［ 講演を終えて ］
ライフラインパニックを
講演 2 想定内にする

～ BCPを実現可能な計画にするために～

質問

事業継続計画（BCP）と「災害対応マニュア

ル」の策定には，どのような方々が関わっているので

き むら

木村
いしまつ

さとし

聡

しんいち

石松 伸一

昭和大学横浜市北部病院
内科系診療部門 臨床病理診断科 教授

～地下鉄サリン事件 ～

聖路加国際病院 院長

化学兵器によるテロの発生時に原因物質を早

小倉

ます．

当院の場合，私を含め数人のメンバーで原案をつ

くり，幹部の承認を得るというプロセスで進めました．し

一方，ワクチン接種が進むとともに少しずつ社会活動

かし，これはまれなケースで，病院幹部主導でプロジェク

が活発になりますので，インフルエンザとCOVID-19の

トチームをつくり，そこで検討し実装していくという形が

混合感染についても，心配しています．幸い昨年の冬に

一般的だと思います．

混合感染は流行しませんでしたが，今年の冬はどうか．
今年の冬にも起こらなければさらに免疫が低下しますの

質問

BCPの意義について院内で意思統一し，実践

していくためのコツのようなものはありますか．

ているでしょうか．

透しているとは言い難いのが正直なところです．具体的

していくべきだとお考えでしょうか．

石松

な事例を挙げながら，粘り強く話し続けるしかないと思い

和田

ます．

フェやファミリーレストランのような中リスク，居酒屋のよ

当院の病院幹部の間でもBCPの意義が十分に浸

亀田総合病院 総務課

装置を備えていますので，既知の物質であれば比較的早

災害対策調整室

期に分析できると思います．しかし，
ウイルスのような生物

和田

耕治

国際医療福祉大学

兵器の場合，早期にはそれがテロだと察知することも難

質問

しいのではないかと思います．

いるのでしょうか．

鈴木 忠樹

国立感染症研究所
病染病理部 部長

うな高リスクといったように分類し，感染リスクの低いと

小倉
質問

医療機関として，どのくらいの規模のテロを想

訓練はどのくらいの頻度や規模で実施されて

ころから制限を緩和していくことも検討する必要がある
のではないかと考えています．

災害対策本部の訓練として，消防法に定められた

火災訓練を年2回，それ以外にも年1回行っています．参

石松

地下鉄サリン事件のころは災害派遣医療チーム

校の職員や関係者です．災害時には学校の体育館が避

（DMAT）もありませんし，地域の医療機関が規模に応

難所となり，教職員が初動体制を担う場合が多いため，

じて役割分担して対応するという発想もありませんでし

最近では校長・教頭，市の教育委員会とも連携して取り

た．しかし，現在では消防や警察，自衛隊が介入すること

組んでいます．

新型コロナワクチン
講演 4 ～
最新の情報～
質問

今後，未就学児のSARS-CoV-2ワクチン接種

により分散搬送や集中搬送が可能となっています．例え

は可能になるのでしょうか．

ば重症患者は高次の救急救命センターに，軽症，中等症

鈴木

従って，それぞれの病院の規模・機能に応じた活動をし
ていただければよいと思います．

質問

～新
 型コロナウイルス対策
これまでとこれから～

今後の新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

ファイザー製のメッセンジャーRNA（mRNA）ワ

クチンについては，対象年齢を引き下げる臨床試験を順

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

れています．したがって，行政や関係機関からの指示に

講演 3

感染症対策

最新
トピックス

最新
トピックス

加者は当院の職員の他，保健所，市町村，介護施設，学

講演を
終えて

講演を
終えて

定しておくべきでしょうか．

者が集中して地域医療が崩壊することのないよう配慮さ
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客の在店時間によって牛丼店のような低リスク，カ

講演 ４

講演 ４

小倉 健一

化学物質については自衛隊や警察，消防が分析

講演 ３

講演 ３

聖路加国際病院 院長

講演 ２

講演 ２

小倉

の患者は市中病院にそれぞれ搬送し，1カ所の病院に患

29

質問 今後，飲食店の営業時間制限はどのように緩和

期に特定するため，現在ではどのような体制が取られ

伸一

医学部公衆衛生学 教授

で，来年の冬に持ち越されることを懸念しています．
講演 １

講演 １

質問

［ 演者］

石松

患者集団発生時の
講演 1 医療救護対策

歳の人々の5～7割に接種していただくことを期待してい

語句解説

語句解説

［ 座長 ］

しょうか．

次行っていて，現在は12歳以上にまで引き下げられてい
ますが，未就学児まで引き下げるのは副反応との関連か
ら難しいのではないかと考えています．
高齢者や基礎疾患を持つ成人の場合，現在のような

ワクチン接種の見通しはいかがでしょうか．

感染流行が続く状況では，
ワクチン接種によるベネフィッ

和田

高齢者への接種はめどが立ちつつありますが，今

トがリスクを明らかに上回っています．しかし，重症化が

後18～64歳の人々にどこまで接種が進むのかを憂慮して

極めてまれな未就学児で成人と同様のベネフィットが得

います．といいますのも，昨年の冬（2020/21シーズン）も

られるのかどうかについては，全く分かっていません．も

そうでしたが，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

し，そのような可能性を考えるのであれば，感染流行の

は冬場に流行が拡大しますので，11月末までに18～64

状況を踏まえつつ，臨床試験のデータなどを見ながら慎
2021 No.108
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［ 講演を終えて ］

時は本当に人手が足りなくて，帰国された人々が滞在す

総合討論
災害の記録と記憶を後世に伝える

るホテルで検体採取などの手伝いをしました．災害時に
は，このように本来の業務以外の仕事を求められる場合
もあると思います．先ほどの小倉先生のご講演で，被災
時に院内の情報を整理してホワイトボードに掲出されて
いた様子を拝見し，大変感銘を受けました．

和田 今回は「複合災害に備える」というテーマですが，

災害時，私のように手伝いに入る人間が現場で情報を

災害を経験した当事者であれば災害のことを覚えてい

シェアしながら意思を統一して臨むためには，
リーダーの

ます．当院に「災害対策調整室」が発足した当初，実務

今後，免疫獲得が確立する抗体価の情報が開

て，備えることの重要性を理解していると思います．しか

資質も重要だと思いますが，そのようなリーダーをどう育

担当者は私1人でしたが，少しずつ同じ方向を向く職員を

示されるまで，どのくらいの時間を要するでしょうか．

し，当事者でなければ重要性が伝わらなかったり，忘れ

成していけばよいでしょうか．

増やしていきました．実際に1つずつ検証結果を示し，信

鈴木

頼関係を築いていくことで，ブレイクスルーできるのでは

重に議論していく必要があると思います．
質問

小倉

やはり理解者を増やしていくことが重要だと思い

てしまったりして，意識が弱くなってしまうと考えます．

石松

COVID-19の対策でも「繁華街の夜間人口を抑えてくだ

られる条件は，災害時に「この人の言うことは信じられ

ないでしょうか．

による統一した値も示されていません．

さい」とお願いしても，新規感染者数が減少してくると，

る」と職員が思うような存在であることだと思います．地

石松

すぐに人流が増加してしまい，対策の難しさを感じてい

下鉄サリン事件のときは，当時の院長であった日野原重

法を考えることも必要だと思います．例えば，化学災害に

ます．

明先生が「通常診療を全て中止する．予定手術も全身麻

対応するには温水シャワーの付いた除染テントが必要だ

酔を導入した症例以外は全て中止する」と決断されまし

といわれています．
「当院では買えないから対応できな

2020年12月に世界保健機関（WHO）が主導して基準
系ならこの値という目安が示されていくかもしれません．

当事者でない人に災害の記録や記憶を伝えて危機感

病院内の災害対策としては，費用がかからない方

を共有するための方策はありますか．

た．職員も，
「日野原先生の言葉に従おう」と，院内の意

い」と諦めるのではなく，近くにある小学校のプールの

る」といえたとしても，
「この値だから100%大丈夫」とは

石松

思統一が図られました．

シャワーを使わせてもらう，ガソリンスタンドの洗車機の

いえないだろうと思います．

に2回，新入職員に対して地下鉄サリン事件の教訓につい

小倉

中をくぐらせてもらうなど，工夫をすることも大切です．

当院でも同じことについて悩んでいます．私は年

当院にも強いリーダーシップを持つ院長がおり，

いますが，国内でも3回接種となる可能性はあるので

まれていませんでした」という新入職員がほとんどです．

から示すことが必要です．そのためには，情報を統制して

しょうか．

アーカイブを残し，折々に振り返って反省点，教訓を繰

全職員で共有する必要があります．災害時には多職種の

鈴木

どの程度の抗体価があれば感染防御できるかが

り返し伝えていく必要があると考えています．特に東京

人々が関わりますので，現場が混乱しないようメッセージ

石松

明らかになれば，3回目の追加接種が必要かどうかも分

2020オリンピック・パラリンピック競技大会のように，テロ

ボードを毎日更新して伝えることが大切だと思います．

鉄サリン事件の話をするとき，
「私だけ違う話をしている

かってくると思います．

発生が危惧される大規模イベントの開催前には，その必

しかし，現時点では1回目の接種すら終えていない人が

要性が大きいと思います．

平時から対策を考える

複合災害という視点から
対策を考える
医療安全をテーマとする講演会や座談会で地下

な」と思うことがよくありました．しかし，和田先生から「3
密プラスα」のお話を伺い，これは当院が礼拝堂という密

小倉

ていただくことが重要だと考えています．

などを行っているのですが，最近は東日本大震災を経験

和田

これまで日本はワクチン開発についての投資や人

議な縁を感じています．どんな災害であっても，密を避け

していない子どもたちが増えています．当時の動画など

材育成が足りなかったように思うのですが，いかがでしょ

るのが重要であることを頭の隅に置いておくことが大切

がたくさん残っていますので，それを見てもらってリアル

うか．

だと思います．

免疫疾患が誘導される恐れはあるのでしょうか．

な意識付けを繰り返しています．同様に，院内でも被災

鈴木

そうですね．ワクチン開発においてもやはり備え

従来，災害対策は台風，地震，テロ，パンデミックと

鈴木

今のところそのような報告はありません．しかし，

経験がない職員が増えていますので，手段を変えて何度

が重要で，平時から研究開発ができていなければならな

いったように個別に考えられてきました．今回，
「複合災

感染症や他のワクチン接種後に自己免疫疾患が誘導さ

も同じメッセージを伝えていくことが重要だと考えてい

いと思います．SARS-CoV-2で実用化されたmRNAワク

害に備える」という観点からお話を伺うと，いろいろな共

れた事例はありますので，注意して見ていく必要はあるか

ます．

チンについても，既にジカ熱などを対象として臨床試験

通点が見えてきました．私たち医療従事者は，どんな災

を行う段階に達していた背景があったからこそ，今回の

害であれ真っ先に対応しなくてはいけない立場にありま

迅速な実用化に結び付きました．

す．場合によっては被害者になることもあります．

質問

長い目で見た場合，mRNAワクチンにより自己

災害時に求められるリーダーシップ

しかし，備えというものは一見無駄のように思われがち

鈴木 和田先生がダイヤモンド・プリンセス号で対応され

です．反対されることもあると思いますが，先生方はどの

ていたころ，私は武漢からのチャーター便で帰国された

ように周囲を説得しているのでしょうか．

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

と思います．

閉空間で二次災害を起こした経験にもつながるなと不思

最新
トピックス

最新
トピックス

たくさんいます．まずは，より多くの人に2回の接種を受け

当院では，地域の小学校などで防災訓練や講義

講演を
終えて

講演を
終えて

ます．やはりリーダーが統一した見解の下に方針を日ごろ

講演 ４

講演 ４

BCPは彼が率いたことで策定が進んだという経緯があり

にとどめている職員が多かったのですが，最近では「生

講演 ３

講演 ３

て話をしています．以前は「そのとき学生でした」と記憶
質問 海外では3回目の追加接種について議論されて

講演 ２

講演 ２

ただし，
「この値であれば相対的な発症リスクが低下す

講演 １

講演 １

案が示されましたので，今後，それに合わせてこの測定

なかなか難しいとは思いますが，
リーダーに求め

語句解説

語句解説

まさに世界中で議論されているところです．現在

はさまざまな検査法で抗体価が測定されており，測定系

本日の講演を参考に，災害により良く対応するための
準備を整え，実践していただければ幸いです．

人々の検査に携わっていました．通常であれば，私のよう
なラボにいる人間が現場に出ることはないのですが，当
31
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