県および市町村との連携により燃料を確保するほか、自家発電燃料、
血液運搬車等の車両用燃料及び水の備蓄量増大（ガソリン携行缶、重油・軽油用ドラム缶、移送ポンプ等の整備を含む）を図り、3日間（通
常使用量の 3日相当分）は自前で供給できる能力を保有できるよう計画的に整備する必要がある。加えて、平常時の移送ルートではなく
外部から直接タンクへ燃料・水等を補給可能な移送ルートと必要な機材等を確保する必要がある」と地域センターの自助努力を求めている。
⑵　新ガイドラインでは、「血液製剤搬送用の燃料」として、「地域センターは、自動車燃料の不足に対応可能なように、ガソリン車だけでなく、
電気自動車、ディーゼル車等の多様な燃料エンジンを搭載した車両を整備すること」と記載を加えている。

■事務局より
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（2）水の確保について

井上編集長　　次に水の確保に話題を移らせていた

だきます。水は、血液事業の中で特に血液の検査や
製剤の過程で、また特に放射線機器の管球の冷却、
冷凍・冷蔵庫の機能維持、製氷や機器の洗浄、生活
用水としても必要です。水道水の断水によっても影
響を受けますが、停電により水道の水を屋上の貯水
槽に揚水できなくなるため貯水槽の水がなくなり、
水不足に陥るところが少なくなかったのではないか

と思われます。
　被災地の基幹病院の話になりますが、私が震災後
の 4月 17日㈭に、まだ立ち入り規制地区になって
いた宮古市に、緊急通行車両にて訪れた際に、県立
宮古病院では自衛隊が給水タンク車を横付けにして

病院の貯水槽に水を補給していました。当時岩手県
では県の災害対策本部に依頼すれば、本当に必要な
ところにはそれなりに補給してくれる仕組みができ

上がっていました。宮城センターでも本誌の「被災
報告」によれば水道局に連絡して何回か水を補給し
てもらったとの記載が見られます。結局、我々血液
センターも医療を支えるとの立場から、要請をすれ
ば応じてもらえる立場にあることを証明しているの

ではないかと思います。
　当岩手センターでは電気が 1日で回復しましたか
ら、今回給水は止まらなかったですが、宮城センター
では確か放射線管球の冷却に大量の水を要するとか

で、断水の時には他に異常がなくても、機能維持は
困難になることが示唆されているようです。皆さん
のところでご意見、アイデアはございませんでしょ
うか。
坪井所長　　うちは 1週間ぐらい水道水が止まって
いましたが、水不足で、前の川から水を持ってきて、

トイレで流したりしていましたけれども。
井上編集長　　当時福島センターは製造業も続けて

いたと思いますが、震災で水不足は生じませんでし
たか。
坪井所長　　センターの前の病院は自衛隊に頼んで

水槽に水を補給、あとうちは支部が隣なもので、ペッ
トボトルが沢山来ていましたから飲み水など飲料水

には不自由はしなかったのですけれど、トイレとか
に貯水槽の水は使わなかったです。
井上編集長　　福島の被災報告書に “雨水を利用し
た中水道の利用を検討中” という表現があったよう
ですが。
坪井所長　　川の水を持ってきてトイレに流したこ

とでしょう。
伊藤所長　　宮城センターは 12トンの上水があり
ますけれども、生活用水はそんなに余裕はないので
す。検査と製造に 1日に大体 20トンぐらい使うの
です。宮城センターの機能回復は、水道の給水が再
開されなければ無理だと思います。生活用水それほ
ど必要ないですし、照射装置用の中水は 70トンぐ
らい地下に貯まっていたので、トイレの水はそれを
使って通常通り流していました。ただ、飲み水はあ
る程度断水の間は制限していました。水道局からの
補給は、お願いすれば来ました。ただ、大体 6トン
のタンク車で持って来ることが多く、当方のタンク
容量はせいぜい 12トンですから、持ってきても貯
めるところがありませんでしたが、給水により結果
的に、生活用水には概ね支障はなかったですね。
面川所長　　検査・製造ラインの中でいくつかの大
型機器の本体のずれとかもかなり大きかったという

ことですか。
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伊藤所長　　そうです。
面川所長　　さらに水道停止が、復旧のおくれとは
言いませんけれども、回復に時間を要した要因とし
て大きかったのですか。
伊藤所長　　水道は 11日後の 3月 22日には回復した
のですが、検査・製造の停止は、3月 11日の地震によ
る検査機器、特にCL4800が、ずれによる作動不能に
陥り、翌 12日、13日の間に技師が来て、これを修復
するには 10トン位の重量なので、もとの位置に戻
すためには全部解体して組立直し、かつ部品を調達
しなければなりません。しかしその部品がなく、や
むなく東京から訓練用の機器を解体しその部品を取

り付けたのですけれど、いくら急いでも 4週間後に
しか完成できず、その後にバリデーションなど、稼
働に必要ないくつかの検査も入り、結局 40日ぐら
い必要となりました。だから、この時点で、40日
間は検査・製造の機能回復ができないことが確定し
ました。
面川所長　　それは、対策としては免震にしなけれ
ばいけないということですね。
伊藤所長　　免震にすれば、断水が解除された時点
からは大丈夫だと思います。しかし、免震にしても
今度は下水道で感染性廃棄物を放出することにな

る。実際は下水道の処理場がだめだったから、当面
は流さないでくれと言われたのです。機能維持とし
ては上水道も下水道もきちっと対応していなけれ

ば、検査とか製造はやっぱり困難だということです。

ただ、この上水道の問題は、東北ブロックセンター
の放射線照射設備は循環式になりますから上水道

20トンは必要なくなります。
井上編集長　　結局、巨大地震において宮城セン
ターの機能維持をはかる、つまり検査・製造や製剤
の保管には、電力の確保、水の確保、都市ガスの確
保、下水処理施設の整備又は通常稼働が必要条件に
なると言うことですね。少なくとも、水の確保は血
液事業にとって大事だということですね。
逢坂部長　　阪神・淡路のときも、8日間ほど止ま
りましたので、給水車に来ていただいて、給水タン
クにずっと補給しておりました。
井上編集長　　宮城の被災報告書の中で「給水管の
漏れが 1階に起きたのではないか」と少なくとも一
時疑った形跡がありますが、最終的にはどうだった
のですか。
伊藤所長　　結局、1階の給水管の漏れはなかった
です。というのは、試しに検査で動かしたら、余り
にも減り方が速かったので、漏水じゃないかという
ので調べたのですけれども、それはなかったです。
井上編集長　　とすると、少なくとも宮城センター
での検査には大量の水を必要としていたことになり

ますね。断水となったときには、毎日タンク車で補
給しないと操業できないことになっていたのです

ね。

　⑴　旧ガイドラインからの記載として、水道水に関して「4.10 製造部門における事前対応」の中で、⑷X線照射装置については、X管（管
球）の冷却に多量の水道水を使用する必要があるため、水道トラブルが生じた場合には、放射線業務の継続は困難である。そのため、水
道トラブルの発生時には、速やかにその復旧に努めることが重要である。γ線照射装置については放射線モニターシステムを設置して放
射能汚染に対応する。また、放射線防護について対応を構築する。照射装置は重量が過大であるため、設置場所の床強度の確認と装置の
十分な固定、また必要に応じて補強工事を行う」と記載されている。

■事務局より
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（3）ガスの確保について

井上編集長　　では市ガスの確保の話に入ります。
市ガスの確保で、市ガスをエアコンディションに使
用している場合は、阪神・淡路大地震（1995年）の後、
回復に時間がかかるということが神戸で判明しまし

た。神戸では都市ガスの回復に何日ぐらい、必要で
したか。
逢坂部長　　48日間です。
井上編集長　　もしその辺の情報が入っていれば、
今回宮城センターでも使わなかった可能性があると

思うのですけれども、伊藤所長いかがですか？
伊藤所長　　これは 2008年（平成 20年）宮城セ
ンターを建てるときに、仙台市ガス局から担当者が
来て「阪神・淡路大震災は別として、新潟県中越地
震（2004年）とか新潟県中越沖地震（2007年）な
どの経験を生かして、前の宮城県沖地震（1978年、
昭和 53年）の時はガス局から一本で市内全部に配
給していたのを変更し、仙台市内を 8ブロックに分
け、それぞれにガスホルダーを置いて、1ヵ所だめ
でも別のほうから行くようなシステムにしたから、
絶対大丈夫ですよ」とか、「中圧管を地下に置くと
地震でもほとんど破断しない、これは新潟の中越沖
地震でも実証されているので、使ってくださいませ
んか」と説明を受けました。それで、空調を電気に
するか、ガスにするかという時に、ランニングコス
トなどを考えてガスにしたのです。
井上編集長　　今回の経験をもとに、全国のセン
ターに発信するとすれば、冷暖房用や冷凍機に都市
ガスを使って構いませんというのか、使わないほう
がいいですよというか、どちらですか。
伊藤所長　　冷暖房用や冷凍用に都市ガスを使わな

い設備というのはあり得ないと思います。

井上編集長　　それでは今後巨大地震を考えれば、
結局回復には長期かかる可能性は残るけれど、都市
ガスは捨てきれないとの結論ですね。
伊藤所長　　エアコンそのものはガスと電気と二重

にするしかないのではないですか。
井上編集長　　兵庫センターでは、阪神・淡路大地
震後はどうなさったのですか。
逢坂部長　　今の施設ですか。
井上編集長　　ええ、新しく建て替えた施設は？
逢坂部長　　血液の保冷庫等は、先ほど言った水冷
式（電気）で対応しておりますが、新施設全体の空
調は地域冷暖房システムと称して、近くにある電気
とガスを使用した熱源プラントからの温水、冷水の
供給により熱源を賄っております。
井上編集長　　多くの血液センターで重油によるセ

ントラル暖房を使用していると思いますが、都市ガ
スと比較してどちらがランニングコストは低いので

しょうか。一般には、電気＞都市ガス＞石油、の順
と思いますが。
　今回明らかになった教訓の一つは、血液センター
所長がその建造物の暖房・保冷装置の選択まで委託
されており、血液事業本部が震災時における使命達
成の意味から血液事業、そして血液センターのある
べき姿・機能維持・回復の面から、電力、水、下水、
エアコンディションの問題についても如何にあるか

を最終責任をもって決定し、その実現に努める姿勢
が十分に示されていないことが指摘できると思われ

ます。
　他に、震災後の都市ガスの回復のための工夫、問
題点などありませんか。
逢坂部長　　ガス漏れと電気の通電の関係というの
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はものすごく危険でして、阪神・淡路のときに神戸
市の長田区という地域が大火災になったのは、まさ
しく電気を通したためにガス漏れに火がついて、そ
れで大火災になったと言われております。加えて消
防活動が十分できなかったのです。それは、消防活
動に使う水が使えず、消防車は来るのですけれど
も、水が出ない。そういう状況がありましたので、
地域一円が大火災になった状況です。だから、当時
の 48日間のガスのストップというのは、ガス管の
破断、ガス漏れを確認した上で復旧したために、時
間がかかったと思います。
伊藤所長　　今回の場合は、都市ガスを製造する塩
竈市の都市ガスのプラントが全部流出したから、都
市ガスが停止したのです。そして新潟からパイプラ
インをひき、全国から来た都市ガスの会社の人たち

が安全確認のため全部調べて、市内の外から順番に
ガスの供給をしていったのです。仙台市内の外郭か
ら順番に復旧していったので、仙台市中心部のとこ
ろが市ガスの供給が遅かったのです。
井上編集長　　確か 3月下旬に仙台市街地で大阪ガ
スの腕章をした職員が、一本ずつ道路に探測子を直
接突き刺してガス漏れを調べていました。
　結局、暖房設備一つをとっても、電気、ガス、重
油などその熱源にはそれぞれの長所・短所があり、
コストも大事な問題であるが、今後は震災時の血液
センターの機能維持・早期回復を優先して選択すべ
きであると思われます。また本部としても血液事業
遂行の上から血液センターの建設基準を示すべきと

言うのが教訓と思われます。
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井上編集長　　ここまでは、地震の際に失われることの多いライフライン、生活に不可欠な電気、ガス、水道な
どの供給システムの喪失を如何に代替するか、つまり血液センターの機能維持に必要な外からの生活システムの
欠損を如何に補填するかの議論でしたが、現実に血液センターの被害を最も深刻なものにするのはその建物内部
の設備・機材の転倒、破損であることが今回明らかになりました。言い換えれば、血液センターの機能維持に最
も重要なのは建物の倒壊防止はさることながら、特に内部の高度精密機器の保護のための免震、制震の考えと思
われます。
　今回の東日本大震災による宮城センター（震度 6強）の被害について、平成 7年の阪神・淡路大震災における
兵庫血液センターの被害と比較すると、震源のマグニチュードは大きく異なる（前者が 9.0、後者が 7.2）ものの、
震源地のからの距離の関係で両血液センター周辺での震度はほぼ同等（前者が 6強、後者が 7.0〈推定〉）であり、
共に 3階建てで一階よりも 2階、3階の被害が大きく、揺れによる機器の転倒・破損により機能が共に停止して
います。違いと云えば前者は多くは横揺れで、後者は直下型のため激しい縦揺れが特徴と云えるかもしれません。
　盛岡市内に本店があり、仙台にも支店を有する設計事務所の話を参考にすると、日本の建築基本法は、1971
年、1981年の改正では特に建造物の壁や柱を強化し、宮城センター（2008年竣工）も兵庫センター（1979年 6
月 30日竣工）も、共にこの “新しい建築基準法の基本姿勢” を満たしていますが、この基準は基本的に人命救
助を最優先とし、建物の倒壊を免れるためのものであり、内部の備品・設備の揺れを軽減すことにより、それら
を転倒・破損から保護するものではありません。よって、さらに病院や防衛施設の如く、倒壊を防ぐだけでなく
地震後も継続使用を続けるには、用途係数を 1.25以上に上げる必要があるとのことです。宮城センターでも東
北ブロックセンターでも建築基準に加えて「耐震構造」としていますが、これにも強度型と撓性型設計の二つの
方式があり、前者は壁に補強コンクリートを使用するため地震の揺れを抑える形になるが重量は増し、後者は鉄
骨を主に使用するため揺れが強まる（変形角が増す）のが特徴とのことです。しかし、内部の設備・備品を守る
には免震構造に優るものはなく、仙台でも桜ヶ岡の防衛施設（合同庁舎内）に取り入れられ、「3月 11日の地震
では、ゆらゆら多少揺れたとの感はあったが棚から落下するものもなく、被害もなかった」と報告を受けている
ようです。（部分）床免震については、サーバの保護などのために、最近では地震対策として取り入れていると
ころが少なくないとのことですが、今回の地震で揺れがクリアランス幅を上回ったために、その床上に設置した
備品が転倒した例が仙台で 5ヶ所にのぼるとの報告を受けているようです。
　今回の東日本大震災では耐震設計の宮城センターは確かに倒壊しませんでしたが、内部の設備や備品の損傷は
特に 2階、3階の部分では極めて激しいものでした。特に設備では、エアコンや排気ダクトの飛び出し、天井の
照明の落下、備品では、CL4800機器のずれ、遠心ユニットの固定用ジャッキの破損、PK7300の押し出しモーター
の作動異常と洗浄用タンクの飛び出し、LABOSPECTの搬送部の位置ずれ、大型血小板震盪器の転倒、X線照装

置のブレーカー破損、屋根裏の感染性廃液用配管の破損・脱落、検査・作業室の設備・備品の散乱など、血液検
体の検査・製造に関する機器の破損が主で、機能回復に長期の日数を必要としました。
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逢坂部長　　阪神・淡路大震災時の旧兵庫センター
の施設は昭和 54年に竣工しておりますが、耐震基
準については、当時の建築基準に合致する程度のこ
とで、特に大地震を想定したような建物ではなかっ
たと思います。新施設の建設時には耐震・免震につ
いて検討しましたが、一般の建物では、2階・3階
建の低層であれば免震構造は採用しないことが多

かった様です。しかし、阪神・淡路大震災の教訓も
あり、また新施設は 7階建ての中層でもありますの
で、免震構造を採用しました。免震の構造としては、
地下の柱の上に免震積層ゴムを合計で 30基ぐらい
挟んで、施設の上部を支えている構造 (柱頭免震 )

になっており、阪神・淡路大震災クラスの地震の再
来においても躯体・建物はもちろん、建物の中の機
器類も大きな損傷が出ない構造になっています。
井上編集長　　旧兵庫センターは、昭和 53年（1978
年）3月に本社の承認を得て、建築したものと伺っ
ております。これは 1981年の建築基準法施行令大
改正には間に合いませんでしたが、1968年の十勝
沖地震を経て、既に壁の強度増強に加えて鉄筋コン
クリート造りの柱のせん断補強の導入がなされ、建
築物の倒壊を防ぐためにさらに強化された内容と

なっています。2000年の法改正では、地盤調査も
義務化され、必要に応じてその補強が義務付けられ
ています。しかし、この工法は建造物としては堅牢
ですが、地震動につれて建物が揺れるため、建物内
部の設備・備品の転倒が防げません。今の宮城セン
ターが造られた 2008年当時は、1978年の宮城沖地
震の 30年以内に起こるその再来の確率は 99％とさ
れていたこともあり、1995年の阪神・淡路大震災
を経験し、また 2008年 6月には近隣の一関市にお
いて日本で過去最大の地震動（4022ガル）が観測
され陸橋が陥落していることから、阪神・淡路大震
災級程度の地震が襲っても機能が停止しない構造と

する必然性はあったと思われますが、結局しなかっ
たのはなぜだったのでしょうか。今後の参考までに、
伊藤所長、お願いできますか。
伊藤所長　　基本的に免震をどういう状況で採用す

るか、制震をどうするか、耐震をどうするかという
ことの中に、一つは地盤のことを考えないといけな
い。建物の高さと地盤が関係する。私は兵庫セン
ターがどのぐらいの地盤かはわかりませんが、石巻
赤十字病院と東京都センターは地盤が弱いところに

建てなければいけないから、免震以外の建て方は考

　平成 24年 1月になり、建築中の東北ブロックセンターの建築仕様の一部変更が建設会社に要請されました。
この部分床免震工事の追加要請となったのは、従来の耐震設計では今後同程度の地震に耐えられないと考えたか
らに外ならないと思われます。
　今回の巨大地震から学ぶべき最大の教訓は、「国に代わって血液事業を遂行するに当たり、巨大地震に耐えて
機能を維持するには、従来の建物の倒壊を防ぐ耐震構造から、建造物内部の設備・備品の保護を目指した免震を
含めた地震対策へと転換する必要があるとの認識であると思われます。もちろん免震では、建築費がかさむ（約
1割ほど増額となる）こと、またメンテナンスにも費用がかかるということもあります。しかし、宮城センター
でも東北ブロックセンターでも、また全国のブロックセンターでもなぜ最初から免震構造が取り入れられなかっ
たのか、について検証する必要があるものと思います。

5. 次なる巨大地震に備えた建築様式
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えられないのです。地盤調査をして、岩盤の上に免
震装置を入れて 3階建てを建てるなんていう発想は
私たちが検討したときにはなかったです。免震工法
は中層階、例えば 5階とか 7階以上、もしくは高層
のビルは、それは地盤が脆弱だろうが、岩盤だろうが、
免震にするという意味がありますけれども。宮城セン
ターを造った時の免震構造にしなかった理由は、非
常に地盤がしっかりしているからその必要はないとい

うのが一つと、それからもう一つは工期が延びるのと
建設費がかさむことが問題でした。当時宮城センター
を建てるときには自前のセンターで資金を調達して、
県とか市町村から補助を受けましたから、ある程度の
制限はあったのです。もちろん事業本部長とのやりと
りもありましたからね。その時には免震装置を入れた
建物にするというのは考えてなかったです。地震で、
巨大な精密な機械が動けばこうなるというのは想定

外で、こんなひどくなるとは思いませんでした。耐震
にして、とにかく建物で人が亡くならないというのが
最低限要求されるということは考えました。
逢坂部長　　兵庫センターの地盤は軟らかいと思い

ます。元々、新施設周辺は埋め立て地の場所です。
伊藤所長　　でしょう。
逢坂部長　　低層の建物であれば、耐震性能が十分
にあれば建物の躯体は大丈夫と思います。免震の場
合は、特に横揺れに関しては大分緩和されます。建
設後も何度か地震の揺れを施設の中で経験しました

けれども、ゆらゆら揺れるような感じで済みます。
坪井所長　　要するに、免震にすればいいのでしょ
う、お金に糸目をつけず。
伊藤所長　　低層階でもね。それはもちろんそうで
しょう。
坪井所長　　お金に糸目をつけないのであれば免震

にすればいいのだけれども、そこにいろんな条件が
入ってくる、経済的な条件も入ってくるので、それ

ができない。
井上編集長　　まとめると、宮城センターは先の宮
城沖地震の同程度の再来は当然予想された。免震に
すればよかったのだけれど、地盤もしっかりしてお
り、竣工を急ぐ必要もあり、お金の問題もあったの
で、地震対策として免震の選択はなく、建物はさら
に強度を確保するよう低層階でも耐震とした。当時
は室内の巨大精密機械の動きは想定外だった、とい
うことですね。しかし、今回の巨大地震の結果をみ
れば、地盤は軟弱でなくても、また震度は阪神・淡
路大震災とほぼ同じ程度の震度でも、内部の貴重な
備品は転倒やずれのため機能不全に陥りました。こ
の教訓をどう活かすかが問われていると思います。
血液事業の目的を遂行するにはこのまま放置できな

い、ではどうしたらいいか、これを考えなくてはい
けないと思います。
西本本部長　　東北ブロックセンターは免震でしょ

う、当然。
伊藤所長　　ここは免震ではないです。ここも宮城
センターと同じく耐震です。
坪井所長　　経済的な理由があってですか。
伊藤所長　　その時には設計終わっていましたから。
井上編集長　　まあ、いくらでもかけろとの話は乱
暴としても、最近の建造物では低層階でも免震はめ
ずらしい選択ではなくなってきています。免震にす
べきとの提案は、伊藤所長の「お金がかかってもい
いのなら低層階でも免震にすればいいでしょう。そ
れはもちろんそうでしょう」との言葉もあり、今だ
からできる提案かもしれませんが、今回の巨大地震
による揺れの結果、宮城センターでは沢山の高額機
器の破損が生じ、その修理、長期にわたる機能不全
のための損失とその回復には莫大な経費を必要とし

ていると思います。免震にしなかったために失った
費用は、免震にした費用と比較してどれほどであっ

5. 次なる巨大地震に備えた建築様式
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たかを計算して、今後の教訓にすべきと思います。
　先ほど本部長がおっしゃったように、今回の巨大
地震の教訓から判断すれば、東北ブロックセンター
を、そして全国のブロックセンターを免震にしてお
かなければならなかったとの思いは多くの人にある

と思います。実際、宮城ブロックセンターにおいて
も、建設当時は免震の必要はないと考えていたにも
拘わらず、地震の翌年、今年 1月になって建築途中
で急遽仕様を変更し、部分床免震を追加発注しまし
た。このことから判断すると、やはり巨大地震には
免震が必要であった、免震でなければダメだとの結
論に達したものと考えられます。
　ここで看過できないのは、震災時の血液事業の遂
行に必須ともいえる、極めて大事な建築様式まで、
血液センター所長の判断に大きく依存させなければ

いけないのでしょうか。現在の建設方法が血液事業
の遂行にとって本当に適切かの問題です。血液事業
を支え、巨大地震を乗り越えて維持するには、血液
事業本部として、ブロック血液センターを、そして
全国の血液センターの建物をどのように地震の揺れ

から守るか、内部の巨大精密設備・備品の転倒、破
損防止を如何に防ぐかの長期的な展望に立った基準

作りと、制震装置を含めた地震対策を考え、着々と
手を打って行くことが、今最も要請されていること
だと思います。今回の巨大地震の私たちに残した最
大の教訓は、まさにここにあるといっても過言では
ないと思います。
　なお、今後の参考までに、なぜ今建築中の東北ブロッ
クセンターは免震にしなかったのでしょうか、先の宮
城センターの建設環境とは大きく異なり、資金の心配
もそれほどなく、設計時には工期まで時間もあったと
思われますが。伊藤所長いかがでしょう。
伊藤所長　　今は全部ブロックセンターが建ちまし

たけれども、免震の建物はありません。東京都セン

ター以外ないです。
井上編集長　　震災後の今もブロックセンターの構

造上、巨大地震対策として耐震は推奨するが、免震・
制震を重視すべきではないと。
伊藤所長　　耐震で全然だめだということはないわ

けだから。40日間動かなかったのを動かせるよう
にするにはどうするかということを先生おっしゃり

たいのでしょう。
井上編集長　　ええ、将来の問題として。ご存知の
ように、耐震というのは建物が倒れないようにする
ためにしっかりつくっておく、特に柱や梁や筋かい
を。だから、地表が揺れれば建物もその分揺れる
が、建物は倒れないという構造なのです。免震とい
うのは地表が揺れても地下のクッションが揺れを吸

収し、建物自身は揺れないようにする構造なので
す。今後何十年にもわたってここの東北ブロックセ
ンターの建物は地震が来れば地表の揺れに乗じて宮

城センターの建物同様繰り返し揺れ、内部の備品の
破壊は続くわけです。
伊藤所長　　もちろん揺れます。
井上編集長　　建物が大きく揺れれば、中の備品や
設備、配管も揺れます。部分床免震と言っても、一
部の主要計測器の床を免震にするだけで、他の計測
機、作業用機器、配管、排煙装置、スプリンクラー、
棚、ロッカーは、大きく揺れ、今回の同程度の揺れ
が来れば、今回の宮城センターと再度同程度の破損
が繰り返し生じる可能性も否定できません。確かに
部分床免震上に置かれた機器は、建物自体が揺れて
もその程度が少なければ、揺れは防げるかも知れな
い。しかし、建物全体が地表と共に大きく揺れた場
合、その部分床免震装置は建築免震に比して遥かに
脆弱な装置で変位（揺れ幅）も限られ、地震エネル
ギーの減弱においても劣ると言わざるを得ません。
であるなら、部分床免震は地震の揺れを緩和しても、

5. 次なる巨大地震に備えた建築様式



122

建物床免震の代替の役割を果たす事は完全にはでき

ないと思われますが、いかがでしょうか。
西本本部長　　ブロックセンターは全部耐震でしたか。
伊藤所長　　そうです。
西本本部長　　私が聞くのもなんだけれども。今つ
くっているのは、大阪も、広島も。
伊藤所長　　 免震はありません、もう全部設計終

わっています。
西本本部長　　地震が起こる前にみんな設計したの

ですか。
伊藤所長　　というよりも、多分高さとかいろんな
ことを考えて、地盤がどういうものかということと
か、それから建物の高さとか、それを考えて決めた
のだろうと思います。

5. 次なる巨大地震に備えた建築様式

⑴　　阪神・淡路大震災の揺れはわが国観測史上初の震度 7.0( 震源地に近い神戸市市街地は震度 7.0 ＜推計＞ )、震源地のマグニチュード 7.2
であった（兵庫県支部震災記録誌「阪神淡路大震災」平成 9年 1月 17日発行から）。今回の東日本大震災の最大震度は 7.0 ＜地震計＞、 
宮城センターにおいて震度 6強、震源地のマグニチュードは 9.0 であった（本誌宮城県被災報告から）。また、阪神・淡路大地震では、
強力な縦揺れを伴った地震動は、当時最大級のものとして記録され、10秒以上続いた地域もあった。神戸海洋気象台の発表では、最大
加速度 818ガル、最大速度 105カイン、最大変位 27cmの地震動が襲ったと分析されている。これらは釧路沖地震の 922ガル、67カ
イン、変位 93cmに匹敵するという。
⑵　わが国の建築基準法の発展（改訂）については戦後の 1948 年の都市直下型の福井地震の影響を受けて、1950 年に初めて建築基準法
が制定され、耐力壁の導入が図られました。1964 年の新潟地震、1968 年の十勝沖地震、1978 年宮城沖地震を経て、1981年の大改正
で新耐震基準導入としての、鉄筋コンクリート造の柱のせん断補強を含む、耐力壁の更なる強化が図られました。また、1995 年阪神・
淡路大震災を経て、2000 年の改正により、地盤調査を義務づけました。その後も、2001 年芸予地震、2003 年宮城県北部地震、2004
年新潟県中越地震、2007年新潟県中越沖地震とわが国には大きな地震が絶えません。結局、1981年（昭和 56年）の建築基本法大改正
以降の建物は、大きな地震にも耐えられる堅牢性が確立されました。しかし、1995 年の阪神・淡路大震災以降の二つの直下型地震の経
験を経て、地震によるエネルギーをまともに受けて建物の揺れを減ずることのない建築基準法に合致した耐震構造よりも、基礎部分に免
震装置を設置し、地盤と建物を絶縁させ、地震の揺れによる建物の被害を軽減し、室内の揺れを軽減することで、家具の移動や転倒など
を抑制する建築方法（免震工法）が発展してきました。上記理由から、今では地盤の強弱に係らず、むしろ居住空間としては一般的な工
法になってきました。免震装置の経費は一般に建造物の経費の約 1割との話もありますが、建物の構図や免震の程度により幅もあるよう
です。メンテナンスの経費も必要ですが、建物や家具の破損を前堤とした地震保険は必要なくなるなどの利点もあるようです。
⑶　以下は、現兵庫センター建設時の設計に当った設計事務所の設計管理部の方から伺った内容である。

質問 1　ビルの内部機能を維持するためには、たとえ低層階の建物であっても一般的な耐震構造より免震構造を採用すべきか。
回答　A　低層階の建物であっても、構造的には当然、耐震構造よりも免震構造の方が地震の揺れそのものを防ぐので、躯体も内部機

器も壊れにくく被害も少ない。3階建等の建物であっても、可能であれば免震構造を採用した方が良い。但し、効果は 5階
建て以上位の方があると思われる。

　　　B　免震を採用する大きな理由の一つとして、大地震時に、その建物の機能を維持する必要があるかどうかがポイントとして考
　　　　　　えられる。特に、病院や官公庁等では必要。
　　　C　あとは、その必要性の判断と、コスト面を勘案しての採用の要不要の判断となると考えれる。
　質問 2　建設地の地盤が悪い場合、基礎構造はどのようになっているか。また災害時の避難ビルとしては不適切か。
　回答　A　兵庫センター施設の地盤は埋立地であるため、基礎は地下の固い所まで達しており、また柱頭補強（地下 1階の床の下に杭
 　　　　　を打っており、その杭と地下の床の間に補強をしている）による液状化対策も施している。
　　　B　杭の効果が期待できなければ、地盤が浅い場合は、セメントで固める等の地盤改良を実施する。
　　　C　通常、大きなビルは倒れることはないが、小さなビルや住宅は、想定以上の揺れがあった場合は倒れる可能性もある。
　　　D　基礎がしっかりとしておれば、地盤の悪い所でも避難ビルとして使用できると考えられる。
　　　　　　注）ただし、東京湾岸の地域に流動化現象が生じた場合には、建築法上の地盤対策が取られていても津波の横からの圧力や

建物の浮力により、地盤強化のための縦杭が根こそぎ抜かれ、多くの鉄筋コンクリートの建物が横倒しとなる現象が
今回大船渡で認められている。

■事務局より
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西本本部長　　これは当然設計事務所や、建築会社
ともよく協議した上でそうなったのでしょう。
伊藤所長　　はい、それはそうです。
西本本部長　　ブロックセンターの設計に関して

は、今回の東日本大震災以前にされたので耐震構造
になったけれども、将来これを建てかえるときには
学問的な裏づけも考慮した上で、免震が必要になれ

ば、そういうものも採用していくべきであるとか、
何かそういうような表現にするしかないかもしれま

せんね、今はもう建ってしまっているから。
井上編集長　　誰の責任というより、今回の教訓を
もとに新たな対応を考えることが要請されていると

思われます。設計事務所も、「建物の倒壊を防いで
人命を保護したい。予算はこの位。」と言われれば、

⑷　下記は、耐震、耐震＋部分床免震、免震、制震の違いをしめす。
　　耐震は低層建築であれば、高いところほど揺れが強いのが特徴です。
　　制震は建物の柱や梁に振動の吸収材を組み込み、免震は地面と建物の間に振動の吸収装置を組み込む工法です。部分床免震は、建物免
震構造に加えて設置されることにより更なる制震性を保証するものであり、許容変位からみてもそれ単独で建物免震に匹敵するものでは
ありません。

⑸　　平成 24年 1月に、宮城センターで開催された宮城基幹センター内所長会議に於いて、東北ブロックセンターの「建築工事にかかる変
更事項として、以下の報告がなされた。

　　1）守衛室から 24時間監視体制を踏まえた中央監視室に変更 　　4）部分免震システムの採用
　　2）副所長室を 1室から 2室に増設    　　・感染症機器CL4800、照明装置、血小板振とう機を対象
　　3）検査作業室改修エリアの拡張    　　5）エアコンをガスによるものから電気によるEHPに変更
　　・大型検査機器の整備（H23.7.8 本部通知による）

　　特に、今回の震災で多い機器の損傷として、a. ラインのずれ、b. 脚足の折れ、c. 倒壊破損、が指摘され、また今後の課題として採血
装置や採血ベットの免震の必要性についても言及された。

⑹　　ある地域血液センター所長から、文芸春秋（平成 24年 6月号）に掲載された柳田邦男氏の「原発事故　失敗の本質」に関する意見を
頂きました。彼の言及によれば、「『巨大システム時代におけるリスク認識は、たとえ発生頻度が小さくても、一度事故が発生すれば重大
な被害が生じる恐れのあるものについては、万全の事故防止策を図るべきだ。』　これは十分な安全対策を取っていなかったのは、予想さ
れる発生確率が低かったから止むを得なかったという責任回避的な従来のリスク認識と災害対策・事故防止策の発想の枠組みの百八十度
転換を求めるものだ。3.11 以降、このリスク論が広まりつつある。『安全に直結する制度やシステムや施設の設計に携わる専門家の意思
決定というものは、人間の命を左右する分岐点における進路の選択なのだという意識が専門家の間で共有されないと、その社会には安全
文化が根付かない。』」との柳田氏の記述に触れて、「血液事業に携わる私たちにとっても深く心に刻まなくてはならないことだ」と述べ
ております。
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当然「耐震構造」となるが、「この東北ブロックセ
ンターは少なくとも阪神・淡路大地震規模の地震（今
回のセンター付近の震度は 7.0）を乗り越えて、機
能を維持しなければいけない」とか、「この血液セ
ンターの建物内部の設備・備品の転倒、破損は起き
てはいけないのでそれを重視して」と相談されたら、
選択肢は「免震しかない」と応えたと思います。で

ももう、東北ブロックセンターの建築様式では、内
部備品の機能保全には、震度 7.0程度の地震に耐え
られないことを学びました。次の更に震度の大きい
首都直下型の巨大地震はついそこまで来ているかも

しれません。部分床免震でどこまで耐えられるのか、
建設会社とは独立した設計事務所なりと改めて協議

し、今後の解決策を今練ることが必要と思います。

5. 次なる巨大地震に備えた建築様式
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井上編集長　　今回の震災の時点では、東北地区では集約の進行過程に有りました。特に東北 6県で採血した血
液の検査は既に宮城センターで行っており、また岩手・山形・宮城で集められた原料血液は宮城センターに運ば
れ製造され、血液製剤の需給調整は基幹センターとして宮城センターが、その部分集約以前から執り行う形となっ
ていました。
　集約が進むにつれて東北の一部から将来を不安視する意見も出てきました。それを私なりに纏めると、(1)広
域事業運営体制になると、そのブロックセンターの機能停止が、ブロック内血液センターの広範な機能不全を誘
発するのではないか、(2)各県毎に採血・検査・製剤業務が散在していた方が、広域災害に強いのではないか、(3)
各血液センターと県内の医療機関・行政との結束・協力関係が薄れるのではないか、(4)交通網や通信網の障害
下では、広域事業体制が維持できるか、(5)東北の各県の血液センターの独自性が失われ、その活性化が低下す
るのではないか、などであったと思われます。その意味で、今回の震災の対応は、広域事業運営体制の是非を問
う試金石ともなりました。

　もともとこの体制というのは、厚生労働省の方からの要請もあって、高品質で、安全な血液を、不足なく安定
供給する上で、またコストの低減を図る上でも有利と考えられ進められてきたと思いますが、災害対策について
の優劣については十分な検討はされていなかった恐れもあります。しかし、秋田の本誌「被災報告」のコメント
では、「今回の大地震では宮城センター初め東北各県の血液センターの機能の一部が麻痺する事態となったが、
全国的な支援体制のもとに供給業務において支障を来す事例は皆無であったということから、むしろ（広域事業
運営体制は災害対策上）よかった」という表現がされていますし、山形の方は「広域体制となっても、上からの
判断を待つのではなくて、現場で必要な判断はその時々でやっていくことを尊重すべきだ」との主旨の言葉を頂
いております。

　今年 4月に改訂された「危機管理ガイドライン」では、ブロックセンターが機能を喪失した際に、その関連地
域センターを他のブロックセンターに帰属させるとか、そういうことも柔軟に考えるというふうになっています。
このことは、今回うまく行われたのでしょうか。

6. 次なる巨大地震への広域事業運営体制
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坪井所長　　新たな帰属の考えは今回の対応と同じ

なのではないですか。東北の他の 3県は（今回）他
のブロックに組み入れられたと同じようにしてやっ

てこられました。本部としてはいつでもそういう体
制を、仮定の体制というのですか、とっていくべき
ではないかと思います。
伊藤所長　　これは災害時のバックアップセンター

が、震災前から決まっていたことなのです。そのと
おりやっただけなのです。
井上編集長　　それでは、東北ブロックセンターの
機能停止が、ブロック内血液センターの広範な機能
不全を誘発するのではないかとの危惧は、今回の震
災では少くとも東北の青森（検査は東京、製造は自
前）、秋田（検査は東京、製造は自前）、山形（検査
は埼玉、製造は新潟）の 3血液センターでは他のブ
ロックへの帰属は大変うまくいった、不安は解消し

たと言って良いですね。しかし、本格的な広域事業
運営体制に移行した今日では、製造に関しても他の
ブロックへ帰属しなければなりませんので、今度は
受け入れたセンターが大変になることが予想されま

す。
坪井所長　　東北の他の 3県である岩手・宮城・福
島とは、私も正直言ってあの余震の中、最初に伊藤
先生言ったけれど、よくだれも怪我せずに、献血
者を無事に、バスのジャッキを壊しながら無事で済
んだのだから、あの後にあれだけ余震が起こる中で
採血するというのはなかなか危険な行為だと思いま

す。献血者が針でも抜けてしまって、血がだらだら
になって何かあったら、大変なことになったと思い
ます。中心の 3県が採血できなかったというよりも、
しなかったことは当たりだと思うのです。
井上編集長　　私どものセンターは、福島や宮城セ

　　平成 23年 12月 26日開催された、厚生労働省薬事・衛生審議会分科会第一回血液事業部会にて大戸委員からの以下の質問（A）を受
けて、高橋委員長から（B）の日赤に要請があり、これに対して日本赤十字社血液事業部俵総括副本部長は以下の返答（C）をしている。

（A）大戸委員「血液センターの集約化について、東日本大震災の際には宮城のセンターが大きな被害を受けた。東北では今後も大きな地震
が起こる可能性が高い（30年以内に起こる可能性が高い）と言われていることから、宮城に集約化することは再考すべきではないか？（福
島にセンター機能を残すべきではないか？）」

（B）高橋委員長「日赤は、災害時厳しい条件下での対応を充分考慮した上で業務集約について進めて頂きたい。」
（C）俵副本部長「東日本大震災の発生を受けて、宮城県赤十字血液センターは 4月 13日、福島県赤十字血液センターは 4月 18日に再開
するまで、約 1ヶ月間製造を中止していた。献血の受け入れは岩手県、宮城県、福島県の 3県において概ね同期間中止していた。その間
に 3県で必要とされる血液製剤は、全国から東北各県に搬送されるとともに、供給支援要員を全国から派遣して安定供給に努めた。大規
模災害は東北地方に限らず、全国で発生する可能性があることから、現在、危機カイドラインを再構築しており、如何なる事態にあって
も安定供給を確保する体制の強化を進めている。具体的には、独自に運用が可能なヘリコプターの導入や、供給拠点の設置位置の見直し
や増設等を進めている。検査・製剤の業務集約や広域事業運営体制の導入は、効率的な事業運営を国から求められ実施してきたものでも
あり、安全な血液製剤の安定供給が目的である。震災時に安定供給を確保できたのは、広域的な需給管理体制に担保されたものであると
考える。」との内容である。
　　大戸委員に限らず、今回の震災で特徴的なのは、今回の被災を契機に宮城の基幹センターの機能停止・回復までの 40日前後にわたっ
て少なくとも東北 3県の採血が完全にストップしたことと考えます。基幹センターの被災による機能不全が、その傘下の血液センターの
採血停止につながる事態となった初めてのケースと考えられます。今回は全国で献血者が通常より多く献血を申し出たために在庫血液が
潤沢であったことが背景にありますが、次の巨大地震では人口密集地帯の広範な被害が予想され、さらに全国 7ブロックセンターのうち
5つのブロックセンターがダウンすれば、いくらヘリコプター部隊が飛び交っても、運ぶべき血液製剤は枯渇し、震災時に安定供給を確
保することは困難となることも予想されます。その意味では、今回は幸いにも震災後もまだ青森、秋田では採血や血液製剤作成を続けて
おり、完全なブロック体制には移行していませんでした。今回がうまくいったからといって、次回の巨大地震でもうまくいく保証には成
り得ないのではないかと危惧されるところです。

■事務局より
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ンターと異なり、震源地からも距離があり、揺れも
被害も少なく、余震もそれほどでなかったところ
から、当センターの災害対策本部の活動記録から
も、3月 14日から伊藤所長や本部長とも連絡をと
り、採血再開について了解（この日の夕方には副本
部長から、「山形も採血を再開し、検体検査が東京
に集中し対応処理能力を越える事態にあるので改め

て本部からの指示を待て」）と連絡を頂いているよ
うに、「やってよい」と号令が出ればいつでも再開
できる状況に有りました。また、その後も 3月 24
日に宮城センターに採血再開の打ち合わせに出向い

ており、3月 27日には宮城の副部長と宮城・岩手・
山形で採血再開日時につき検討の合意を、4月 5日
には 4月 11日からの採血再開方針につき意思統一
をしています。
　確か、平成 23年 3月 21日㈪に西本本部長が岩
手センターに大震災の現地視察においで頂いたとき

に、東北自動車道の盛岡南インターの改札係員に、
「（車の赤十字マークから）赤十字の方の様ですが、

早く献血を再開してください」と頼まれたとのお話
を伺いました。私たちが国民の無償の善意に支えら
れているとすれば、その人々の気持ちも大事にする
必要があると思います。こちらの都合でこちらの都
合で県民の献血への想いを長期にわたり拒否するこ

とは、本来、好ましいこととは思われません。
　今回の震災の教訓を踏まえて、宮城ブロックの被
災による岩手、宮城、山形の 40日間の長期にわた
る採血停止の件、大地震の繰り返し襲う宮城に唯一
の検査・製造施設を置くことの妥当性について、ど
なたかご意見ありませんか。
面川所長　　私の立場からお話しすると、秋田は確
かに被災しなかった県ですので、同じ東北の中にい
て採血ができる県であった青森、秋田、山形が中心
になって岩手、宮城、福島を支援すべきだという強
い気持ちではいたのです。血小板の採血が 1ヵ月
間できなかったのですが、これは血液事業本部の指
示でした。もちろん検査が伴いますので、NAT検

査とか。早急に検査に繋げなければいけないので、

⑴　震災後の検体検査・製剤業務の担当を示す。 ⑵　旧ガイドラインでは、「4.14 附属施設を有する血液センター
の事前対応」「4.15　基幹センターの事前対応」として、前
者は「被災した場合、代行して業務を担う附属センターを選
定し、ブロック内の血液センターに周知する」とあり、後者
は「（1）基幹センターは自己が被災した場合に基幹センター
が担う血液センター（一次支援、二次支援）を設定し、ブロッ
ク内、他の基幹センター、本社血液事業本部へ連絡しておく。
（2）基幹センターは基幹センター業務を代行する管内の血液
センターに基幹センターとしての役割を研修させておく（複
数の血液センターが好ましい）。（3）職員家族の安否報告血液
センターとなっている基幹センターは、災害警戒本部が設置
された時点で報告を受け付ける職員を配置もしくは待機させ
る」とある。
⑶　新ガイドラインにおけるブロック血液センターの対応につ
いては、「4.14 ブロック血液センターの事前対応」を参照さ
れたい。

■事務局より

�����
����� ����� ���

���� � ��� �� ���

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � ��

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � ��

� � � � � � � � ��

���������������

�������������

�������������������

����������������������������

6. 次なる巨大地震への広域事業運営体制

東北ブロックにおける震災当初の血液の流れ（3/17 現在）



128

血小板は実際採るよりも、関東からもらったほうが
リーズナブルなところがあったのでしょう。しかし、
我々としては今思うと、秋田では血小板を採血でき
る体制がありましたので、ぜひ採血し検体搬送する
など都合をつけ、秋田でも対応したかった思いがあ
ります。血小板を採血できなかったことに関しては
非常に残念だったと思っています。
坪井所長　　それは適合血小板の場合は、今度は秋
田で採った血小板は新潟にやることになるでしょ

う。新潟から秋田に戻すわけはないけれど。
面川所長　　広域のやつですね。
坪井所長　　あっちに上げてしまうわけですから、
戻してくるわけではないでしょう。考え方を変えれ
ば今度はできるようになりますよ。そのときにはや
らなくてはいけない。
面川所長　　昨年の段階ではまだ秋田は製造所が

あったのです。あったから、血小板も製造はできた
のです。検査だけの問題なのです。
伊藤所長　　その時に問題になったのは、5単位、
10単位、15単位、20単位をそれぞれが要求するわ
けですよ。需給調整では大変だから、すべて 10単
位一つにして供給するということに本部のほうでは

相談して決めたのだろうと思います。
面川所長　　そうですね、ただ確かに採血量から考
えたら東京都内などで採れる血小板は非常に多いで

すから、支援で十分だということで来たのでしょう
けれども、我々も血小板を採らなかったということ
は残念だったなという気持ちはあります。
清水所長　　血小板の採血はやってましたが、採っ
て新潟へ搬送していました。

伊藤所長　　山形は苦労をされて新潟に陸路で。
清水所長　　我々は愛知基幹センター管内８セン
ターのバックアップをいただいて新潟センターへ搬

送しました。
面川所長　　我々のところは秋田から空輸で東京都

センターでの検査でしたので、山形に取り次ぎたい
気持ちはあったのですが、事業本部の指示で言うと
そこまでしなくてもよろしいということだったの

で、非常に残念だったなと。
井上編集長　　東北は端から端まで計測すると、他
のブロックの約 2倍程の距離があり、今後首都直下
や東海・東南海・南海・日向ヶ灘地震の同時発生な
ども視野に入れれば、この巨大地震をへて地震の多
発する仙台市泉区に東北ブロックセンター一つに集

中させたことは、妥当な結論であったか、おそらく
プラスマイナスを考えてのこととは思いますが、本
当によい結論であったかは疑問もあると感じていま

す。その意味で、危機対策を優先して考えるなら、
秋田か岩手に避難的検査・製造施設を残すという考
えは、もう少し長いスパンで検討していく必要があ
ると感じています。
　また今回の経験を踏まえて、今後東北ブロックと
してどうするかを改めて協議し合意形成をはかる必

要があると思います。地元の医療機関の合意も得な
がら、広域化の話は進めることが、血液事業の発展
にとっても必要なことと思います。

6. 次なる巨大地震への広域事業運営体制
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井上編集長　　連絡体制の整備の話が一段落したところで、医療機関や献血者との行き違いと言ったら少し語弊
があるかと思いますが、多少しっくりいかなかったような例があるのかなと思います。北から進めます。
　この第 1例は、秋田の基幹大病院で起きた例で、手術・出産をひかえて当初本人は地元秋田での治療・出産を
希望し、秋田センター側でも必要とする血液を揃えたのですが、病院側の判断で静岡の病院で治療・出産となり
地元新聞で報道された例です。第 2例は新聞報道されなかったのですけれども、私ども岩手である基幹病院の院
長先生、それは献血推進協議会役員もされていたのですけれど、その方が血液の入手について心配されて本部に
電話され、本部が驚いて当センターに事情をただした件、第 3例は、福島とは直接関係はなかったのですけれど、
福島の方が東京に献血に来て放射能に被ばくしたと言ったら献血できなかったという内容で全国版の新聞で報道

された件になります。
　ここでの論点は、私達は災害時に危機管理ガイドラインなどを参考にやるべきことはやったと考えていても、医
療現場ではまだ不安が払拭しきれない人もいたかもしれないし、今後はこういうときにはこういう工夫もしたら不
安軽減に役立つかもしれない、また献血者対策も同じ観点から整理できないかを考える場にしたいと考えます。
　ではまず、秋田センターの方からこの事例について説明頂けますか。

7. 次なる巨大地震における医療機関や献血者との意思疎通

面川所長　　これは、妊婦さんなのですが、発災が
3月 11日ですけれども、3月 16日に予定の帝王切
開だったのです。この患者さんは、頻回の血小板輸
血に不能（改善をみない）という状態ですので、適
合血小板が必要とされました。そのため、発災前か
ら輸血オーダーがあって定期的に輸血の計画を立て

ていた訳です。それで、使用状況としましては、ま
さに発災当日の 3月 11日には、発災の直前ですが、
秋田センターで献血者から採血して血小板を供給し

ておりました。次の輸血が手術当日 3月 16日の予
定となっていました。当センターでは手術当日の輸
血と手術翌日 3月 17日の輸血の 2回分の血液供給
の依頼を受けておりました。投与量は、3月 16日
が 50単位ですね、3月 17日が術後に 20単位とい

うことの計画でした。3月 16日分につきましては、
3月 13日の段階で宮城センターで 50単位、献血
者 3名から採血が予定され、3月 17日分としては
3月 15日に岩手センターと福島センターで 10単位
ずつの採血を予定していました。
　実は、3月 16日の供給分で、手術予定に関して
どう供給するかが震災以降問題になり、当該病院の
輸血部門と連絡を密にして供給状況についてお知ら

せしていたところです。実際には、宮城から供給予
定であったのですが、宮城センター、医療機関との
連携もそうですが、宮城センターとの通信も回復し
ていましたから、そこで採血状況がどうかというこ
との確認を継続して行っていたわけです。それで、
宮城センターでは実は 3月 14日の朝の段階で、採

（1）血液疾患治療と出産のため静岡の基幹病院に転院した秋田の女性の例
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血可能か確認したところ、宮城での採血が困難であ
るという返事を頂きましたので、全国調整に切りか
えたのです。つまり、他ブロックを含めまして、宮
城センターから発信していただいて全国調整を開始

したのが3月14日と供給予定の2日前です。しかし、
その全国調整を開始した直後に、1時間もしないう
ちに担当医から搬送先が静岡に決まったと連絡を頂

きました。では静岡に決まったのであれば、そちら
での適合血小板の供給はどうするという話にシフト

してしまった経緯があります。最終的には 3月 14
日のうちに当該病院のほうでもう転送が決まったと

のことでした。そして、搬送先で適合血小板を確保
したいという話にシフトしてしまい、夕方頃には注
文の血小板はキャンセルという形になりました。
　後でいろいろお聞きしますと、血液も確約がとれ
なかったという言い方をされて、大変厳しい言い方
なのです。全国調整を始めてまだ 1時間もたたない
うちに搬送先が決まったということになりますと、
血液だけが要因なのかということもございます。当
該病院の輸血部門も血液供給に関して特に問題を感

じているわけではございませんし、どうもいろいろ
な手術用の機材、薬剤の供給も含めて総合的に病院
としては判断し転送を決めたようです。予定してい
た宮城での採血は困難なのは、いたし方ないところ
でありますが、全国調整による採血・供給を依頼し
たばかりで、それも供給も可能かどうか決まる前に
キャンセルとなったのが実情です。
井上編集長　　巨大地震直後には、血液センター側
で血液確保、それも特殊な型の血液の安定供給につ
いては、その手配についても納入の不安要因もある
と思います。また被災地の病院自体、医療関係機材
の物流がストップする状況では、もはやその血液製
剤の入手の問題も多くの問題点のひとつとなる可能

性があると思います。入院先の病院で予定通り治療

を続けるか否かについては、一般に病院や主治医の
選択に任せざるを得ない面があります。その事情さ
え判って頂ければ、地元新聞としても取り立てて問
題にすべきケースではないと言えると思いますが

……。しかし、今回は治療は既に開始していた時に
生じた震災であり、また特に搬送できない患者の時
にはどうすべきか、これは血液事業としても初めて
遭遇した問題かもしれません。
伊藤所長　　ちょっと補足させて頂きます。適合血
小板というのは、普通は患者の血液を基幹センター
の宮城に送ってきておいて、そして宮城で全部適合
する人を確認の上、献血日を定めておいて、採血後
交差試験をして、合格したものを秋田に届けるとい
う手順なのです。ですから、患者血液は宮城センター
にありました。ところが、宮城で目的とした血液が
採血できななかった。その理由は、まずはドナーと
連絡がとれないというのが一つ。では、その時に手
順としてどうするか、原則的にドナーが得られない
時には全国調整を行います。統一システムで調べて、
東京に何人いるとか判れば、東京都センターにお願
いしてクロスする血液を送ることになります。しか
し、震災下ですからその血液を宮城から届けられな
いのです。要するに、東京都センターに持っていこ
うにも物流の手段がないと宮城センターの検査の人

たちは判断した訳です。東京から血液が陸送されて
来ているのだから、帰りに乗せればいいだろうとい
う考えも成り立つが、宮城センターとしてそこまで
考えも及ばなかった。次に交差用の血液が手元に無
い場合、一般的にどうするかというと、交差試験を
しないですべて同じ血液型のものをできる限り用意

して、それを輸血する。要するに、医療現場で検査
して、この人は大丈夫ですよという血液を入れる。
そこまでは進んでいたのだそうです。ところが、現
実的には血液ももちろんそうですけれども、医療機

7. 次なる巨大地震における医療機関や献血者との意思疎通
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材の不安もあって患者を他の施設に送るということ

になった。だから報道する人もわからないのです、
どういうシステムになっているか。私も実際、いろ
いろ聞いて初めて理解できました。そういう複雑な
ことがたまたまこの震災のときに起こってしまった

のです。
面川所長　　医療施設の輸血部とか担当にも直接そ

の日のうちに話しているのです。そして確保状況の
確認、返事待ちの状態であるけれども、いろんな工
夫をして、先生がおっしゃるようなペーパークロス
マッチングみたいな形でも確保するということをお

話しして、16日までには確保できるだろうという
話はしているのですが、判断としては、血液がまだ
手元にないから確信が持てないということがあるの

だと思うのです。
伊藤所長　　主治医は患者さんのことを考えると安

全をとるのです。それはしようがないと私も思いま
す。ただ、そういうのが伝わらない紙面にどうして
もなってしまいますから。これはしようがないなと
いうふうには思いますけれど。
井上編集長　　なかなか複雑なシステムですよね。
我々としては主治医と膝詰めで話して、あとはもう
向こうの判断に任せるしかないですよね、医療の最
終判断は、担当医と患者本人ですからね。担当医が

そういうふうに判断したというのだったら、それは
それで仕方がないことですね。
伊藤所長　　担当医も詳しいところまではわからな

い。やっぱりオーダーすれば血液は来るものと考え
ているわけです。
井上編集長　　どうやって集めているかはね。
伊藤所長　　そんなに適合血小板の発注が多いかと

いうとそれほど多くはないのです。
井上編集長　　これはどういうふうに総括したらい

いのでしょうか。
伊藤所長　　適合血小板については災害のときには

こういう手順でやるというのを確立すればいいと思

いますよ。それを理解できるように医療機関にも知
らせておかなければいけないと思います。
井上編集長　　そうですね。できたらガイドライン
なんかにも……。
伊藤所長　　あれば一番いい。
井上編集長　　それをコピーして差し上げるとかし

て情報提供するというところで解決していく。逆に
主治医側に判断材料を与えるということが大事かも

しれません。

（2）血液の供給の多寡を心配された岩手の医師の例
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井上編集長　　3月 17日正午ごろ、基幹病院の院長が医局で「血小板がなかなか入手しにくい状況になってい
るようだ」という話を聞いて、本人も心配となり血液事業本部から情報を得ようと血液事業本部に直接電話をか
けられたようです。電話を受けた血液事業本部では、岩手では医療機関との意思疎通は大丈夫なのかと心配され
て、岩手センターに確認の電話を頂いた訳です。先ずセンターからその病院の血液担当技師に電話を入れたら、
院長には血液製剤のセンターにおける在庫は潤沢にあると院長には毎日伝えているとの返答でしたので、その院
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伊藤所長　　結局主治医とか先生は血液があるかな

いかは、例えば輸血部に確認するとかという方法を
ほとんどとらないのです。そして、自分でこの震災
のときには足りなくなるだろうということで患者を

移したり、いろんなことをするというのが初めてわ
かったのです。だから、輸血部に伝えてもそこから
先には行かない可能性がある。ただ、秋田では地方
会のときに知ったのは、中通り総合病院という病院
では、医局に在庫表として血液何単位あるとの表示
を張り出したとのことです。だから、そういうこと
をすればわかる。だから私自身はこの反省としては、
血液を使う先生には直接的に情報伝達する方法も必

要なのではないかなと思っていますし、今はしてい
ます。
面川所長　　秋田では、先生方からの問い合わせが
多かったのです。輸血用の血液はあるのですかと。
医療機関は不安でしようがないのです。それで、結
局我々は毎日主要な医療機関に当センターの在庫単

位数というのをお知らせしていたのです。それは好
評でした。すると、わかっていただいて。それから、
輸血部門、検査部門には FAXいたしますが、そこ
から院内の先生まで、検査部門、輸血部門がしっか
り伝えて頂く必要がありますね。
伊藤所長　全員でなくて、例えば血液内科の先生と

心臓外科の先生、移植外科の先生とか、救命救急の
先生のアドレスを一覧にしておいて、いざというと
きにだけ、センターから直接連絡をしたほういいか
なと思っています。
面川所長　　実例からすると、担当医に直接お話し
したほうが不安はとれますよね。
井上編集長　　そうですね、センターの医師や同僚
から大丈夫なのですよと言ってもらわないと、自分
としては、手術は本当にできるのかとか、その辺心
配なのでしょうね。ですから、だめ押しみたいな意
味ですけれども、必要だと、両方。
伊藤所長　　それと同じようにホームページにき

ちっと表示すべきですね。従来、ホームページは献
血者のことは考えていましたけれど、医療機関で見
るなんていうことは全然考えていませんでした。そ
の当時私も血液がどのぐらいあるかについては情報

提供していないのです。
井上編集長　　ホームページのことに触れていると

ころもあったようですけれども、そのホームページ
も使って今後は情報提供していくという伊藤先生の

お話を大事にしていきたいと思います。
西本本部長　　先生のところは当然、合同輸血療法
委員会があるのでしょう。かなり緊密におやりに
なっているのですか。
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長が私の同級生であったこともあり、私から電話したら、状況を確認するから少し時間を欲しいと電話を切り、
改めて私に電話があり、血小板の入手は大丈夫で、自分は誤解していたという形で収めてくれたのです。当方の
災害時対策本部では、危機管理ガイドラインを参考にマスコミや医療機関、県や市町村に、供給についての情報
を伝え、特に病院の血液担当、輸血担当者には FAXと電話で十分情報は伝えていたのですけれども、もう少し
広範に提供しておけば、医局なりで心配する医師を病院の院長がとりなすなど、病院の医者一人ひとりに安心感
を与えたのではないかと思うのです。また何かあったときにはいつでも電話してくださいという、確認のための
連絡を受け付けるようにすれば、なおよかったではないかなという程度のことなのですけれども、皆さんのお考
えはいかがでしょうか。
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井上編集長　　世話人とか総会とか、年に何回か。
西本本部長　　普段の情報共有を密にやっておけば。
井上編集長　　その先生たちも同僚から聞かれるこ

とは多いと思うのです。
西本本部長　　それから、センターでいろいろやら
なければいけないことと、病院の中で徹底してやっ
て頂きたいこともあります。そこまでセンターがお
願いをしにいくのかどうか。
坪井所長　　難しいですね。病院の中に全員徹底さ
せるというか。
西本本部長　　センターからいちいちお願いに行く

わけにもいきませんので、できる限り病院の中でそ
ういう仕掛けをつくってもらわないとね。
伊藤所長　　それは確かにおっしゃるとおりです。
西本本部長　　院長の勘違いというのは一体何を勘

違いされていたのですか、この文章をちょっと読ん
だだけではわからないのですが。
井上編集長　　要するに当人には情報はいっていた

のだけれども、医局で聞いて自分がちょっと不安に
なって確認しようということでしょう。
伊藤所長　　ところが、その心臓外科の先生が言っ
たのは、院長が血液が足りないのだからという話をし
て、手術はしないでくださいと言ったのだそうです。

院長が言ったと聞いて、私は、えっと思ったという
のはそこです。
井上編集長　　担当の人は「ちゃんと毎日伝えてい
るのですが、すいません」と、謝ったそうです。当
方からの確認のための問い合わせの際の返事でした

がね。
伊藤所長　　だから、それが伝わらなかったのです。
井上編集長　　伝わらないというより、勘違いな
さったみたいです。他の病院では、そのような心配
が広がることは全くありませんでしたが………。
西本本部長　　そういう意味ですか。なるほど。
井上編集長　　最近その病院の循環器（心臓）外科
の科長先生に確認したところ、「当時、震災後物流
が根本的に止まり、人工心肺の供給も止まったので、
院長から手術をしばらく控えるように指示があり、
結局資材の入荷する 1～ 2週間休まざるをえなかっ
た。血液が足りないとのアナウンスは記憶にない。
当時から潤沢な血液を供給していただき感謝してい

る。今後もよろしくお願いする」との話を得ていま
す。不安定な世の中では、悪い噂は広まり易いとい
うこともよくあるようです。これを防ぐには、正し
い情報を広く、迅速にが大事だと言うことになりま
す。

①新ガイドライン（改訂第 5版）では、新たに「4. 災害計画等の作成と災害への事前対策、医療機関への情報提供」として、「⑼　必要に応
じ、血液製剤の在庫状況について医療機関へ情報提供する。医療機関各診療科の医師に確実に情報が伝達されるよう、医療機関内の連絡
体制を確認し、必要に応じ輸血担当医師等への直接の連絡先リストを整備する………」と記載を加えた。

■事務局より

7. 次なる巨大地震における医療機関や献血者との意思疎通
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（3）東京の献血会場で献血を留意された福島の男性の件

坪井所長　　こういう質問は、福島全体で何回もあ
りました。話せばわかるのですけれど。
井上編集長　　先ず、今回の検診医の対応はどのよ
うに評価すれば良いのでしょうか。「いわき市から
来た。放射線を浴びているかもしれない」と言われ
て、今回献血をお断りした件に限って………。
坪井所長　　これ読むと、検診医がと書いてあるけ
れど、検診医のこのときの判断は正しいと思うので
す、危機管理ガイドライン（第 4版）の中に「被ばく・
汚染の恐れのある方からは採血しない」と書いてあ
るのです。
井上編集長　　確かに、ガイドライン（第 4版）の
記載として、

（1）献血者への対応

　ア）献血場所が避難勧告区域外にある場合

①献血場所が避難勧告区域外にある場合は、献血

業務を続行する。但し、避難勧告区域内の居住

者、避難勧告区域内に立ち入った方、被ばく・

汚染の恐れのある方からは採血しない。献血を

お断りする場合には献血者に以下の説明を行

う。（以下略）

②避難勧告区域内の居住者、避難勧告区域内に立

ち入った方、被ばく・汚染の恐れのある方から

採血した場合は、その旨を健診録とバックに記

載する。

とあります。
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井上編集長　この新聞記事によれば、“東京・お台場のイベント施設の移動献血会場を訪れた福島県いわき市出
身の男性が、「原発の近くにあるいわき市から来たので、放射線を浴びているかもしれない」と話したため、検
診医は「心配ならば控えた方がいい」などと答え、採血しなかったと記事では紹介されている。一方、夫からそ
の報告を受けた家族から、翌 27日、男性の妻から同センターに「放射線で遺伝子が傷ついているかもしれない
と言われ、献血を断られた」と抗議があったという。新聞社による取材を受けた日本赤十字社側は「4月 1日、
全国の血液センターに対し、国が定め原発作業員の累積被ばく限度量などを参考に、福島第一、第二原発で累積
被ばくが 100ミリシーベルトを超えた作業員については「本人の健康状態への配慮」を理由に半年間、献血を
制限する方針を通知した。
　しかし、一般の福島県民については「通常 100ミリシーベルトを超える被ばくは考えられない」として制限
していない “と紹介され、日赤側は「遺伝子が傷つくというは一般論として説明したようだが、誤解されたのか
もしれない。検診医の配慮は過剰であった可能性もあり、通知の趣旨を改めて徹底する」、また「検診医が献血
による心身の負担など健康に配慮し実施を見送ったようだ。福島県民の献血を断る規定などはないが、健診医の
放射能への理解が充分でなかった可能性もあり、現場教育を再度徹底する」と話していると紹介されている。
　この新聞記事について、この座談会にて討議するには慎重を要すると思います。まず一般論として、記事の内
容が事実関係を正しく伝えているか、検診医がどの判断基準に従ったか、また今後の大震災に対する備えとして
はどうあるべきかの話しとして、議論頂きたいと思います。
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坪井所長　　ちょっと解釈難しいのだけれど、検診
医の先生は正しい判断なのですけれど、ただその時
の説明の仕方、話の仕方が相手によく伝わらなかっ
たのではないかなと。
伊藤所長　　私は直接東京都センターの先生が調べ

た内容を聞いていますが、この検診医の先生はド
ナーさんの体調を考えておやめになったらどうです

かと言ったのだそうです。そしたら、わかりました
と言って帰り、それを奥さんに伝えたのです。そし
たら、そこからこういう話になったと言っていまし
た。
井上編集長　　しかし、日本赤十字社は、「4月 1
日発行のセンター所長への通知を行い、新たな判断
基準を示したのでそれに従って欲しい」と記事の中

で答えています。こちらに従えば、献血を受け入れ
て差支えないことになると思います。もしかすると
この検診医に 4月 1日の通達の内容が充分伝わっ
て居なかったかもしれません。旧ガイドラインには
お断りする方法まで記載がありますので。
中野広報係長　　本件につきましては、4月 1日付
で血液事業本部から「放射性被ばくのおそれのある
献血者の受け入れについて」という通知を各血液セ
ンター所長あてに出しております。確かに危機管理
ガイドラインのほうには「お断りする」との記載は
あるのですけれども。今般の原子力発電所の事故に
係る献血者の受け入れについては、現状では健康へ
の有意な影響はないとする国の見解に基づき、製品
に与える影響も極めて微量と考えられるため、通
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⑴　また、旧ガイドラインからの記載として、「第 5章　放射線事故編　2．放射線事故等が発生した場合の対応」の「⑴　献血業務への対応」
の中で、ア）献血場所が避難区域外にある場合」として、
①献血場所が避難勧告区域外にある場合は献血業務を遂行する。但し、避難勧告区域内の居住者、避難勧告区域内に立ち入った方、被ばく・
汚染の恐れのある方からは採血しない。献血を御断りする場合には献血者に次の説明を行う。（この紙面では内容略）
②避難勧告区域内の居住者、避難勧告区域内に立ち、被ばく・汚染の恐れある方から採取した場合はその旨を検診録と血液バックに記載する。
⑵　4月 1日の本部長から各血液センター所長に対する通達「放射線被ばくの恐れがある献血者の受け入れの周知徹底について」によれば、
「原子力災害特別措置法による原子力緊急事態宣言がなされた平成 23年 3月 31日から、これが解除された日までの被ばく線量の通算が
100ミリシーベルトを超えた者、または短期間で被ばく線量 100ミリシーベルトを超えたものについて、健康被害を考慮して当面の間、
最終被ばくの日から 6ヶ月献血をご遠慮いただくこと」、なお、「当該対象者は、福島第一原子力発電所周辺における作業従事者を想定、
福島第一、第二原子力発電所の避難勧告区域以外の避難住民については、健康状態等に充分配慮し献血基準準じて献血を受け付けてさし
支えないこと」と定めています。
⑶　平成 23年 6月 7日の「放射線被ばくの恐れがある献血者の受け入れの周知徹底について」では、この出来事を受けて厚生労働省から
主旨徹底の指示があり、これを受けた形で血液事業本部副本部長から各赤十字血液センター所長宛てに以下の通達がなされている。
1. 内容
　　1) 福島第一及び第二原子力発電所の避難勧告区域以内 (現在の警戒区域、計画的避難区域及び緊急時避難準備地域 )の避難住民につい

ては、健康状態等に十分配慮し採血基準に準じて献血を受け付けて差し支えないことから、通常どおりの献血受け入れを行うこと。
　　2) 当該発電所における作業従事者が献血を希望され、本人の申告により事故発生からの被ばく線量の通算が 100ミリシーベルトを超え

ていた場合は、献血希望者の健康への影響を考慮し、当面の間、最終被ばくの日から 6ヵ月間は献血を遠慮いただくこと。また、作
業従事者の被ばく線量が不明な場合は、本人の健康への影響を考慮し、今回の献血は遠慮いただくこと。

2. 献血会場における対応当該献血希望者の受け入れについてー
　　献血会場においては献血者を直接接遇する職員はもとより、問診を担当する医師からも丁寧かつ十分な説明が適切になされるよう教育
訓練を徹底すること。

■事務局より
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算の被ばく線量が 100ミリシーベルトを超えた者、
または短期間で 100ミリシーベルトを超えた者に
関しては最終被ばくの日から 6ヵ月間はご遠慮いた
だくと、そういった通知を出させていただいていま
す。この対象者というのは、あくまでも原子力発電
所周辺とかで作業に従事されていた方々というのを

想定していますので、いわゆる避難勧告区域等から
避難されてきた方々はとてもこの数値までいくとい

うのは想定しがたいという状況ですので、通常どお
り受け入れを行うようにとの内容です。なお、本件
の医師の対応について、本社の調査によれば、東京
のイベント会場にいらっしゃった方が「気になるの
で」という発言をされたので、「気になるのだった
ら、今日は献血はしないほうがよろしいのではない
でしょうか」という回答を検診医が話したと記録さ
れています。
坪井所長　　こういう質問はいっぱい福島センター

にあって、本部のほうに問い合わせると地元福島で
やってくれと言われて、何度もメールで返事を出し
ています。返事の見本みたいなものを出してくれれ
ば、みんなに同じことできるのだけれど。模範解答
みたいなものがあればいいのだけれど。
井上編集長　　結論になるかわかりませんが、放射

線への暴露は今回初めてのことであり、特に献血へ
の対応は福島では特に苦慮されたところと思いま

す。このような献血者への対応について、福島の対
応を生かして、また職員の健康確保のための方策も
含めて、本部も協力して、Q&A みたいのを作って

いただければ血液事業としても、役立つのではない
かと思います。
中野広報係長　　先ほどの医療機関での「血液が届
かないのでは」という誤解についても同様と思いま
すが、必要な情報が実は現場にまで届いていないこ
とがないようにしなければならないとの認識を持っ

て広報を強化していくというのが基本的に必要と認

識しています。例えば、前者であれば医療機関向け
の広報を強化しましょうと、後者でしたら、いわゆ
る内部、社内へ向けての広報を強化しましょうとい
うことになります。これは、常々前へ進まなければ
いけないことだと認識をしておりますので、今回の
ことを教訓として進めていくべきと思っておりま

す。
井上編集長　　広報のためには現場と、それから本
部と連携をしながらやっていくことが、より有効な
結果を生むと思いますので、よろしくお願いします。
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井上編集長　　それでは、原子力発電所の事故下で業務を行う大変な困難な状況を経験された坪井所長に、当初
の問題と今日的な問題とに分けてお話を頂ければと存じます。職員の安全の問題もありますが、具体的にどのよ
うに、どんな時点で、放射能の問題が出てきたのか、血液配送の依頼に対してどうしたらいいかということと、
このままでいいのかということを考え始めたということの時期、この辺のことも含めて、それから FFPの搬出

の問題もありました。この辺もちょっと可能なところでよろしいのですが、お話しいただいて、それから退避勧
告も出たのだけれど、そのときにどういうふうに対応したか、それから職員の健康を守る意味から線量結果はど
ういうふうに配慮されたか。今回は、孤立地区というのはあったかどうかわかりませんけれど、そういう問題、
そして日常訓練という意味でそういうことが必要かという話も含めてお話し願いします。

8. 原子力発電所事故下の業務遂行と職員の健康確保

坪井所長　　放射能の問題は全く想像しておりませ

んでした。こんなことが起こるということはそもそ
も、福島県の人はだれも思っていないのが当たり前
のことだと思います。
　爆発してから 1日か 2日して避難区域が指定され
ました。この避難区域の中に入っていて原発から一
番近いのが原町供給所だったのです。本社並びに本
部と相談して直ちに撤退して血液製剤は福島に持っ

てきました。そして、原町供給所から見て北方にあ
る病院の近くに車で毎日運び、そこで注文が来るの
を待っている状態にしていました。1年たっても除
染は進んでいませんから、今ではその原町の出張所、
供給所は閉鎖して、相馬に移しました。
　いわき市に福島県の FFPを全部貯留していたの

ですけれども、貯留 FFP6,000本ぐらいあったので
すかね、その時点では、空間放射線量は、いわき市
より福島市のほうが高いのです。本部の指導ではあ
りましたが、なぜ本部のほうでこのような指示を出
されたのか当初理解に苦しみました。ただ、いわき
市内では（原発からの）放射能が高いとパニック状
態になっていたのです。実際の線量は福島市のほう

が高く、いわきのほうが低い。本部のほうでも非常
に心配して頂きまして、いわき市がもうだめになっ
てしまうだろうと心配されたのだと思います。
　余談ですけれども、いわきのインターチェンジを
全部開放したのです。人が自由に逃げられるように。
高速は無料というか、ゲートのチェックがなくなっ
て、市内の人がみんな外に出て行ったのです。本部
のほうは、東京ではうんと苦労したと何かに書いて
いましたけれども、心配されたのではないかと思い
ます。本部の西本本部長にも非常にお世話になり、
有難うございました。
伊藤所長　　近衞社長にもご尽力をいただいたと

言っていましたね。
坪井所長　　本部長にも非常に御苦労をおかけし

て、おいで頂いたという経緯がありました。今考え
ると早い時期においで頂いたと感謝しております。
いわきセンターを閉鎖する場合の手順は、本部のほ
うから指示を頂き、製剤はこっちに持ってくる、人
はどこにやる、このように手配するなど、本部と福
島とはそういうことをやっていました。
　当時の危機管理ガイドラインには、血液搬送は

8. 原子力発電所事故下の業務遂行と職員の健康確保
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20ミリシーベルトを超えるところには行かないと
書いてあるのです。この 20ミリシーベルトという
のは時間なのか日なのか期間の記載が抜けていて、
今年 4月の危機管理ガイドライン新版では今度は年
当たり 20 ミリシーベルト /年と書いてあるのです。
一年あたり、20ミリシーベルトを超えるところに
は伝々と書いてあるのです。その時に、うちの支部
のほうには各県からの救護班が入り、その人達に放
射能の講義をする先生として広島の赤十字病院や長

崎の赤十字病院の先生においでおいでいただき、講
義してもらいました。その人達には、1ミリシーベ
ルトを超えたら、もう帰ってきなさいという指示が
出ていたのです。ちょっと血液センターの職員と差
がありますね。
西本本部長　　これも年ですね。
坪井所長　　年なのかちょっとわからなかったで

す。いろいろ心配する若い職員もいますから、簡単
なのがフィルムバッジじゃないかと思って、フィル
ムバッジ持たせて、あれ 1ヵ月で幾らとかするので
すけれども、2週間ごとにはかってもらいました。
そして、これが何ぼと出るように。
井上編集長　　これは大学病院や医療機関が使うよ

うなフィルムバッジですか。
坪井所長　　そうです、放射線技師が使っている、

僕らも使っていたフィルムバッジです。あれが一番
簡単かなと思って。
井上編集長　　あれは一定期間ごとにチェックしま

すね。
坪井所長　　普通は 1ヵ月に 1回ずつ。1ヵ月に一
度では長いから、2週間で測ってくれと。
井上編集長　　いいですね。
坪井所長　　交渉しまして、2週間で測ってもらう
ように出しました。それで、放射能は高いと思う人
は高いし、低いと思う人は低いし、いろいろですか
ら、こうしろ、ああしろと言えないですね。大丈夫
だとも言えないし、言えば心配するし、かえってそ
うでしょう。大丈夫だ、大丈夫だと言っていると、
余り言っていると国からの回し者じゃないかと思っ

てしまうし、確かに福島市ではそういう感じになっ
ています。長崎大学からいらして今福島医大の副学
長となられた山下先生は、自分は国からの回し者だ
と、市民にはそう言われてしまったと。一番最初に、
放射線は大丈夫だ、大丈夫だと言って歩いたから。
心配の余り、今でも沢山の人々が県外に出て行った
りしている。僕ら線量計とかは持ってなかったので
す。福島は広く、福島市は原子力発電所事故現場か
らは 60キロも離れていますから、まさか防護服と
か、ガイガーカウンターとかというのは用意してい

⑴　旧ガイドラインから引き続き「6. 採血現場付近での災害発生時の初期対応、6.5 献血いただいた血液の取扱い特異事例」として、「（6）
汚染の可能性がある血液、車両、資材、試薬、機材等は場所を決めて保管し、その旨を表示する」とある。
　　また同じく「1. 平常時の対応、（2）血液センターの対応、イ）実施事項」の中で、「⑤避難勧告区域内にある医療機関または供給経路
に避難勧告区域内がある場合」には「直読式個人被ばく線量計を装備して行う。直読式個人被ばく線量計の点検と自然放射線量の確認を
兼ね、少なくとも年に 1度は直読式個人被ばく線量計を使用し、その結果等を記録する」と記載されている。
　　また、「2．放射線事故等が発生した場合の対応、（2）供給業務への対応、　イ）医療機関が避難勧告区域内にある場合」として、「避難
勧告区域内にある医療機関へ血液の供給を行わざるを得ない場合は、直読式個人被ばく線量計を装着して行い、被ばく線量が 20mSv/ 年
を超える恐れのある場合には、直ちに供給を中止し安全な場所に避難する」と記載されている。さらに「ウ）医療機関が被ばく、汚染地
区内にある場合」として、「医療機関が被ばく、汚染地区内にある場合は血液の供給は行わない。血液の供給方法についてオフサイトセン
ター、警察等と協議を行うとともに、血液の供給を依頼した医療機関にその旨を連絡する。と記載されている。
⑵　今回は、放射線事故の発生を予測していなかったこともあり、また放射性物質の放出やその方向性が初期段階で知らされなかったこと、
避難区域の指定が遅れ、放射性物質飛散方向との乖離も見られたことが、適切な対応を困難にした部分少なくないと思われる。

■事務局より
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ませんでした。使おうとすればきっと隣の支部には
ありましたから、使うこと使えたと思うのですけれ
ど、もっと原発に近い血液センターがあると思うの
で、この間所長会で聞かれたのですけれど、線量計
買えばいいのですけれども。
井上編集長　　具体的には線量計は本部から入りま

したか。
坪井所長　　本部からガイガーカウンターが来て、
その後支部からもらったのです。
井上編集長　　日赤の本体が一所懸命だったですも

のね。
坪井所長　　救護班ね。そんなようなことで二度と
起こってほしくないと思いますけれども、起こる可
能性は、原発は稼働してなくたってあるのですよね。
井上編集長　　情報が十分入らないうちに放射性物

質を体内に取り込んだような状況になった人はいな

かったのですか。
坪井所長　　僕らなっていますよ。SPEEDIという

があって、あれ国も県も公表しないんだもの、（原
子炉から放出された放射性物質が）浪江町の方から
福島市のほうに向い、放射性物質が国道 114号線沿
いに移動して、到達したのが私のうちあたりで。
井上編集長　　この話題のまとめとして、原子力発
電所の事故といった災害に備えて、突然防備を迫ら

れてもほとんど何も持ち合わせていない状況であっ

たとしたら、どのように対処したら良いのでしょう
か、教えて頂けますか。
坪井所長　　ブロックセンターよりむしろ支部と仲

よくして、支部に救護班ありますから、支部と連携
をとってやればいいのではないでしょうか。
井上編集長　　何かあったときは頼むということで

申し入れておく。
坪井所長　　支部にも手伝ってもらうと。
井上編集長　　手伝いを頂くと、約束してもらって
おいたほうがいいと。
坪井所長　　一緒にやると。
逢坂部長　　兵庫では、支部とセンターは同じ施設
ですので、連携のし易さは感じます。阪神・淡路大
震災当時は両者が離れていたのですが、その当時の
連携と比較するとかなり改善が見られます。
井上編集長　　坂本参事の今後放射線事故に対する

対応について、何かコメントいただけますか。
坂本参事　　特に新しくガイドライン改訂していた

だいていますので。
井上編集長　　基本的にはどういう対応ですか、支
部ですか。
坂本参事　　線量計等々ですか。
井上編集長　　先ほど指摘した物品や情報など。

⑶　平成 24 年 5 月 24 日、東京電力は福島第一原発事故で大
気に放出された放射性物質の線量を 90京（京は兆の 1万倍）
とする試算結果を発表した。2号機からが最も多く、平成 23
年 3月 15 日㈫、主に 2号機からの放出で原発の北西地域が
激しく汚染されたとの説を裏付けた。16日も海の方角に大量
放出があったらしい事もわかった。東電では 3号機からの放
出としている。
⑷　右記は、福島センターで入手した線量計とその日時など。
⑸　今後、原発事故の際の供給時の職員の被ばくに備えて、ブ
ロックセンター等に被ばく線量計を用意することが望まれる。

8. 原子力発電所事故下の業務遂行と職員の健康確保
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坂本参事　　今のお話伺って、支部も選択肢の一つ
として可能であるという印象を持ちました。
井上編集長　　本部長のほうから何かありますか。
西本本部長　　放射能事故なんていうことになると

血液だけで完璧な体制をとるというのは難しくなり

ますね、いろんな意味で。わからないことが多いで
しょう、学問的にもいろいろな意見もあるし。やは
り支部、本社挙げてということになるでしょうね。
現場でしか入らない情報と東京にいて入る情報とが

ずれることがあるのですよ。特に、混乱していると
きは。だから、FFPの搬出なんかも、こちらとす

れば聞いた以上は何とかしなきゃということで。
井上編集長　　今回は、誰も放射線事故の発生を予
測していなかったこと、また放射性物質の放出やそ
の方向性が初期段階で知らされなかったこと、避難
区域の指定が遅れ、放射性物質飛散方向との乖離も
見られたことが、適切な対応を困難にした部分が少
なくないと思われます。
　まず、不安定性の残る事故原発の廃炉処理を速や
かに完成させて、県民を安心させると共に、県土の
再生が速やかに進んで人々が故郷に帰り、幸せな生
活を送れるよう、心から祈ります。

井上編集長　　新しいガイドライン（第 5版）では優先配送先という概念が出てきたように私は思うのですけれ
ども、地域センターとして、今後はその管轄地域の災害対策を参照して、災害拠点医療病院を確認し、必要に応
じてリストを作成しておいて、そちらのほうに重点的に配分するとの主旨の記載が新たに加わりました。しかし
災害時に、県民のみんなが指定された拠点病院の所在を知っていて、そこに無理なく集まると言うことを前提に
すれば、内容としては受け入れ安いのですが、患者の多くが何かの都合で災害指定病院以外の病院に集中したり、
災害指定病院以外で人工心肺を回して心筋梗塞の手術をしようと思って計画しているのに、ちゃんと回してくれ
ないと困るよということになるかもしれないので、その辺はその状況に応じて対応しなければいけない難しいと
ころもあると考えてもよろしいですね。しかし、私達の方針は原則このように考えていますとの情報を関係者に
前もって伝えておいてよろしいですのですね。坂本さんのほうからお願いできますか。

9.巨大地震の際の優先配送先の選定

坂本参事　　前もって拠点病院を中心に情報を提供

することが必要と思います。
井上編集長　　もし知らせるとすれば、拠点病院以

外の病院も含めて管轄内の病院に前もって情報を提

供しなければならないと思います。
　他に、ご意見ありませんでしょうか。

9.巨大地震の際の優先配送先の選定

⑴　血液供給先の“優先納入”は、新ガイドラインで新たに導入された概念である。「2.2 輸血関連外部団体の防災計画の調査、2.2.1 血液
関連外部団体の具体例、（2）災害拠点病院、医療機関」の中で、「・都道府県計画の中で定められている災害医療拠点病院の周知、や・
災害時の血液供給は災害医療拠点を中心におこなうこと」などが、記載されている。“災害医療拠点病院“は都道府県が決める事であるが、
災害の規模によっては被災時に必ずしもその機能が保たれているわけではない。そのため、後出の”災害医療拠点“と名を変えているのは、
その時々で”中心的な災害医療を担っている病院“との含みを持たせたものと思われる。

■事務局より
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井上編集長　　最後の話題になりますが、今回の被災を通じて学んだことは、災害救護活動を日常的にやってお
かないと、その時だけ出ていってもなかなか力になれない、役立つところまで役割を果たすことができないとの
指摘がいくつかのセンターの被災報告書で見られました。今回、救護活動の主なものは、①支部依頼の救援物資
の輸送や救護人員の搬送、②支部依頼の現地災害対策本部での救護班ならびに防災ボランティアの受け入れ、③
病院の看護師の補助業務、④医師会依頼の人員の搬送、医療器具の搬送、⑤県対策本部依頼の救護施設での採血、
⑥少し時期が遅れてからは、⑦避難所での心のケアチームへの参加などでした。震災初期には、「支部の依頼で『遠
野市に赴き、現地災害対策本部を立ち上げるように』と言われたが、何をしていいかわからなかった」と、帰っ
てから報告した者もいたようでした。看護師でも、「災害救護班の手伝いに駆り出されたが、採血は得意だが、
介護はしばらくやっていないのでうまくできなかった」と言う者も少なくありません。また、そこまでいかなく
ても、「戸惑った、普段から訓練しておけばよりよかった」と言う看護師もおりました。災害時以外は、仕事も
ありますし、日常訓練として今後どう対応していくべきか、ご検討頂けますか。

伊藤所長　　私は石巻赤十字病院にいたから判るの

ですけれども、病院では、チームを編成して 1班か
ら 6班ぐらいまで準備しています。あらかじめ指名
しておくときには医師、看護師、薬剤師、検査技師
とか、それに主事を加えてチームを編成します。そ
れと同じように血液センターではできないので、災
害時には救護業務ではなくて他の業務ができること

を訓練しておいたほうがいい。例えば避難所へ物資
を届けるとか、衛生管理をするとか、心のケアをす
るとかはできると思います。そういうチームであれ
ば血液センターでも編成できます。
井上編集長　　そうですね、看護師でも受付をやら
されたというのも少なくありません。
伊藤所長　　救護班はちょっと組めないだろうと思

うのです。
坪井所長　　避難所の巡回とか、そういうこと…。
伊藤所長　　できる。そうそう、安否確認とか。
坪井所長　　血圧測ったり、薬を調べたり、話を聞

いたり、そして熱があったら、お医者さんに連れて
いったりなどというようなことはやりましたけれど

も、現場で災害救護医療というかな、これは無理だ
と思います。
伊藤所長　　無理と思います。
西本本部長　　無理でしょう。
井上編集長　　私たちの中で結論を急ぐわけではな

いのですけれども、何ができるのか改めて検討し、
そのための訓練をするというのはいかがでしょう

か。
伊藤所長　　整理したほうがいいと思います、本当
にしなくてはいけないことは何かを。
井上編集長　　本部も一緒に皆で考えていくことに

したらいかがでしょうか。
逢坂部長　　血液センターで救護チーム全体をつく

るのはもちろん無理と思いますが、兵庫の場合は
震災以降、支部と連携して、血液センター職員も
ERU要員として登録したり、災害救護活動にも支
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部と一緒に出動したり協力はしています。そうする
ことによって、赤十字職員としての意識や考え方を
きちっと持ち続けることができると思われます。
井上編集長　　今までは、震災後もかなり毎年のよ
うに訓練を続けていたということでしたね。
逢坂部長　　はい。
井上編集長　　そういうことも大事なのだと思いま

すけれども。
　坂本参事のほうから、今後の訓練のあり方などお
話頂けますか。
坂本参事　　本部としても、訓練等の実施のあり方
について皆さんのご意見を頂きながら協議していき

たいと思います。
面川所長　　災害救護活動ではなくて、日常訓練と
いうキーワードから考えるのが必要だと思います。
やはり今回ように宮城の検査センターがダウンした

時にどう検体搬送するのか。これに関しては、今回
スムーズにいったと私は評価しているのですが。災
害を想定した訓練といいますか、シミュレーション
した際の東北 6県での供給体制とか、それから検体
搬送とかの訓練は必要ではないかと思うのです。
伊藤所長　　やはり必要だと思いますよね。
面川所長　　今日たまたまブロックセンターで火災

訓練がありましたけれども、確かにそれを聞いて、
必要だと思いました。病院というのは火災訓練が、
必ずありますね。患者搬送役や患者役を決めて。血
液センターというのは、火災訓練ないのかと部長さ
んに聞いたら、やったことないと。確かにないなと
思いましたが、火災はともかく地震災害時の東北全
体でのシミュレーションはやっておくべきではない

かなと思います。
逢坂部長　　阪神・淡路のときは街全体が甚大な被
害を受けました、血液センターの職員も少なからぬ
被害を受けました。大震災の教訓を踏まえた訓練に
は、よく訓練のシナリオがあって、まずは組織とし
て災害対策本部を立ち上げて状況確認や上司からの

指示、云々となるのですが、実際にはそこまでの対
応というのが一番大事だと思うのです。というのは、
だれが出勤できるかわからないのです。阪神・淡路
のときも実際所長さんも部長さんもすぐには来庁で

きませんでした。他の幹部職員もなかなか来られな
かった訳です。そういう中で、出勤できた人間の誰
がリーダーシップをとって、どういう指示をするの
か、本社やほかのセンターとどういう連携をとって
いくかについて、日ごろからみんなの意識の中に置
いておくことが極めて大事なことだなと思います。
西本本部長　　血液センターの職員の方々が日常業

務の中で災害に対しての専門的な訓練をするという

のはなかなか難しかったでしょうね。要するに、救
護団体としての日赤の職員であるという意識は普段

はそんなにないでしょう。血液という非常に特殊な
業務に従事しているという感覚でしょう。ただ、日
赤病院の医療従事者はもともと救護班も作っている

し、日赤ができた時から関連はありますけれども、
血液は少し異質な感じでしたから。これで災害を想
定して日常的に訓練しろ、というのはなかなか厳し
かったということではないですか。
伊藤所長　　これからはやはりある程度取り組まな

いといけませんね。
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井上編集長　  今日座談会にご出席の皆様には、貴重な時間をいただきまして、有難うございました。私の進行
の至らなさから、予定の終了時間を大幅にずれ込んでしまい、お詫び申し上げます。
　今日の座談会を通じて東日本大震災、特に血液事業に関係した事柄を鳥瞰させて頂きますと、地域の担当者が
素晴らしい能力を発揮され、血液事業本部が素晴らしい指導力を発揮され難局を乗り越えられたことに対する賞
賛に値する部分と、地域の担当者も血液事業本部も、もうひと工夫準備すればもっと容易に難局から立ち直れた
のではないかと残念に想う部分とがあるように思われます。しかしこの座談会を通じて、本部の司令塔にあたる
方々と戦火をくぐり抜けた東北 6県の血液センターの所長とが一堂に会して、全ての出来事を見直し、認識を一
にして、今後の方向性を見出す機会を得た事は、他に類をみない試みとして記念に残るばかりでなく、このまと
めには今後の血液事業の発展に役立つノウハウが豊富に組み込まれているに違いありません。これこそ本部長の
お話にある “災い転じて福と為す” につながることと思います。このような機会を準備された東北 6県の皆々様、
またこの様な機会をお許し頂いた西本本部長はじめ関係者の皆様には、心から御礼を申仕上げます。また今日の
座談会を通じてまとめられた巨大地震に対する危機管理の情報が、全国の関係者の皆様、血液センターの皆様の
お役に立つことを願って止みません。私の拙いまとめはこれ位にして、本部長から最後に一言お願い申し上げま
す。

西本本部長　　ご苦労さまでした。最初の挨拶の中で申し上げたように、二つ目の「災い転じて福となす」では
ないですけれども、たまたま東日本大震災という不幸なテーマで集まっていろいろ議論しました。だから、今度
はまた別のテーマでもこういう雰囲気をますます強めて頂きたいと思います。繰り返しますが今回はどちらかと
いうと災害という重いテーマを中心とした話題になりましたけれども、ブロック単位でこれからいろんな意味で
の自立性といいましょうか、地域特性に応じた活動をするためには、こういう議論の場が本当に必要です。しか
もそれを緊密に行うことが必要だと思います。ぜひこれを一つのきっかけにしていただいて、それでまた必要で
あれば呼んでいただければ、どんなテーマであれ、よろこんで馳せ参じます。今日は長時間どうもありがとうご
ざいました。

井上編集長　  皆様、ご協力ありがとうございました。では、これでお開きにさせて頂きます。
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