講演 1

患者集団発生時の
医療救護対策

図1

倒れている被害者の様子

～ 地下鉄サリン事件 ～

1995年3月20日朝に発生した「地下鉄サリン事件」は，東京都内の地下鉄3路線
5列車で神経ガス「サリン」が散布され，死者13人，重軽症者5,800人以上を
出す大惨事となりました．これは前年の松本サリン事件に続き，非戦闘時に
民間人に対して化学兵器が用いられたテロ事件であり，聖路加国際病院では
発生当日に640人，その後の1週間で計約1,200人の被害者を受け入れました．
本講演では，事件当日の同院の対応と発生した問題点について紹介します．

しょうか．
テロは一般社会に影響を及
ぼし，衝撃を与えることを意図
して，特定のグループ，秘密の
集団によって事前に計画された
政治的意図を持って一般市民
に対して向けられる暴力的行為
です．
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テロ発生のリスクは，暴力文
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サリン，聖路加国際病院，テロリズム，
多数傷病者，オウム真理教，

安定性など歴史的，文化的な
環境特性の存在下で高まると
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化の歴史，社会紛争，政治的不
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指摘されています．また，影響
力がある人物とその支持者によ
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り特有の組織体制，反対勢力
が形成されると発生リスクが高
した．さらにメディアの人々が駅のホームまで入ってきて

の性格，カリスマ性，集団的信念などに着目すれば，テロ

います．駅の外では，具合が悪くなった人々を搬出してビ

が集まる場所です．その原因としては，交通災害，火災，

の発生をある程度予測できると考えられています．

ニールシートの上に横たえ，病院に運ばれる順番を待っ

地下鉄サリン事件［P33参照］は，近年，東京消防庁管内

げられるかもしれません．

爆発物，化学物質，あるいはウイルスのような微生物も挙

地下鉄サリン事件は，1995年3月20日朝，東京都内の

ているという状況です（図1右）．

営団地下鉄（現・東京メトロ）日比谷線，丸ノ内線，千代

築地駅前の新大橋通りには，東京消防庁の特殊救急

地下鉄サリン事件は人為災害であり，化学兵器による

田線の3つの路線，5本の列車の車両内でサリンが散布

車「スーパーアンビュランス」をはじめ何台もの救急車が

くさんの人々に被害が及んだ事件でした（表1）．当院が過

テロリズム（テロ）です．
では，テロの発生は予測できるで

されたことにより発生しました．乗客や駅員らが巻き込ま

停まっています（図2）．傷病者を収容するテントが設営さ

れ，死者13人，重軽傷者5,800人以上に上る大惨事となり

れ，そこで一時収容した後に救急車がそれぞれの病院に

ました．

搬送していくことになっていました．
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最も多く，発生当日だけで640人を数えました（表2）．

表2

表1

日時
1995.3.20

近年の多数傷病者発生事案

1982.2.8

ホテルニュージャパン火災

67

33

1982.2.9

日航機羽田沖墜落事故

173

24

1988.1.5

六 本 木 ディス コ 照 明 落 下
事故

17

3

1988.12.5

東中野駅構内電車追突事故

118

1995.3.20

地下鉄サリン事件

5,800以上

2001.1.31

日航機駿河湾上空ニアミス
事故

100

0

2001.9.1

新宿歌舞伎町雑居ビル火災

47

44

2003.3.8

飯田橋 修 学 旅 行 生 集 団 食
中毒事件

102

0

2008.6.8

秋葉原無差別殺傷事件

17

7

日時

5,800以上
（13）

640
（2）

乱させる目的でこの3路線を狙ったとみ

130

4

られています．当院は，日比谷線で霞ケ

す．オウム真理教の信者が，教団本部への強制捜査を撹

徒然なる
ままに。

X JAPANメンバー葬儀

？

57

2000.9.11

日本橋郵便局薬物漏出事件

45

7

2001.6.14

入谷中学校修学旅行生集団
食中毒事件

48

8

2001.9.1

新宿歌舞伎町雑居ビル火災

47（44）

2
（2）

わり，その傍らで呼びかけている若い

2

2003.2.27

集団ヒスタミン中毒事件

36

13

男性がハンカチで鼻を押さえています

13

2004.1.31

東京駅硫酸漏出事件

8

3+2

（図1左）．これはサリン中毒［P3 3 参

2004.7.14

江 戸川区 北 葛 西 光 化 学ス
モッグ

17

3

照］の症状の1つで，涙や鼻汁がたくさん

2006.6.15

芝浦工業大学水酸化チタン
発生

14

14

2008.6.8

秋葉原無差別殺傷事件

17（7）

2

うことがあれば，すぐに外に逃げるとい

2011.3.11

東日本大震災

30

うのが常識になっていますが，当時はま

抜粋



図2

私はこのとき院内におり，築地駅の周辺がこのような
状態になっていたことを全く知りませんでした．

事件発生後の築地駅周辺の様子

関駅から4つ先の築地駅の近くに位置し

1998.5.7

東京消防庁管内
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サリンがまかれた3路線はそれぞれ霞ケ関駅を通りま
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一般に，多数傷病者が発生するのは列車，航空機，バ

過去に聖路加国際病院が経験した災害

講演 ４

において多数傷病者が発生した事案の中でも桁違いにた

講演 ３

講演 ３

ス，船舶などの交通機関，駅，劇場，ビル，学校などの人

講演 ２

講演 ２

霞ケ関駅を通る地下鉄3路線に
サリンが散布される

去に経験した災害を見ても，この事件による受診者数が

3

まります．さらに，イデオロギーやリーダーの自己陶酔性

鉄の駅のホームに高齢の男性が横た

出るためです．

（

）内は死者数

いまでこそ地下鉄の駅構内でこうい

だ乗客や駅員がホームに残ったままで
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患者集団発生時の医療救護対策
～ 地下鉄サリン事件 ～

最初の連絡は
「茅場町駅で爆発火災が発生」

その後，爆発火災の一報はあったものの一向に患者

因物質はアセトニトリルらしい」との情

が来ないという状況がしばらく続きました．8時40分ごろ

報が入りました．しかし，アセトニトリル

になって，ようやく中年男性が1人運ばれて来ました．こ

［P33参照］による中毒症状より，有機

ここで，この事件が発生した当日の当院の様子をお話

の患者は熱傷もなく，焦げ臭くもない．
「息が苦しい」
「目

リン系の農薬による中毒症状に近かっ

が痛い」と訴えてはいるものの意識ははっきりしてバイタ

たため，鼻汁，流涎，縮瞳などの症状が

3月20日は前日が日曜日，翌日が春分の日という飛び

ルサインも問題ありません．そこで，私は「もしかしたら電

強い患者に対しては硫酸アトロピンの投

石連休の中日でした．8時16分ごろ，東京消防庁より当院

車の中で催涙スプレーでもまかれたのかな」と考え，ス

与を開始しています．10時30分ごろ，自

救急外来のホットラインに傷病者の受け入れ要請の電話

タッフにもそう話しました．それを聞いたスタッフが手袋

衛隊中央病院から応援の医師，看護師

がかかってきました．その内容を聞いた看護師によると，

やガウン，
マスクを外し始めていました．

が到着しました．

しします．

11時00分には，日野原先生と副院長

車に乗せられた1人目の心肺停止の患者が来院．直ちに

による1回目の記者会見を行っていま

ちょうど深夜勤務の職員が交代する時間でしたので，

心肺蘇生を開始しました．まもなく2人目の心肺停止患者

す．11時過ぎには，前年に松本サリン事

その人々に「帰るのは少し待ってください．いまから爆発

が来院して蘇生を行いました．このまま何人の心肺停止

件を経験された，当時の信州大学附属

火災で重症の外傷患者が来られますから，受け入れの準

患者が来られるか分からず，人手が足りないという状況

病院長である柳澤信夫先生から「テレ

備を手伝ってください」とお願いしました．

になりました（図3）．

ビ報道で見る限り，患者の症状は松本

うことでした．
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のときと同じだ．
サリン中毒の疑いがあ

の患者が自力歩行で救急外来に来られています」と連絡

を発動しました．当院はもともと患者に配慮して院内全

る」という旨のお電話をいただきました．

が入りました．状態を尋ねると「3人とも目が痛いと言って

館放送は行わない方針だったため，多くの医師，看護師

11時30分過ぎには，警視庁で「原因は

います」ということです．私は，
「これから重症の外傷患

が「よほどのことが起きたのだ」と考えて救急外来に駆

サリンと推測される」との記者会見があ

者がたくさん来ますので，目が痛いだけで歩けるなら少

け付けてくれました．8時55分には，
「空いているストレッ

り，院内の軽症患者にも「上着を脱いで

し待ってもらってください」と伝えました．

チャーと点滴スタンドを至急救急センターまで持って来て

ビニール袋に入れて密封してください」

ください」と2度目の院内全館放送をしました．

と伝えました，

このとき，私はこの日最初のミスを犯しました．
「目が
痛い」と訴える人が同時に3人来院した事態をおかしいと
ぱいになっていました．後で分かったことですが，実はこ
た最初の患者だったのです．
朝の患者搬送の様子

て血清コリンエステラーゼ（ChE）を測

空床だった80床が埋まってしまい，9時20分ごろ，院

人々に緊急検査を行うための部屋があ

内の礼拝堂に中等症の患者を収容することにしました

りません．検査技師が「私たちが患者のところに行って

結局，当日来院した640人のうち528人の軽症患者は，

（図4）．看護師のアイデアで中央の通

採血します」と申し出てくれ，大勢の患者がいた2階や3

半日の経過観察で帰宅してもらうことができました．中等

路に向けて椅子を全部並べ直したおか

階の待合所に臨時の採血スペースをつくってくれました

症患者と帰宅手段のない軽症患者を合わせた107人が入

げで，左右を見ながら往復すると患者

（図5）．

院，重症患者4人は集中治療室（ICU）に入室となりまし

正午には，病院幹部と診療スタッフで1回目のカンファ

でも，たちまち礼拝堂の外の廊下にスト

レンスを行い，治療方針，帰宅可能な患者の判定方法な

レッチャーが並ぶ状態になりました．

どについて検討しています．14時過ぎ，軽症の患者に対し

重明先生が「通常診療を全て中止する．

らいました．

著明な縮瞳，結膜充血，眼痛，
眼前暗黒感
この事件で，いわゆる化学兵器として用いられた「サ

予定手術も全身麻酔を導入した症例以

その時点で病院に残っていた患者1人1人に住所，家族

外は全て中止する」と決断．手術リカバ

の連絡先を聞き，ようやく院内に残っている入院患者の

リー室にも患者の収容を開始し，麻酔

名簿が完成したのが22時ごろです．このときNHKに情報

サリンは神経ガスの一種で，もともとは無色・無臭で揮

科医師が対応してくれることになりまし

を提供しています．また，模造紙に患者の名前とどこの

発性です．有機リン系化合物であり，ChE活性を阻害し

た．このころには，現場の築地駅に医師

病棟にいるかを書き出して総合案内の壁に貼り出しまし

ます．気化した状態では呼吸器と眼球結膜から吸収され

8人，看護師2人を派遣しています．

た．当時は携帯電話が普及しておらず，家族はこの貼り紙

ます．

9時4 0 分ごろ，東京消防庁から「原
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て医師の再診察を開始し，許可が出た方から帰宅しても

た．また，1人は救急外来で死亡が確認されています．

を見て患者に面会することができました．

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

の顔色が分かるようになりました．それ

9時30分，当時の院長であった日野原

5

定することにしましたが，600人以上の
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待合所を臨時の採血スペースに

講演を
終えて

講演を
終えて

の3人が地下鉄サリン事件の被害者のうち，当院に来られ

患者の重症度や経過を診る手段とし
講演 ４

講演 ４

思わなかったのです．重症の外傷患者のことで頭がいっ

講演 ３

講演 ３

そのため8時50分ごろ，院内全館放送で「非常招集」

臨時の採血スペース

講演 ２
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それから9分後の8時25分ごろ，受付の職員から「3人

図5
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その直後の8時43分ごろ，現場を通りかかった自家用

朝の礼拝堂の様子

語句解説

語句解説

「地下鉄の茅場町駅で爆発火災が発生した模様」とい

図4

リン」について触れておきます．

サリン中毒の症状としては，軽症では著明な縮瞳，結
2021 No.108
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図8

～ 地下鉄サリン事件 ～

場所別に見た二次災害の頻度
問題点 3 「二次災害」

院内での二次災害発生頻度
（場所別）
（％）
50
45.8

膜充血，眼痛，頭痛，嘔気，鼻汁，唾液分泌過多，胸部苦

薬物治療としては，有機リン系化合物の解毒薬である

悶，倦怠感，中等症では喘鳴（気管支攣縮），筋線維束

プラリドキシムヨウ化メチル「PAM（パム）」を投与するこ

性攣縮，重症では痙攣，意識障害，呼吸停止，心停止を

とで比較的早く回復するといわれています．まず1,000mg

デマにも悩まされました．
「聖路加には解毒剤がある

起こすといわれています．眼の所見では，眼科の医師でも

（2アンプル）を点滴静注し，その後500mg/時で持続投

から行った方がいい」といった口コミが流布したり，
「硫

診たことがないというほど縮瞳が著明で結膜充血を認

与します．投与終了の指標としては筋力の回復，筋線維

酸アトロピンを投与して健康被害が及んだ場合は訴訟も

め，眼痛，眼前暗黒感を訴えていました（図6）．

束性攣縮の消失，血清ChEの回復が挙げられます．

辞さない」といったFAXが届いたりしました．
「犯人が聖

搬入前に除染することが大切です．具体的には，①皮膚

対しては硫酸アトロピン2mgの筋注，②全身性痙攣に対

2つ目の問題点は，原因物質の特定と治療法に関する

は石鹸と大量の温水で洗浄，②衣類は脱がせて密封処

してはジアゼパム，③著明な縮瞳に対しては散瞳剤の点

「分析」です．最初，原因物質はアセトニトリルという情

理，③眼は生理食塩液で洗浄するといった処置を行いま

眼などを行います．

報がもたらされましたが，これは当時，
サリンが化学兵器

32.4

30
20

17.7

16.7

病棟

救急外来

10
0

礼拝堂

路加に潜伏している」という噂もありました．

ICU手術室

外来

最後にこの事 件から得られた教 訓を3 つご 紹 介し
ます．

す．呼吸循環の管理としては，呼吸停止例であれば人工

当院を受診した重症患者5人の予後についてお話しし

として用いられる可能性は想定されていなかったためで

1つ目の教訓は「先入観は持つな」ということです．最

呼吸など換気の維持，必要に応じて蘇生術を行うことが

ます．心肺停止で搬送された3人のうち，1人は蘇生かなわ

す．
サリン中毒の治療法の情報は自衛隊中央病院から派

初の情報は「爆発火災」であり，119番通報では「通勤途

推奨されます．

ず救急外来で死亡を確認，1人は28日後に死亡，1人は回

遣されていた青木晃先生，信州大学の柳澤先生にいただ

中の会社員が気分不快」というものもありました．本当の

復して帰宅しています．呼吸停止で搬送された2人は回復

きました．

最初の患者は，歩いて来院し「目が痛い」と訴えた3人で

サリン中毒時の眼の所見

復した患者のデータです．通常，心肺停止になると瞳孔

定とともに有識者，経験者からの情報提供が重要です．

が散大するのですが，この患者は心肺停止にもかかわら

また，日本中毒情報センターがありますので，これを活用

ず著明な縮瞳が見られました．また，意識がない状態で

することも大切です．

痙攣を起こしていましたが，PAMを投与すると症状の回
復が見られました．

mmHg
Pulse
/min

2

3
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とです．動ける患者は常に移動しますし，さまざまな医療

フの45.8%に縮瞳や頭痛といった二次災害が発生しまし

従事者が治療に関与します．身元調査を行い，患者情報

この事件の対応において，当院が感じた最大の問題点

た（図8）．一方，救急外来のスタッフの二次災害は16.7%

を集約する必要があります．その際，
「災害時診療録」も

は「情報」についてです．事件による被害の詳細や傷病者

でした．礼拝堂で二次災害が多かった理由としては，出

重要です．

数，症状と重症度などが知りたかったところですが，発生

入口が1カ所で窓もなく換気が悪かったことが考えられ

当初はこうした情報が全くもたらされませんでした．現在

ます．

はまずテレビをつけることにしています．都内で発生した

現在は二次災害を防ぐため，まだ各都道府県に1～2カ

事件であればテロップが流れます．他にも，広域災害救急

所ではありますが，病院への除染設備の配備が進みつつ

医療情報システム（EMIS）が機能しています．
これは災害

あります．また，警察，消防など初動部隊の配備も進みつ

時の医療情報をインターネット上で共有するシステムであ

つあり，連携のための訓練も行われています．

自治体が連携し対応することが重要だと感じています．

段を確保する必要がありました．
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さて，もし明日の朝，26年前と同じような事件が起こっ
たら被害者を守れるでしょうか．二次災害を防ぐこと
ができるでしょうか．1人でも多くの患者を救えるでしょ
うか．
私たち医療従事者は，常に考えておかなければならな
いと思っています．

り，正確な情報に基づき，医療機関，消防，警察，自衛隊，

から，情報を1カ所に集約するとともに院内の情報伝達手
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うした状態で対応しましたので，礼拝堂で働いたスタッ

情報が入ってから現場に伝わるまでに時差が生じたこと
SIMV

なんとかなると思っています．
3つ目の教訓は，
「患者の身元の把握が重要」というこ

う状態でしたが，内線電話はパンクしていました．院内に
Alert

脱ぐだけでもかなり違います．知恵を絞れば，ある程度は

をビニール袋に入れて密封し，医療スタッフ自身の防護
もサージカルマスクとゴム手袋を装用した程度でした．こ

PHSがなく，ポケットベルが鳴って内線電話にかけるとい

Deep coma

時点では，全く除染されていませんでした．被害者の上着

化学兵器によるテロに
備えるために

院内の情報伝達についても苦労しました．当時はまだ

Cons.level
Resp.mode

10

ます．除染装置がなくても最低限の除染はできます．服を
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hours

す．初動者の身の安全があってこそ災害医療は成り立ち

講演を
終えて

講演を
終えて

心肺停止搬送された患者（21歳女性）の転帰

2つ目の教訓は「自分の身は自分で守れ」ということで
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図7

ができませんでした．
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著明な縮瞳，結膜充血を認め，眼痛，眼前暗黒感を
訴える

したが，その時点ではこの事件の被害者だと気付くこと
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化学兵器によるテロの場合，現場での迅速な分析・同
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して帰宅しています．図7は前述の心肺停止で搬送され回

語句解説

語句解説

その他の補助的治療としては，①ムスカリン様症状に

図6

7

ました．

事前にサリン中毒であることが推察されれば，病院

38.7

40

たところ，口頭で伝えるよりも正確な情報伝達に役立ち

また，PAMを使ったことのない先生がほとんどでした
ので，投与方法をワープロで打って何枚もコピーして配っ

略歴
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