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東日本大震災・会員被災状況調査報告 

  ―青森・岩手・宮城・福島― 
  

臨床検査復興支援会議は、本格的な支

援活動に備え、会員の被災状況を調査し

てきましたが、更に、その状況を的確に

把握するため、才藤純一会長代行副会長

を団長とする調査団を派遣しました。 

被災県技師会への聞き取りを中心に調

査をし、その後の理事会において見舞金

拠出を決定しました。 

会員(含家族)安否、住居の被災状況はホ

ームページ「大震災関連」に掲載してお

ります。ここでは、被災地を訪問した調

査団が書き留めたレポートをもとに以下

に報告致します。     

 

5月 8日(日) 
会員施設被害状況並びに会員被害状況

調査を目的とし、一人でも多く、一ヵ所

でも多くの会員、施設を訪問し被災の実

態を掴むべく、土居修理事(情報担当)と供

に羽田空港を青森三沢空港へ向け出発し

た。機内は満席で外国人家族も多くみら

れ、その一人に話を聞くと、三沢の米軍

ベースに勤務しており、「今回の地震には

基地内の仲間はかなりショックを受け、

国外駐屯地への配置転換を希望する者も

多い。しかし、自分は日本が好きなので

三沢での勤務を望んでいる。米軍の支援

である“オペレーション・トモダチ”に

も参加した」との話を聞くことができた。 

三沢到着後、車をレンタルしその日は

八戸へ移動であったが、核燃料再処理施

設が三沢市に近い六ヶ所村(ろっかしょむ

ら)にあることから今回の原発事故の関連

施設でもあり原発の構造を知ることも重

要と考え原発を詳細に知ることができる

同村のビジターセンターに向かった。 

六ヶ所村は、下北半島太平洋岸に位置

する静かな村である。道路が整然と整備

され豊饒な田園風景があった。 

しかしここは 原子燃料サイクル(プル

サーマル)施設などの原子力施設の他、国

家石油備蓄基地や、やませを利用した風

力発電基地等、エネルギー関連施設が集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中している。ITER(国際熱核融合実験炉) 

の建設など関連施設建設の準備が進めら

れているところである。 

「躍進・発展のまち」「安心・安全」を謳

ってある村内に林立するプロパカンダ看

板が福島の現状と対比され皮肉に映った。

村の経済、就労場所としてはこの関連施

設は欠かせないものであり、村が要望す

るものは何でも叶えるという国の原子力

政策への対応の一端が伺える感があった。 

昼食で立ち寄った食堂のお母さんに地

震、津波の模様を聞くと、「3 月 11 日の地

震は揺れに揺れた。津波はこの辺りはリ

アス式海岸ではないため直接の被害はな

かったが 3 日間停電になったよ」とのこ

と。原子力施設との共存について尋ねる

と、口が重いのが印象的であった。 

福島の想定外の原発の事故に直面しな

がら、この地や原発による電力発電の難

しさ考えさせられた 1 日であった。 

5月 9日(月) 
青森県臨床検査技師会の山崎正夫会長

に面会し同県の現状を聞く。会長の勤務

施設である八戸市民病院に赴く。 

この病院は地域支援病院として地域完

結型 538 床の病院である。同院、松本明

技師長にも話を聞かせて頂いた。 

  
八戸市民病院にて･･･ 

青森県会員被害は 1 名が介護のため帰

省中(宮城県 東松島市)、津波の被害を受

け死亡が確認されている。 

青森県内では会員が所属する施設にお

いては大きな被害は報告されていないが、

会員自宅の冠水があったとのことであっ

た。 

市内は地震の揺れが大きかったため 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日間の停電になったが、自施設は自家発

電で運用できたため問題がなかった。 

燃料も病院の備蓄と三沢米軍基地の供

給で問題なく自家発電が稼働し診察が出

来た。避難所からは検査技師の緊急支援

要請はないが、避難所の医師から足部静

脈エコーが撮れないかの相談があった。 

山崎会長からは、青森の被災は尐ない

ので日臨技共済制度を含め他の東北地区

へ支援して頂きたいとの要望が出された。 

続いて八戸で海岸に近く立地している

青森労災病院を訪問する。 

  
青森労災病院にて･･･ 

澤田石登技師長と面会。この病院も自

家発電で、備蓄燃料もあり運営でき診療

には大きな問題がなかった。 

地震から 1 週間は三沢からの患者搬送

が多かったが、停電の影響もあり検査へ

のオーダーは尐なく、給食配繕等にも回

っていたとのこと。澤田石技師長も山崎

会長と同じく「青森の被害は尐ないと思

うので他県への援助をよろしくお願いし

ます」と謙虚に語られ、東北人の人情に

触れた気がした。 

その後、久慈市に向かう。道路は復旧

していて八戸・三沢地区湾岸沿いを走っ

たが 5 ㍍の津波がきて湾岸関係施設や警

察所、石油施設が被害にあい建物はコン

クリートの骨組みだけになっていた。 

海岸線はリアス式海岸で、松林は消え、

周囲の瓦礫を見ながら、岩手県久慈市に

着く。久慈市の街は瓦礫が至る所にあり、

湾岸の市場は壊滅状態となっていた。 

しかし、復旧が早く生活必需品のマー

ケットやファミレス、コンビニなどは営

業していた。その街から高台に位置する

岩手県立久慈病院に行く。 
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この病院は陸中海岸国立公園の北端、

久慈市北東部に位置し、救命救急センタ

ーを併設する人口 7 万人の久慈医療圏唯

一の中核的総合病院である。 

佐々木達也技師長に面会し話を聞いた。

当時、病院は高台にあるため職員、建物

の被災はなく 2 日間停電したが自家発電

で診療は問題なかったが、職員の中にご

家族が亡くなられた方もいると語られご

心痛を察した。 

共済制度の充実と会員の学会参加の支

援をお願いしたいとの事であった。 

5 月 10日(火) 
9 日の夕刻、伊藤茂雄 岩手県臨床検査

技師会長(日臨技東北地区理事)、田上稔日

臨技理事(共済担当)と合流し、釜石市に入

る。 

釜石市には三陸地区会長で医療法人せ

いてつ記念病院の紺野利一郎技師長と面

談した。 

せいてつ記念病院は高台に位置し震災

時には機能をしていたので、地域の拠点

病院として避難者や怪我人が多く運び込

まれた。 

停電時は3～4日の自家発電で診療を継

続することが出来た。しかし、入院棟が

傾き内陸部病院へ入院患者のヘリでの搬

送の手伝いを行った。 

当時、検査は尐なかった。この被災の

特徴は母屋が地震で潰された例は尐なく、

怪我、クラッシュ症候群等の患者はなく、

津波による溺死状態か、当日は雪が降っ

ていたので寒く低体温症で亡くなった患

者が多かった－と、震災当日から数日間

を噛みしめるようにお話頂いた。 

また、紺野技師長は「地域の会員で病

院・自宅・親戚の家屋などが流され避難

所生活をしている会員がいるので、一時

金の支給等の支援をお願いしたい」 

また、「検査専門図書が流された病院も

あるので日臨技発刊図書の供与をお願い

したい」との要望を語られた。 

検査技師の緊急派遣の質問に関しては、

「今回、自分の被災の経験から亡くなっ

たか、死亡しているかのケースが多く、

緊急検査が必要な状態はなく、このため

の緊急対応のための人材派遣が有効な支

援手段とは思っていない」とのことであ

った。これからが避難所などで糖尿病な

ど慢性疾患患者が必要と思われる。下肢

静脈エコーや検診検査活動が必要となる

のではないか、自己完結型の検査器材、

試薬を積んだ検診検査バスなどがあれば、

その対応が可能であり日臨技でも検討し

ていいのではないか。」と話された。 

 釜石市の街に入ると海から離れた地域

でも強い潮の匂いがした、津波によって

街は壊滅状態で鉄筋の骨組みだけの建物

や破壊された家並み、また瓦礫の山があ

った。病院が被災を受けた「釜石のぞみ

病院」に紺野技師長に同行していただい

た。ここでは佐々木有悦技師長にお話を

伺う事ができた。施設は港から約 1 ㌔の

ところにあり。地震による津波で 2 階ま

で浸水。自家発電機やボイラーが冠水で

使えず停電や断水などで十分な医療が提

供できない状況になった。 

そこに避難民が押し寄せ救難のため、

院内はパニック状態に陥り、震災後、療

養病棟に入院中の高齢者数人が肺炎や衰

弱で亡くなる事態も起こった。 

また、震災時には病院の屋上から、車、

人が目の前を流されていくのをどうする

ことも出来なかった思いや、入院中の高

齢患者に対し満足な治療が行えない状態

になり患者が搬送先の病院で死亡された

事例など、医療従事者として精神的なス

トレスを感じている－と、沈痛な面持ち

で佐々木技師長は話された。 

 
釜石のぞみ病院にて･･･ 

現在、8 病棟、9 病棟を避難所として開

放されているが、外来診療は通常業務に

近い状態で開始されており検査室業務も

震災前に近い状態に回復していた。 

要望としては「被災会員の共済援助、

就労支援などの援助をお願いしたい」、ま

た、技師の緊急派遣については「今回は

搬送されてくる津波被災者は生か死かの

状態であったため検査はほとんど無かっ

た。来ていただいたとしても臨床検査の

仕事としてはほとんど無かったでしょう。

当時、技師は食事の配膳などを手伝って

いました」と話された。 

釜石市のはまと神経内科クリニックに

勤めていた小林千亜喜技師にも会って話

を聞くことが出来た。 

彼女は震災時MRI検査中で冷静に患者

を機器から外に出し、その病院にいた数

人の患者を誘導して職員と白衣のまま施

設から高台の避難所まで退避したところ

に津波が襲い、病院、自宅も流出した。 

小林技師は「普段から退避の訓練をし

ていたので助かっただと思う。そのまま

避難所にいたので看護師と間違われて大

変でした」と･･･ 

自分の家族は無事であったが近所に住

んでいる義弟の家族が犠牲になった事や

行方不明の義母の遺体が見つかり DNA

鑑定を行っているとの事など我々は声も

なく現実の不条理を見せつけられた。 

彼女の夫は漁業関係者で職場の建物、

網、船も流出したため、収入源が断たれ

将来の生活が不安だ。病院は再建予定で

すが見通しがなく現在休職扱いである事、

子供の教育が一段落したら別の地域でも

仕事を続けたい事など、就労支援の重要

さを再認識させられる話であった。 

 釜石から大船渡市に入る。陸前高田市

と共に陸前海岸北部の中核を成す陸中海

岸国立公園の中央部に位置するこの市は

典型的なリアス式海岸を持ち、沖合いに

は、「世界三大漁場」の一つである北西太

平洋海域が広がっている。この美しい風

光明媚な地域も、全てが壊滅状態で呆然

と立ち尽くすのがやっとの思いであった。 

県立大船渡病院を訪ねた。人口約 8 万

人を擁する気仙医療圏の中核病院として、

489 床を持つ救命救急センターを併設す

る病院である。高台にあるために実質的

な被害はなく、また自家発電のため診療

には影響はなかったと岩崎高俊技師長は

淡々として話された。技師長の家も津波

によって流出されていた。 

当時はDMATが入り緊急応援に派遣さ

れ臨床検査の要望があり対応したとのこ

とであった。 

また、検査部内で緊急派遣された技師

から「このような災害に対して他の医療

関係職種はいち早く対応しているところ

もあり、検査技師の団体としての派遣で

きる態勢が組めたら良いのではないか」

との意見をお聞きした。 

陸前高田市は沿岸部と広域に接してお

り、また、この平野部に震災によりコン

クリートの骨組みをむき出しに壊滅した

県立高田病院がある。 

この地域の瓦礫の山を見たとき、この

陸前高田市を消滅させた自然の凄まじさ、

悲惨さを思い知らされた。 

県立高田病院は壊滅的な状況であった

が、病院スタッフと各地からの医療支援

団体とで米崎コミュニティーセンターに

血液検査等の医療機器、薬剤などを持ち

込み、ここを中心に数ヵ所の避難所に仮

設診療所を設け診療を行い軽症患者への

対応を行っていた。 

米崎コミュニティーセンター内の仮診

療所を訪れたが、検査技師 3 名の方々が

忙しく検査に取り組んでおられ、医療関

係者が慌ただしく医療に携わっておられ

た。現在は糖尿、高血圧関連の検査のオ

ーダーが増えているようであった。 

   
県立髙田病院･･･ 

 

この日の調査を終え宮城に向かう･･･ 

 

【才藤純一】 

  この項 続く･･･ 
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