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========================================== 
東日本大震災から一年 ～東北地区の対応～
(社)日本臨床衛生検査技師会 北日本支部長 伊藤 茂雄

(総合花巻病院 臨床検査科) 
========================================== 
平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分、東日本大震災が発生し

た。私は日臨技の理事会に出席するために東北新幹線に乗

車していた。緊急停車後に大きな揺れに何度も襲われた。

恐怖だった。

余震の最中、新幹線を降りて雪降る中を避難所へ向かう

時、この地震の大きさを知ったが、津波についてはまった

く知る由もなかった。

ここまでの一年を私の記憶で遡った。ここから現在まで、

逆に記憶のリプレイを開始するが、本紙面は東北地区を中

心にその対応を回顧する。

地震発生から数日は自施設での 24 時間対応と自宅の整

理などで追われていた。

その後に電気が安定供給されてから東北地区の各県技

師会会長にメールで会員の安否と被害状況を確認した。

青森県、岩手県、宮城県、福島県の沿岸部の被害が大き

い事が分かったが、福島県では原発事故が発生して状況は

不明だが一大事である事は判った。

被災した各県は個々に被害状況が異なっていた、それが

判り始めたのは 3 月末であった。

この時期に新潟県技師会の松田会長から被災 4県に義援

金の申し出があった。みんなが感激した。

感謝して有り難く受け、早々に日々の生活に困っている

被災会員に使用して頂く事にした。

この大震災の津波は青森県～関東の茨城、千葉県まで広

範囲だったが、どうしても被害が大きい岩手県、宮城県、

福島県が被災地として取り上げられる。

しかし青森県八戸市の被害も大きかったが、八戸市民や

青森県技師会の山崎会長は「となりの岩手の方がもっと大

変だ」「うちらより、もっと酷いとこがある」と自分達の

救援、支援を他の県に譲った。

結局、新潟県技師会からの義援金も「岩手、宮城、福島

の被害の大きい県で分けて下さい」と青森県技師会は他の

被災県に譲って仕舞った。

私は同じ東北人として、この気持ちは察することが出来

る。ここに東北人の根底にある DNA「みんなと分かち合

う」「自分より他への思いやり」が発現していると思った。

4 月に入り、被災三県の会長会議を開催して、東北地区

技師会として協力して行く事を決定した。

5 月に入り、日臨技の被災地調査団が訪問する事になり、

スタートが青森県の八戸からと聞いて喜ばしく思ってい

た。5 月 9 日から訪問開始、10 日は岩手県、11 日は宮城

県、12 日は福島県を回った。

強行軍であったが、訪問団の才藤副会長、田上理事、土

居理事の 3 人の豪傑に対して、各県は喜んで会員と共に歓

待していた。被災県に来て頂き、みんな嬉しかったのであ

る。それにしても今顧みると、この時期の訪問は正に絶妙

なタイミングだったと思っている。

この訪問の報告や新潟県技師会への義援金御礼、東北地

区技師会としての今後の事を話し合うべく、5 月 29 日に

臨時東北地区会長会議を開催した。

被災県に対して東北の各県から惜しみない支援が寄せ

られ、今後の活動に勢いが付いて来た。こうして東北地区

の技師会が被災県に対しての活動の意思統一が為されて

いた頃、全国の会員から義援金が集まり、日臨技のチャリ

ティー図書販売などと合わせて日臨技から復興支援金を

頂いた。被災した会員のために東北地区技師会が協議、検

討して有効に利用されている。

年が明けて、被災した会員の次年度県技師会費の免除に

も支援金を使用しており、今後も継続されて行きます。

震災後半年が過ぎた 10 月 15 日、私達は山形市での東北

地区医学検査学会開催時に東日本大震災追悼式を日臨技

の高田会長をお招きして挙行した。

2 名の会員を亡くした

当会は、どうしても追悼

しなければ成らなかった。

式ではあの辛い悲しみ

が思い出され、静かな広

い会場にすすり泣く声だ

けが響き渡っていた。

震災後一年を迎えるが、

被災地の復興は瓦礫を見

ても、処分が進まずに山積みされたままである。これが撤

去されなければ復旧さえ進まない。

みんなで分かち合って行きたい、みんなが犠牲となるよ

うな日本人特有の宗教観、倫理観は戻って来ないものか？

犠牲のヒーローはいらないのである。

3.11 東日本大震災から 1年  活動の記録 

追悼式での伊藤会長



Vol.18 No.3                  会報 JAMT ホームページ掲載      平成 24 年 3 月 11 日

況してや福島県の原発事故による災害では言わずもが

なである。最後に、この福島県の原発事故で被災した県民

に対する健康調査が行われている。

昨年 12 月 16 日、野田首相の特別記者会見において、福

島第一原発の冷温停止状態の発表後、この検診について

「事故当時 18 歳以下であった全県民を対象として、医師

や検査技師のチームを編成して 11 月から検診を開始して

いる。」と話している。

政府はこの 30 年間の検診を福島県に委託、これから日

臨技に協力要請があり東北地区技師会、福島県技師会も力

を合わせて行く事になっている。

私達はこの事業を絶えることなく継続して検診して行

かなければならない。長い活動であり、これからの後輩を

育成しながら、夢を持ちながら、継続して行かなければな

らない。活動は始まったばかりである。

宮城県松島の十五夜 

======================================================== 

東日本大震災･･･あれから 1年 

～支援そして復興への道のり～ 
(社)宮城県臨床検査技師会長 長沢 光章

(東北大学病院 診療技術部)
========================================================

 東日本大震災から 1 年が過ぎました。

震災後から現在までの宮城県内における臨床検査室の

現状、支援そして復興について記します。

宮城県臨床検査技師会は、平成 24 年度を「復興元年」

と位置付け、日本臨床衛生検査技師会、同北日本支部、関

連学会・団体や行政とも連携し、特に沿岸部の臨床検査室

の復興への支援、組織・連絡網の強化、今回の教訓のまと

めなどを行っていく所存です。

【被災状況】

3 月 11 日午後 2 時 46 分、宮城県沖を震源(M 9.0)とした

地震発生により東北地方を中心に東日本全域で各種ライ

フラインの寸断、そして大津波の発生により太平洋沿岸部

では壊滅的な被害となりました。

岩手・宮城・福島県を中心とした臨床検査室や試薬・機

器関連の施設では、停電、断水、建物の損壊や機器の落下、

放射能などにより殆どの施設が機能を停止し、沿岸部の施

設では大津波による流出、浸水など甚大な被害になりまし

た。その後、懸命な努力や多くの支援により臨床検査室の

早期な立上げを行いましたが、未だ仮設検査室での検査を

余儀なくされている施設があります。

また、多くの会員が自宅や家財の流出・損壊、本人・家

族の死傷や安否不明、ライフラインの寸断など日常生活に

も大きな影響を及ぼしました。そして、無念にも臨床検査

技師 2 名が津波の犠牲となってしまいました。

【支援活動】

私自身も、震災発生から 10 日間は大学病院の検査室再

建で疾走していましたが、沿岸部での病院検査室が壊滅状

態であるとの情報があり、宮臨技、県医療整備課、関連学

会や各企業と連携協力し、津波で被災した病院を中心に各

種検査機器や試薬供給の支援を行いました。

主な支援活動として、市内の問屋や企業に対し試薬・機

器の確保(3/12)、日本臨床検査医学会より支援機器・試薬

のリスト送付(3/19)、宮臨技会員の安否、検査室調査開始

(3/20)、県医療整備課へ機器・試薬支援の申出(3/21)、日臨

技から被災地の現状と対応の連絡(3/23)、東北大学病院検

査室・外来の再開(3/23)、新潟県技師会より義援金送付

(3/28)、志津川病院診療所の支援開始(3/28)、日本臨床検査

医学会より支援試薬・機器の受取り開始(3/28)、気仙沼市

立本吉病院の支援開始(3/31)、宮臨技より避難所会員へ見

舞金支払い(4/18)、日臨技からの義援金送付(5/14)、日臨技

災害調査団が東北地区４県へ(5/11～)、日臨技復興支援

金・共済金表明(7/13)、そして各都道府県技師会および日

臨技から東北地区臨床検査技師会へ計 22,119,473 円の義

援金(8/24)などがあります。

【臨床検査支援】

災害における支援は、種類、規模、場所、季節、時期(初
期、中期、長期)などにより大きく異なります。

今回の震災のキーポイントは、大津波、放射能、広範囲

(3 県)、ライフラインの遮断などであり、阪神・淡路大震

災や新潟県中越沖地震とは被害状況などが大きく異なっ

ていました。

したがって、震災後の初期対応における医療(臨床検査)
支援として、検査業務支援より検査室再建支援に重点が置

かれました。

その後、慢性疾患患者対応や長引く避難所生活での健診

や感染症対策が支援の中心となりました。すなわち、今回

の震災では多くの死傷者のほとんどが津波による被害で

あり、家屋の倒壊や火災による死傷者(患者)は殆ど無く、

輸血検査や検体検査がパニックとなることはありません

でした。

【現在の状況】

現在、宮城県内で仮設診療所・検査室で行っている 3 病

院、検査室の分散化を余儀なくされている東北大学病院の

現状を下記に記します。

1．気仙沼市立本吉病院

 海岸から離れている病院ですが、近くにある川からの津

波により１階にありました検査室は全て流されてしまい

ました。病棟は現在も閉鎖されたままで、外来のみ行って

おり、仮設の検査室で検査機器等の支援を継続しています。

病院再建の目処は立っていません。

2．公立志津川病院

 病院は壊滅状態のため、震災後からイスラエルの支援で

仮設診療所を立ち上げています。今年 4 月には、2 階建の

新診療所がオープンいたします。しかし、入院設備を有し

た病院の再建は目処が立っていません。

3．石巻市立病院

 病院 1 階が壊滅状態で、検査室は 2 階にあったために検

査機器は無事でしたが、病院の建物や周辺地区が再建不可
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能で、現在も他の場所に移しての診療所となっています。

病院は新たな場所に再建しますが目処が立っていません。

 以上の 3 施設は、公的な病院ではありますが震災前のよ

うな病院への再建にはまだまだ長い道のりです。

4．東北大学病院

地震発生による停電、断水、検査機器の落下などのため、

全ての臨床検査が完全に機能を失いました。検査室には非

常電源が無く、震災の規模から当分の間はライフラインの

復旧が見込めないとわかった時点で、病棟 3 階の血液浄化

療法部の検査室に中央検査室の拠点を移しました。

しかし、検査はあくまでも緊急対応項目に限定し、検査

結果を各病棟へ配達、日当直者を 4 名に増員など手作業の

検査体制を強いられました。

その後、外来診療を再開するにあたり、現状の検査体制

では十分に対応できないことから、急遽 3 日間という短期

間の間に電源・給排水工事、検査機器移転を行い、外来再

開となった 3月 22日の早朝に検体受付、臨床化学検査室、

血液検査室の中央診療棟 2 階および採血・採尿室、生理機

能検査室の病棟 13 階への仮移転が完了し、現在に至って

います。

 以上、震災により臨床検査業務の場所や状況も大きく異

なってしまいましたが、ISO15189 の取得に向けて培った

品質マネージメントシステムを出来る限り忠実に順守し、

現状に即した各種マニュアルの改訂、マネージメントレビ

ューや内部監査の実施、不適合処理(是正処置)などを積極

的に行っていることにより、臨床検査結果などが保証でき

ているものと確信しています。

今後、分散化している臨床検査室の機能を ISO15189 認

定に恥じないためにも、一日も早い復興を目指し、新たな

検査棟への移転、検査機器の更新などをプラニングし、大

震災の教訓や反省・体験に基づいた全国へも発信できる

「災害対応総合臨床検査システム」(官報公表済)の構築を

目指しています。

【現在の問題点】

1． 継続的な支援：

壊滅的なダメージを受けた病院では、再建への道が見

えてきていません。仮設診療所・検査室としては機能し

ているものの、病棟の再建や検査機器の更新など大きな

問題が山積されています。今後も、自立のための支援を

お願いいたします。

2． 臨床検査技師雇用の確保：

宮城県内の施設における臨床検査技師の雇用の問題が

あります。特に、沿岸部に近く被害が小さかった病院に

おいては、患者数の増加による検査業務の増大が問題と

なり、臨床検査技師の募集を行っておりますが、臨床検

査技師不足から雇用の確保ができない状況です。

【まとめ】

 震災時の初期対応として、自施設では安全の確保(職員、

保存菌株など)、ライフラインの確認・確保、機器・試薬の

確保、急性感染症への対応などがあり、被災地支援につい

ては的確な状況把握を行い、チームや組織での医療への参

画や避難所での衛生管理などがあります。また、中・長期

においては慢性的な感染症への対応、マニュアルの見直し、

組織医療での参画、自立への支援、雇用の確保などがあり

ます。

最後に、東日本大震災に際しご支援・ご協力をいただき

ました多くの方々に心より御礼申し上げます。

この度、宮城県村井知事から宮臨技へ感謝状をいただき

ました。日臨技、各都道府県技師会の数々のご支援のお陰

です。ありがとうございました。

岩手県陸前高田の一本松

======================================================== 

東日本大震災から一年
(社)岩手県臨床衛生検査技師会長 伊藤 茂雄

(総合花巻病院 臨床検査科) 
======================================================== 

 東日本大震災が発生した。

その日は各々が、個々に生きるため、その場に応じて対

処していた。目前の人に対して出来る人が救命活動をして

いたのは当然であるが、沿岸部の津波で被災した地域、病

院施設では検査技師も施設に押し流されて来た人の救命

や遺体の搬送を行っていた。

生か死か。その場では、まだ臨床検査技師としての出番

はなかったが、人として為すべき事を為していた。

内陸部の後方支援の多くの施設でも検査技師が患者搬

送や給食の配膳を手伝っていた。みんなが被災地で被災し

た方々のために役に立ちたい、力にならなければとの思い

で一所懸命であった。

震災後、数日して津波の被災地域を除いて県内には電気

が通じるようになり、ライフラインが正常化して暖房や入

浴が出来るようになった。しかし沿岸部被災地の仲間や知

人が心配である。しかし自分も身動きも取れない状況にあ

るが、被災地へ行かなければと云う思いが深まり、苛立っ

ていた。

そんな時、日臨技の高田会長から「今は検査技師の出番

は少ない、この後必ず出番が来る。今は現地に行っても迷

惑なだけ、よく状況を見ていること。長丁場になるが頑張
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ろう。」と言う電話であった。

恰も現場を見ているかのような指示で、この方針に間違

いないと思った。幸いにも被災した沿岸部の基幹病院は機

能していた。更に自治体や盛岡赤十字、岩手医科大学など

いろいろなルートから救助、支援が始まり、検査技師もス

タッフとして参入していた。

私自身は 4月に入り 1日から沿岸部の会員施設の慰問と

調査を行ったが、現地で見たものは現実のものと到底思え

なかった。この時に新潟県技師会から早々に義援金が届い

た。この対応には皆が驚き、感激した。また同時に救援活

動や物資の支援の申し込みを頂いた。

他の東北各県からも同様に頂いていたが、現状では如何

ともし難い状況なのでお断りしていた。善意を踏みにじる

ような思いもあったが、必ず依頼しなければならない時が

来ると思っていた。

そんな思いもあり 4 月 28 日に被災三県会長会議を開催

して、三県で協力して東北地区の技師会の協力を得て行く

事になった。5 月入ると日臨技の被災地調査団が訪問した。

調査団は岩手に 5 月 10 日に入り、私も同行して釜石から

大船渡、陸前高田を訪問して宮城県へ移った。

少ない時間で多くの会員に面会して、聞き取り、労いの

言葉をかけていた。また被災した施設の検査室では石油ス

トーブを囲み、暖を取りながら会員から凄惨な生々しい現

実を聞き、調査団は辛い悲しみに陥っていた。

また訪問された会員は「わざわざ訪問してくれた」「自

分達の事を心配してくれていた」ことに嬉しさを隠せなか

った。その後、日臨技からは全国の会員からの義援金と共

に復興支援金を頂き、先ず被災地の旅行者血栓症フォロー

アップ検診が 9 月 1 日から数日間実施された。

これまで県や大学病院、盛岡市立病院など個々に活動し

ていたが、岩手県技師会が資金やまとめ役として動き始め

た。検診者数は 570 名、この従事者は県内外からのボラン

ティアで総勢 100 名を超えていた。多くの検査技師は県外

からも参加していた。この検診は一年後の計画もされてい

る。年が明けて日臨技の会費免除と共に被災県の被災者の

県技師会免除を行った。少しでも被災した会員の負担を少

なくしたかった。

最後にこの大震災で私達は多くの事を学びました。私は

その一つに正しい情報を得なければ、大切な判断が出来な

い事を改めて思いました。

陸前高田市の高田松原は約７万本の松林で有名であっ

た。幼い頃から、何度か海水浴に行き、あの松林の陰でお

昼ご飯を食べていた思い出がある。

この大震災の津波でその松林は全滅、たった一本残った

「奇跡の一本松」は樹齢 260 年以上と言われ、高さ 30m、

直径 80cm、今や陸前高田市の象徴となっている。

根こそぎ倒れた松の一部は話題となった京都市の「五山

送り火」で薪として燃やす計画であったが、放射性セシウ

ムが検出されたとして計画中止、その翌月には成田市の成

田山新勝寺で高田松原の松を「おたき上げ」で燃やされた。

このどちらの件も多くの同情、苦情が寄せられた。

判断をする関係者の苦悩はいかばかりかと思われた。こ

の大震災では発生直後から、私達は多かれ少なかれ、いろ

いろな判断を強いられた。

現在も進行している訳であるが･･･検査技師会も同様で

あり、多くの情報を共有出来るようにして難問題に対処し

て行きたいものである。

今後の復興支援計画としては災害対策支援や会員連絡

網の整備、情報の共有を進める事になっております。まだ

まだ復興には長い時間を要します。息切れを起こさないよ

うに走り続けて行きましょう。

福島県豊間海岸 

======================================================== 

東日本大震災 

～原発事故に対する技師会の対応～ 
(社)福島県臨床衛生検査技師会長 大花 昇

(福島県立医科大学病院 臨床検査部) 
======================================================== 

【はじめに】

 昨年の東日本大震災は、青森県から千葉県の沿岸部及び

内陸部まで広範囲に亘り甚大な被害をもたらし、多くの

方々が被災され犠牲になった。

さらに、福島県は、福島第一原子力発電所(以下原発)の
水素爆発、燃料露出、空だき及び火災事故などが発生した

ため多くの福島県民は避難を余儀なくされた。

 以下には、東日本大震災、原発事故に対する(社)福島県

臨床衛生検査技師会(以下福臨技)の対応について報告する。

【経過】

2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、大地震が発生し、まもな

く大津波警報が発令された。

その後、太平洋沿岸部に大津波が到達した。政府は、原

発の「原子力緊急事態宣言」を発表し原発半径 3km 圏内

に避難指示、10km 圏内に屋内退避指示を出した。

これらのことから、多くの医療施設は、直ちに災害対策

本部を設置し緊急事態に対応した。

人的被害、建物被害、設備被害の確認及びライフライン
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の確認を行い、特に、断水、停電、ガス停止、道路被害、

新幹線停止、高速道停止などの被害は、各医療施設の診療

体制、機能の維持、確保に大きく支障をきたし外来・入院

停止、定期手術の休止などが発生した。

一方、医療施設の全壊、一部損壊などから閉鎖、休止し

た施設もあった。

3 月 12 日、原発 1 号機周辺からは、放射性セシウムが

検出され、同日 15 時 36 分、原発 1 号機原子炉建屋で水素

爆発が発生し、避難指示は 20km 圏内に拡大された。

3 月 14 日 11 時頃、原発 3 号機原子炉建屋で水素爆発が

発生し、その後は炉心冷却機能が喪失した。

原発 2 号機では、燃料露出、空だきが判明した。3 月 15
日 6 時 14 分、原発 2 号機から爆発音の報道があり放射性

物質の漏えいが懸念された。

原発 20～30km 圏内には、屋内退避指示が出された。3
月 16 日 5 時 45 分、原発 4 号機では、火災が発生した。

【福臨技の対応】

 福臨技は、固定電話、携帯電話及びメールなどが通じる

ようになった 3月 14日頃から、ようやく会員の安否確認、

医療施設の被災状況の情報収集を開始した。

収集した安否情報、被災情報は、福臨技の理事へ随時報

告した。また、福臨技は「東日本大震災対策本部」を設置

し会員の安否確認、医療施設の被災状況の情報収集を継続

的に行った。

さらに東北臨床検査技師会長及び岩手県、宮城県の被災

県技師会長との情報共有に努め、相互支援体制を確認した。

日本臨床検査医学会 POCT 委員会(東日本大震災対策委員

会)からは、検査試薬、検査機器の支援を受け福臨技会長の

施設を基点に福島県内の支援希望施設の情報を福臨技ネ

ットワークで福島県内 5 支部長を通じて開始した。

主な支援物資は、インフルエンザウイルス診断キット、

自己血糖測定器、生化学検査装置、血液ガス検査装置、凝

固検査装置、尿定性試験紙、ロタウイルス、アデノウイル

ス、ノロウイルス、尿中肺炎球菌抗原検査、尿中レジオネ

ラ検査、トロポニン T などであった。

(社)日本臨床衛生検査技師会(以下日臨技)からは、会員の

被災状況調査の依頼を受け、また日臨技災害対策本部と福

臨技東日本大震災対策本部は、会員の被災状況などについ

て情報交換を開始した。

雇用問題については、医療施設の全壊、一部損壊、津波

流失、原発事故に伴う警戒区域、緊急時避難準備区域(当時)
等の理由から退職、休職、勤務先異動、自宅待機などの会

員が40名であることが判明し極めて深刻な事態であった。

警戒区域の医療施設は、７施設あったがすべて閉鎖した。

緊急時避難準備区域の医療施設は 10 施設あったが、この

内、1 施設は閉鎖、6 施設は入院不可となった。

警戒区域、緊急時避難準備区域内に居住していた会員は

57 名であったが、この内、福島県内へ避難した会員は 13
名、福島県外へ避難した会員は 15 名であった。

福臨技東日本大震災対策本部としては、避難会員の避難

先での雇用、今後の雇用不安に対する相談を開始した。

福島県外へ避難した会員には、避難先の地域における求

人情報を提供し、併せて福臨技ホームページに求人情報を

開設した。

緊急時避難準備区域内の一部医療施設では、原発事故に

伴う理由から外部委託検査の検体集配が停止した事例や

検査機器の修理が遅延した事例が発生したため、福臨技東

日本大震災対策本部から集配の実施と継続、迅速な修理対

応を要請した。

【まとめ】

 今後、福臨技は、東日本大震災、原発事故の教訓から災

害時対応マニュアルを作成し被災状況に応じた支援体制

を構築することが重要である。

また、この度の東日本大震災では、東北臨床検査技師会

長、被災県技師会長及び被災県の基幹病院である大学病院

検査技師長など技師会地域ネットワークとの情報共有や

相互支援体制が支援対応に有効であった。

一方、被災地及び被災医療施設への臨床検査業務支援は、

効率的かつ具体的方法が見出せなかったため今後の課題

である。

福島第一原発から半径20km圏内の立入禁止ゲート（警戒区域：福島県南相馬市）

福島県いわき市小名浜の花火 

=================================================== 

東日本大震災 ～あの日から 1年～ 
(社)茨城県臨床衛生検査技師会長 直井 芳文

(水戸済生会総合病院 臨床検査科) 
=================================================== 

時が経過するのは早いもので「あの日」から一年が過ぎ

ようとしています。

我が国の観測史上最大のマグニチュード「9.0」を記録

し、午後 2 時 46 分に起こった三陸沖から福島県、更に茨

城県と十数分間で三度の大地震が連動し、大きく長い横揺

れに驚く間もなく、それに伴う大津波は、青森県から千葉

県にわたる太平洋沿岸に、2 万人近くの人々を死に追いや

り、甚大な被害を与えました。また、それに伴う福島原発

事故は、多くの人々の日常生活を破壊し、人々を放射能の
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拡散という不安に落とし入れました。

「あの日」の出来事は、記憶の中で生涯決して消える去る

事はないでしょう。そして次々に送られてくる悲劇的な報

道は、甚大な災害を体験しなかった人々にまで、大きな衝

撃を与えられた事と思います。先ずは、茨城県内及び会員

の被災状況をご報告いたします。

＜茨城県の被災状況＞

死者：24 名、 行方不明：1 名、負傷者：多数

全倒壊：3,080 棟、半壊：2,419 棟

一部損壊：174,561 棟、床上浸水：1,721 棟

床下浸水：713 棟

県内避難者のピーク時：77,285 人(3 月 12 日 8 時 避難

所設置数：594 箇所) 
福島県から避難者のピーク時：1,865 人(3 月 21 日 10 時 

避難所：県市町 23 箇所) 
＜会員の被災状況＞

全倒壊：1 名、全半壊：1 名、避難勧告：1 名

※一部損壊：多数(ほとんどの会員で被害有り) 
※※負傷者：1 名(幸いにも軽症) 

【鹿行大橋 手前】   後方は新大橋

行方市と鉾田市を結ぶ北浦に架かる国道354号の

橋、橋脚も北浦に落下。同時に自動車・1 名の命も

落とした！

「日臨技」より共済事業の一環として東日本大震災見舞金

を頂きました。その運用といたしまして、被災会員のお見

舞金(上記対象一部損壊除く)事務所備品などの修繕費用と

し、残金を茨城県への義援金といたしました。

紙面をお借りいたしまして、「茨臨技」の会員を代表い

たしまして役員及び会員の皆様にお礼申し上げます。

「あの日」から 1 年、被災地の臨床検査技師の多くも自

ら被災者でありながら、十分な休暇を取ることも出来ず、

地域医療のため身体的及び心理的負担の蓄積が懸念され

ます。

全国の臨床検査技師が「日臨技」に集結し、被災地の人々

そして仲間(会員)のためにも、メディアなどで垣間見た

人々の姿、想いを捉え、犠牲者の追悼と被災地の力強い再

起を思い、新たに「復興支援」を考えていこうではありま

せんか！

最後に、東北地方の被災者の皆様の「真の心の復興」を

祈念いたします。

宮城県南三陸町白浜のひまわり岬 

======================================================== 

震災から 1年 

～千葉県の震災被害とそこから学んだこと～
(社)千葉県臨床検査技師会長 梅宮 敏文

(千葉大学大学院 医学研究院) 
======================================================== 

本年 2 月 25 日(土)、千葉県船橋市にあります社会保険船

橋中央病院で「千葉県臨床検査技師会平成 23 年度東葛地

区研修会」を開催いたしました。

テーマは「各施設における検査室の災害対策と対応」と

題し、千葉県東葛地区の地域拠点病院ならびに災害拠点病

院から、昨年 3 月 11 日発生した「東日本大震災」におけ

る各施設の被災状況と災害対策について報告がなされた。

千葉県内でも液状化現象による被害が特に大きかった

東葛地区において、このような報告会を開催したことに意

義があり、地震と液状化現象の被害を経験した上での今後

の防災対策と対応が提案された。

現在、東葛地区のライフラインは完全に復旧され、震災

前と変わらぬ生活環境に戻っておりますのでご安心いた

だきたい。

「東日本大震災」から早一年、国民の健康を守る医療機関

の防災対策を改めて見直す時期がきたものと思われます。

今回このような機会をいただき、ここでは千葉県内におけ

る「東日本大地震」による被災状況と、そこから私たちは

何を学んだのかを考えてみたい。

昨年 3 月 11 日、失ったものは、あまりにも大きかった。

約 2 万人の尊い人命と、数十万人のかけがえのない財産と

生活、生産現場や雇用をも奪った「東日本大震災」、犠牲

になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害にあ

われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

また、人災と懸念されております「福島第一原発事故」

で余儀なく避難されていらっしゃる方々のご心労とご苦

労を察しますと、政府の混迷した初動体制と先の見えない

状況に不安と怒りを感じております。

「東日本大震災」では、千葉県も過去に例を見ない大きな

被害をうけました。

太平洋岸の地域を中心に大規模な津波による被害が発

生したほか、東京湾岸の埋立地や河川沿いの低地では、液

状化現象による被害が生じています。

このほか、福島第一原発の事故により農林水産業や商工

業等、千葉県の産業においても深刻な影響が生じています。

地震による千葉県内の震度は、成田市が一番強く震度6弱、

千葉市が震度 5 強、銚子、館山市が震度 5 弱で,本震と余震

を含めて、私が今まで経験したことのない大地震でした。

本年 3 月 1 日の千葉県防災危機管理課からの「東日本大

震災について(第 200 報)」で報じられた千葉県の被災状況

は、人的被害が死者 20 名、行方不明者 2 名、負傷者 251
名となっております。

物的被害では家屋の全壊・半壊・浸水の被害が各地で相
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当数発生しており、特に旭・飯岡地区の津波による被害、

浦安・習志野・船橋・千葉市などの液状化現象による被害

が挙げられます。

液状化現象により地盤沈下が生じた地域では、家屋の倒

壊・ライフライン寸断・道路被害等が生じ、地域住民の生

活環境が一変してしまい、日常生活に深刻な影響が生じま

した。ライフラインの寸断は都市機能や地域住民の生活環

境を維持するには致命的であり、人命を預かる病院機能の

低下にも繋がります。

今回の地震で病院機能を低下させた最も大きな要因は

断水で、給水車による給水だけでは不十分であり、災害時

に対応できる貯水機能の充実が今後の課題と言えます。

災害による被害を大小で比較することは不謹慎なこと

ですが、東北三県の甚大な被害の規模と比較すると、千葉

県での被害が限局的であった為、千葉県の震災における被

害状況については、ニュース等でも報道される機会は少な

かったと感じております。

しかし、浦安市や千葉市幕張付近の街を歩くと、一見す

るとさして影響が無かったかのように見えますが、至る所

で地盤沈下や崩れた箇所などがあり、地震の爪後を今でも

散見することができます。

今回の震災で千葉県臨床検査技師会会員から、現在５件

の住宅損壊の被災届けが提出されております。今回のよう

な大震災で、当会会員ならびにそのご家族に人的被害のな

かったことが一番の救いとなりました。

以上が千葉県における「東日本大震災」での被害状況で

す。震災当初の石油コンビナート火災、帰宅困難者、計画

停電等で皆様にご心配をお掛けいたしましたが、幸いなこ

とに現在千葉県内の生活環境は完全に復旧しており、千葉

県民全員が通常の生活に戻っております。

改めまして、全国の日臨技会員各位のご芳情に感謝申し

上げます。

 最後になりますが、私が「東日本大震災」を経験して学

んだことは、「自分が地震などの自然災害に対してあまり

に無頓着かつ無防備だったこと」を思い知ったのが、まず

一つ学んだこと言えます。

二つ目は、「強い日本人」逆境に負けずたくましく生活

を再建させていく日本人の強さを世界に再認識させたこ

と。

三つ目は、「日本人の優しさ」人の痛みを自ら引き受け

ようとする「絆」や日本人の連帯意識の強さを、今回の震

災を通して改めて学びました。

 追記：千葉県臨床検査技師会では県内における震災ボラ

ンティア活動を考えておりましたが、時期を逃してしまい

千葉県内での公的ボランティアの受け入れはすでに無く、

なにか技師会として手助け出来る事がないかと模索して

おりましたところ、宮城県石巻市北上町よりボランティア

の受け入れ要請がありました。

今年 2 月 10 日～11 日、総勢 57 名、バス 2 台に分乗し

て「千臨技東北応援ボランティアツアー」を決行いたしま

した。北上町の北上川海岸線の中州での「がれきの撤去」

をさせていただきました。

現地は殆どがれきが撤去されていて、家の土台だけが残

っている風景が続き、改めて災害の甚大さに驚かされまし

た。

もうすぐ春です。

「がんばれ！東北」、「がんばれ！日本」

千葉県旭市飯岡町の津波による被害

千葉県浦安市内の液状化現象によるマンホールの抜け上がり

七夕に願を込めて 

=================================================== 

東日本大震災への支援活動報告 
(社)兵庫県臨床検査技師会長 富永 博夫 

=================================================== 

【はじめに】

兵庫県は 17 年前「阪神淡路大震災」を経験し、全国から

多くの支援をいただき復興を遂げてきた。

阪神淡路大震災は都市型災害で、その惨状は惨憺たる状

況であり、何もかもを一瞬で破壊してしまう自然の脅威を

目の当たりにした。

あれから 16 年後 未曾有の大震災が再び東北地方を襲

った。平成 23 年 3 月 11 日(金)午後 2 時 46 分、東北地方

太平洋沖大地震が発生、マグニチュード 9.0 という途轍も

ないエネルギーによって引き起こされた大津波は、全ての

ものを呑みこんでしまった。
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阪神淡路大震災と東日本大震災の違い
（平成 23 年 9 月末）

押し寄せる津波(県立高田病院から) 
茨城から青森までの沿岸の町が一瞬のうちに瓦礫と化

してしまい、その痛ましさと悲惨な状況は全国各地に報道

され、誰もが知るものである。(スーパー広域型災害)。
兵臨技では、「阪神淡路大震災」で全国から温かい支援

を受けたことに報いるべく、東日大震災の大惨事に支援の

手を差し伸べようと「義援金募集」と「人的支援事業」を

立ち上げ、活動を開始した。当会が行った支援活動につい

て報告する。

【人的支援活動希望者の登録】

登録開始は 4月 6日から行い、登録の所定様式を作成し、

必要事項として得意・専門的な業務と共に検査業務以外で

出来ることがあれば記載してもらい、希望する派遣日や派

遣期間を事前に把握した。

実際には、現役会員との調整が難しい場合もあり、会員

退職者 OB に声掛けをおこなった。

大震災の経験を生かし、OB などで構成される兵庫県単

独会員登録推進「会員ネットワーク」が設置されており、

その繋がりが活用された。今回「人的支援ネットワーク」

設置の必要性と重要性を強く感じた。

【人的派遣の状況】

派遣期間は、4 月 27 日～6 月 26 日までの 2 ヶ月間。滞

在期間は 8 日間～12 日間。1 回派遣人数は 2 名で、計 8 班

派遣した。派遣人数は延べ 16 名(現役 6 名、OB9 名)。仮

診療所には、POCT を中心とした検査機器が設置されてお

り、血液、一般、生化学、血糖、HbA1c、凝固、心電図、

感染症迅速検査が測定できるように整備されていた。

【学び取った課題】

人的派遣をする要件は、①検査をするための場所、測定

機器、試薬等の「物」が整っていること。②その支援先の

実情に合った要件を満たす「人」(長期間の滞在、必要な業

務等)。③派遣するための支援資金「金」。④支援業務を行

う現場の状態や状況、滞在するための環境、業務環境など

の「情報」である。

非常時の検査は少人数で行い、その業務対応策を考え、

医療支援ステージ別に沿った検査項目設定や報告、管理体

制に分類し(超緊急支援、亜急性支援、慢性支援期の機器、

試薬、報告体制などを分類して記載)対応することが必要で

ある。

東日本大震災は「生か死か」の状態であり、表に示した

阪神淡路大震災とは大きく異なり、亜急性、慢性患者が対

象の処置や検査内容が主である。

震災時の共通点が冬場であったこともあり呼吸器疾患

や急性胃腸炎等の感染症の発生が多くみられ、感染予防策

や感染症迅速検査の重要性を痛感した。臨床検査は、災害

時の乏しい情報で患者の身体状況を客観的に把握する手

段として有用で、POCT が普及し検査値の信頼性が担保さ

れている。

今後、災害時の臨床検査を活躍させる場を設け、活用す

べきと強く感じた。また、緊急支援体制を強化するために

「災害緊急検査を搭載した自動車」の配置も検討課題とし

て挙げられる。

しかし、臨床検査技師が被災地に派遣された際は、医師

や看護師などと違い、後方支援に回っての物資の運搬や事

務的作業といった雑役的な業務に従事していることが多

く、臨床検査技師として災害医療検査業務者として従事で

きていないのが現状である。

今後、人的な支援活動に於いて「臨床検査技師」が医療

人としての役割を担い、活躍できる場を設ける為にこの活

動を全国的に取り組み根付かせる必要性があることを痛

感した。 
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=================================================== 

被災地外の臨床検査技師として行えたこと 
神戸常盤大学保健科学部 医療検査学科 坂本 秀生 

=================================================== 

 東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、

被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げます。

 私が地震を知ったのは 16 時過ぎに届いた、アメリカ臨

床病理学会(ASCP)元会長からのメールであった。

その後もアメリカとアジアを中心とした海外から安否

を気遣うがメールが次々と届いた。

海外の方達がこれだけ心配して下さっているのに、今回

は影響の無い地、それも阪神・淡路大震災で最も被害の大

きかった、長田区で勤務している私に何が出来るか真剣に

考えた。

 ところが私は神戸へ着任前の 5 年半程はアメリカに居た

ので、この地での知り合いも少なく、震災を経験してない

ので災害時のノウハウも無い。

おまけに現場を離れて久しい私自身が役に立たない。日

本にいる私は無い無いづくしなのに、前任大学では直ちに

Harvard for Japan が立ち上がり精力的に支援活動を始め

ていた。

そうだ、皆の力を合わせれば良いんだ！と、地道な活動

を開始した。幸いにも有能な方々に恵まれ、小さかった動

きは瞬く間に広がって行った。

最初に私が行ったことは日本臨床検査自動化学会の

POC 推進委員会の方々に POCT を活用できないかと言う

ことであった。POC 推進委員会の方々の動きは素早く、

日本臨床検査薬協会から協力も頂きボランティアベース

で臨床検査支援活動が始まった。

だが、ボランティアベースの上に帰国後二年程の私には

人脈と信用が無いに等しく、折角の善意が上手に生かせな

い気がしていた。

 そんな折、日本臨床検査医学会からも協力を頂ける事と

なり、同学会のホームページに POCT を中心とした臨床検

査物資支援の案内を掲示して頂けた。

やはり信用ある団体からの後ろ盾の効果は力強く、支援

活動は順調に進める事が可能となった。

さらに同学会で「東日本大震災対策委員会」を一時的に

発足して頂き、支援活動への予算もつけて下さった。活動

の詳細は臨床病理 59 巻 12 号 1144-1153 をご覧頂ければ

幸いです。

 活動開始後、兵庫県臨床検査技師会より阪神・淡路大震

災の経験から、被災地での臨床検査技師の必要性を認識し

ており、ボランティア臨床検査技師の方々が準備され、い

つでも対応出来ると連絡を頂いた。

東日本大震災対策委員として被災地を訪問した際、臨床

検査技師の必要性を目の当たりにし、その場で諸費用は東

日本大震災対策委員会が持つとして、同技師会へ人的支援

の連絡を行った。

その数日後から同技師会より約二ヶ月に渡り、人的支援

として赴いて頂かれた多数の方々に感謝の気持ちが絶え

ません。

 さらに ASCP からは、私達にできることは無いか？と頻

繁に問い合わせを受けたので「義援金を通して皆さんの善

意を日本へ届けて頂きたい」と伝え、ASCP では直ちにア

メリカ臨床検査学会(ASCLS)との共同で義援金集め活動

を開始して下さった(図)。
その義援金は被災地で臨床検査を学ぶ方々のためにと、

日本臨床検査学教育協議会に受け取り窓口になって頂く

こととなった。

 私が行ってきたことは他力本願のことばかりで、執筆や

講演を行う事に抵抗があり、当初は依頼を全てお断りして

いた。

ある時、被災地の方が「忘れ去られるのが辛く、復興へ

の勢いも減ってしまうのではないか」と吐露され、1.17 の

追悼イベントにも被災地の方々が多く神戸を訪れ「記憶を

風化させない神戸の取り組みを知りたい」とおっしゃって

いた。

私の経験を伝えることも支援の一つと考え直していた

時、このような執筆機会を頂き、一年を振り返るつもりで

報告させて頂いた。

力と知恵を集めることで被災地外の臨床検査技師でも

行えたことを知って頂き、今後も被災地の復興に微力なが

らも励みたいと思っている。

ASCP-ASCLS 義援金贈呈式にて

-------------------------------------------------- 

※ 会報 JAMT 東日本大災害関連記事掲載号

Vol.17,No.05(03/13)、Vol.17,No.06(04/05) 
Vol.17,No.07(04/15)、Vol.17,No.12(06/15) 
Vol.17,No.13(06/17)、Vol.17,No.15(07/07) 
Vol.17,No.24(10/25)、Vol.17,No.39(11/18) 

---------------------------------------------------------------------------- 
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昨年の 3 月 11 日 2 時 46 分、宮城

県沖を震源とする国内観測史上最大

の東北地方太平洋沖地震が東日本大

震災の始まりでした。

地震の大きさを示すマグニチュ－

ドは 9.0 で最大震度は宮城県栗原市

で震度 7 を観測しています。

この大震災は東日本の沿岸を南北

600 ㌔の広範囲に及び津波による壊

滅的な被害を与え、2 万 6 千人近くの

犠牲者、行くえ不明者が生まれ今も

12 万以上の人々が避難生活を余儀な

くされる未曾有の大災害となりまし

た。また、地震・津波による福島原発

の事故でチェルノブイリと同じ「レベ

ル 7」の大事故になり放射能被害が加

わり、東京電力福島第一原子力発電所

の 2 号機と 3 号機も、核燃料が溶け

落ちる、いわゆる“メルトダウン”が起

きていたという重大な解析結果を東

京電力が発表しました。

これで 1 号機から 3 号機まですべ

てでメルトダウンが起き、事故から 2
か月以上たってようやく最悪の事態

の発生が判明したことにより、被害状

況はいまも拡大しています。

あらためて被災され亡くなられた

方々に心からご冥福をお祈り申し上

げますとともに、被災された皆様方に

お見舞い申し上げます。

 大災害から 1 年を経過しました。

今でもメディア報道やテレビの映像

から目を覆うばかりの被災情景を見

ると心が痛みます。日臨技では東日本

大震災が起こってから 2 ヶ月目に調

査団を派遣しました。その調査団の一

員として当時を振り返ってみます。

------------------------------------------------ 
我々は実際に被災地に入り沿岸の

市・町・村の生活圏が壊滅的に消滅し

ているのを見るにつれ、息を飲み立ち

尽くしているのが精いっぱいでした。

被災された会員の生の声をお聞き

し、当時の凄惨な状況や落ち着いた後

の生活が一変しているのをお聞きし

涙なしではいられませんでした。

当時、日臨技では地震発生当日に災

害対策本部を設置し、高田会長を本部

長に、暫定処置として常務会が任に就

き、職能団体として会員への復興支援

の必要性から被災会員の安否情報収

拾を最優先としました。

被災地の情報では、検査実施にあた

り試薬、消耗品供給が滞る事態になっ

ているとのことで、日衛協、臨薬協と

の意見調整を行い、被災地を優先的に

検体検査実施の安定供給、安定実施へ

の申し入れを行い、今後の臨床検査部

門の弱体化を防ぐ観点から、病院、民

間検査所が一体となり対応していく

ことで一致しました。

日臨技では被災会員の一日でもは

やい復興を願い、東日本大震災災害対

策会議を開催しました。

この会議には常務会のメンバーに

加え、会員共済担当理事、情報担当理

事を加え、共済制度の活用や義援金の

募金活動、今後の日臨技事業を復興支

援チャリティ―事業にすることや、日

臨技独自で現地に赴き、調査や支援金

制度を構築することを協議しました。

今後、日臨技は会員に対して長い絆

の対応になっていくことから「災害復

興支援対策会議」を設置しました。

会員施設被害状況調査、会員被害状

況調査を目的として、1 人でも多くの

被災会員に会うため、1 ヶ所でも多く

の会員施設の調査を行うため 5 月 8
日(日)土居修理事と供に羽田空港か

ら青森三沢空港へむけ出発した。

車をレンタルしその日は八戸への

移動日としたが、ここに来て六ヶ所村

(ろっかしょむら)の存在に気づき足

を伸ばした。

六ヶ所村は、青森県の下北半島太平

洋岸に位置する村である。道路が整然

と整備され豊饒な田園風景があった。

しかしここは核燃料サイクル(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』

をうたっていた。

この村の道端の食堂に昼食で立ち

寄ると、一人しかいない叔母さんが

「3 月 11 日は地震で揺れに揺れ直接

の被害はなかったが 3 日間停電にな

ったよ」と言われていました。

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 U ターンし八戸に向

かう。

5 月 9 日 2 日目、青森臨床検査技師

会の山崎正夫会長にお会いするため

に、会長の施設である「八戸市民病院」

に赴く。この病院は地域支援病院とし

て「地域完結型医療」の推進に力を入

れられ 538 床の病院です。大きな病

院の臨床検査科に通して貰う。

松本明技師長にもお会いでき話を

聞かせて頂いた。会員被害は 1 名の

会員が介護のため帰宅されていて、ち

ょうどその日、宮城に帰省中に津波の

被害を受け亡くなられていた。

青森県内では会員が所属する施設

に置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。

市内は地震の揺れは大きかったた

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。

燃料は病院の備蓄燃料と三沢米軍

基地の供給で問題なく自家発電が稼

働し診察が出来た。

どこの施設でも異口同音に言われ

たのが「一二週間は消耗品器材、試薬

の流通が悪化したが、メーカーや卸の

協力があり乗り切ることが出来た。」

との事であった。

また、避難所からの検査技師の緊急

支援要請はないが、避難所の医師から

足部静脈エコーが避難所で撮れない

かの相談があった。

山崎正夫会長は日臨技への要望と

して青森の被災は少ないので日臨技

の共済制度を含め他の東北地区へ支

援して頂きたいと締めくくられた。

当日、一番海岸に近い病院として地

域医療に貢献されている 474 床の青

森労災病院を紹介していただいた。

「労災病院」に向かう、澤田石登技師

長が迎えてくださった。

この病院も自家発電で、備蓄燃料も

あり常時運営でき診療には問題がな

かった。地震から一週間は三沢からの

患者搬送が多く、停電の影響もあり検

査へのオーダーは少なく、給食配繕等

に回っていたとのことで、澤田石技師

長も山崎会長と同じく青森の被害は

少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、

東日本大震災における会員の被災状況調査報告レポート ～青森・岩手・宮城・福島～ 
(社)日本臨床衛生検査技師会副会長 才藤 純一
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お二人の優しさが身にしみた。

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あった松

林は消え瓦礫を見ながら、岩手県久慈

市に着く、久慈市の街は瓦礫が至る所

にあり、海岸の市場は壊滅状態の建物

になっていた。

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、セブンイレブ

ンは稼働していた。その街から高台に

建つ「岩手県立久慈病院」に行く。

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 342 床の中核的総合

病院で、佐々木達也技師長にお目にか

かって話を聞いた。

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

いると寂しそうに語られていた。

日臨技には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。

我々は久慈市を後に、岩臨技の伊藤

茂雄会長(日臨技東北地区担当理事)
と田上稔共済担当理事に合流するた

めに、「総合花巻病院」に向かった。

途中、東北自動車道に入ったが地震

の影響か段差がある箇所が多かった。

行きかう自衛隊の車が続き、人的動員

や輸送能力をもち、人命救急など 10
万体制での災害派遣活動をして頂い

ている自衛隊に頭が下がる思いであ

った。

5月 10日(火曜日)我々4名は伊藤岩

臨技会長の案内で釜石市に入る。

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

師長に迎えていただいた。

この病院は新日本製鐵株式会社釜

石製鐵所の附属病院として明治 35 年

に開設された 119 床の一般病棟を持

った病院だった。

この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日～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

時検査は少なかった。

この被災の特徴は母屋が地震で潰

された例は少なく、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－と淡々とお話しいただいた。

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。

検査技師の緊急派遣に関しては、こ

の回、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。

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

と締めくくられた。

釜石市の街に入ると強い潮の匂い

がした、津波によって街自体は壊滅状

態で鉄金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。この病院は港から約 1 ㌔のとこ

ろにあり、9 階建ての「釜石のぞみ病

院」は、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、高齢者数人が肺炎や衰弱で亡くな

る事態も起こっている。

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

うすることも出来ず、入院されていた

80 数名の慢性期(がん末期)の患者の

充分な治療が行えない状態になり患

者を搬送したが、搬送先の病院で死亡

されたケースもあり精神的なストレ

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。

現在、8 病棟、9 病棟を避難所とし

て開放されていた。

また、外来診療も行われていて検査

技師の方々も検査業務をされていた。

その女性技師の山田町の実家が流出

したとのことであった。

今後、被災会員の実質的な援助をお

願いしたい。検査室の緊急派遣につい

て検査はないので必要性はない。

当時、検査技師は食事の搬送などを

手伝っていました。また、寒かったた

め数日たって検査機器を立ち上げた

が試薬には影響がなかったよと笑っ

ておられた。

我々はこの悲惨な状況のお話伺う

だけであったが、最後に遠いところか

ら当院を訪問してもらい感謝したい、

今回、自分の現況や要望を話すことが

でき日臨技、岩臨技、全国の会員から

支援していただいている事を実感で

き嬉しさと供に安心感を得ましたよ

と言われた。

釜石市の「神経内科クリニック」に

勤めている女性技師に会って話を聞

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だし、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。

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妻、子供が亡くな

った。ちょうど我々が面会している時

に、彼女は悲しそうに「行方不明だっ

た義母の遺体が見つかり DNA 鑑定

をしているところです。」と言われ、

我々は声もなく現実の不条理を知る。

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

扱いでした。

子供が今度大学受験なのでどこか

の大学に入ったら子供の教育地で仕

事をしてもいいかな･･･。

我々は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

広がるこの美しい風光明媚な地域も、
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全てが壊滅状態で呆然と立ち尽くす

しかなかった。

「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 床を持ち、特に平成 10
年 8 月に開設した救命救急センター

を併設する病院で、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、このような被災に対して他の

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との

ことであった。

気仙沼地域では大船渡市と陸前高

田市が最も被害を受けていた。

大船渡市よりも陸前高田市の方が

被害状況は大きかった。

陸前高田市は沿岸部と広域で接し

ており、また、この部分に「県立高田

病院」も位置していた。

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」がそこに

あった。

この地域の瓦礫の山を見たとき、こ

の陸前高田市がそっくり消滅し自然

の凄まじさ、悲惨さを思った。

「県立高田病院」が施設やスタッフも

かなりの被害を受け、壊滅的な状況で

あったが、高田病院のスタッフと各地

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

中心に数カ所の避難所に仮設診療所

を設け診療を行って軽症患者への対

応を行っていた。

米崎コミュニティーセンター内の

仮診療所を訪れる。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。

我々は陸前高田市を後にした。

東北自動車道にはいり、いままで案

内して同行していただいた伊藤茂雄

会長を一関駅で降ろし、伊藤会長は新

幹線で花巻市戻られた。

我々は宮臨技の長沢光章会長(東北

大学付属病院)に会うために仙台市に

入った。

齊藤和栄副会長(仙台社会保険病

院)と当会の理事でもある番場正人副

会長に会い、宮城県の被災状況や取り

組みをお聞きした。

宮臨技としても被害が甚大なため

被災調査など継続中であり、時期やタ

イミングで支援方法も違ってくると

思っている。

技師会としても被災者の住民検診

がこれから絶対に必要になると考え、

現在計画中である。

日臨技の被災技師会への財政支援

などをお願したいと思っている。

宮城県の被災施設への器材など、技

師会を通してメーカーなどに連絡し

手配がついているので、どの企業も非

常に協力的で助かっている。

また、県外からの技師会から人材支

援の申し出を受けているが、宮城県や

東北地区で自己完結できると感じて

いると力強く言われた。

5 月 11 日(水曜日)、長沢会長、齊藤

副会長に同行してもらい被災地南三

陸町に入る。住宅は跡形もなく流され

瓦礫の山の中に鉄筋コンクリートの

5 階建ての「公立志津川病院」が破壊

され鉄筋コンクリートがむき出しで

建っていた。

この病院はチリ地震の 2.8 ㍍を達

した津波を教訓に災害対策が立てら

れ、この病院の屋上は津波避難所に指

定されていたのだそうだ。

震災時津波は 4 階部分まで襲い、

屋上に避難誘導中の看護師ら 4 人と、

屋上に避難しきれなかった入院患者

109 人中 67 人が津波に飲みこまれた。

津波から逃れた 150 人が屋上に取り

残され、同病院の菅野武医師らは救出

されるまで 2 晩医療行為を続けた。

その後、自衛隊のヘリなどに救出され、

なかに 3 人の女性検査技師もいた。

その検査技師が働いている志津川

ベイサイドアリーナ(町総合体育館)
の一角の仮診療所に行く。

ここは公立志津川病院のスタッフ、

町内の医師、東北大学病院や国境なき

医師団の医師により、イスラエル軍の

医療団が残したプレハブ施設、医療機

材を利用して行われていた。

三人の女性技師は元気で検査業務

を行っておられた。

佐藤技師長は一日の検体数は 10～
20 件(生化学・血算が中心)で外注して

いる検査センター運営も安定して出

来る状況になった。

高血圧、心臓病などの患者が多くな

り、生理検査オーダ(心電図、超音波)
が増えてきている。下肢静脈エコーな

ど避難所生活が永くなるにつれて増

加してくるでしょう。

佐藤技師長も自宅が流出しており、

高校体育館の避難所生活を送り、そこ

から出勤しているとのことで、食事は

どうですかと聞くと食事もいいので

太ってしましますと笑顔で話されて

いた。

お二人の女性技師も近隣からの通

勤でしたが、震災の津波で車が流され、

交通網もなく今後の通勤手段につい

て悩んでいると笑顔で答えられてい

た。

今後、ぜひ日臨技で病院、自宅が全

て流され避難所生活をしている人も

いるので、当座の資金援助や支援をお

願いしたい。

また、病院の再建などの復旧など財

政的な面が大きいので、検査技師の就

労支援をお願いしたいと。

また、震災時の検査技師の人材支援

に関しては、その地域によって様々な

被害で違うと思うが、人材支援の必要

性は感じなかった。被災している病院

の時期によって運営が変わって来る

でしょうから。

現在、当診療所では仙台社会保険病

院グループが人員(検査技師を含む、

齊藤副会長も震災後度々訪れておら

れた)機器などの支援があり非常に心

強かったと佐藤技師長は感謝されて

いた。

ここはまだライフラインが復旧し

ておらず、電気は自家発電で行われて

いたし、この志津川ベイサイドアリー

ナ(町総合体育館)は避難所になって

いて、一時は大混乱をしたとのことで

あった。まだ自衛隊員が水の補給など

に追われていた。

我々は次の目的地、石巻や気仙沼に

調査を行う予定であったが、信号機や

道路が充分に復旧していなかったの

で、自衛隊、ボランティアなどの車両

が大渋滞を起こしていたため、時間的

な制約のために断念し仙台市に向か

った。

仙台市は場所によって地震の影響

があり液状化現象も起こっていたが、

街は賑やかさを保っていた。

長沢会長の勤務地である「東北大学

付属病院」に向かった。

この病院は 57 の診療科を持ち、総

ベッド数 1308 床で、国立大学の附属

病院では最多の病床数を持ち、宮城の

被災地へ医療チームを派遣し今度の

震災に多く貢献されている大学病院
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でもある。この病院も被災されていた。

検査科の入っている建物に壁にひ

びが入り安全性が確保できず。検査科

の新しい病院棟に移動していた。

特に 2 階に入っていた細菌検査室
の機器や器材が多く破損したしたそ

うであった。

既に日常の検査は復旧していたが、

採血室の 1 階のフロワアー確保が難
しかったので、採血の患者さんは病院

棟の 13階に直通のエレベーターで行
くこととなっていた。

5 月 12 日(木曜日)早朝、我々は長
沢会長、齊藤副会長に同行していただ

き、福臨技の大花昇会長に連絡し南相

馬の道の駅の待ち合わせ場所に急行

した。

仙台市から高速道路で目的地へ向

かい気づいたが、高速道路の左側は津

波によって瓦礫となり道路の右側は

美しい田園が広がっている。正に天国

と地獄のようにこの道路が津波を防

いでいた。

また、これも気づいたのだが行く

先々に竹林があったが津波によって

襲われた竹林は黄色く枯れていた。

目的地に到着、道の駅には大花昇会

長(福島県立医科大学付属病院)と山
寺幸雄総務部長兼事務局長(太田田綜
合病院付属太田西ノ内病院)が待って
おられた。

直ぐ近くの福島原発から 2.3 ㌔地
点にある「南相馬市立総合病院」に向

かった。

病院は浜通りの市町村で構成され

る相双医療圏の 230 床の災害拠点病
院である。

嶋田技師長が待って居られた。当時、

建物は地震、津波の直接的な被害は受

けなかったが、津波は病院施設から数

百㍍のところまで到達していた。

しばらく停電により検査機器は使

えなくなった。地域の中心的な医療機

関であるため津波被害者である救急

搬送の患者がフロアまで溢れ、廊下が

仮設救護所となるような状態であっ

た。トリアージでは生存か死亡の患者

で津波による溺死者がほとんどであ

った。

停電が回復してから、検査も行える

ようになったが緊急検査の要望は血

液ガス測定が中心であった。

しかし、不足する試薬や消耗品も原

発の影響で配送してもらえなくなっ

た。病院内では私たちは患者や仮救護

者に食事の配膳等を行った。出来るこ

とは何でもした。

原発事故に影響により職員の自主

避難が相次ぎ一晩で職員は五分の一

になったが、うれしい事に検査技師は

9名中5名は残って職分を全うしてい
てくれている。

しかし、今後の原発事故の状況によ

っては避難も考えられる。現在は放射

線量がこの南相馬市は少なく、この病

院は入り口、出口を一か所にして窓は

密封処理をしている。

このように施設自体の運営は影響

がないため外来だけの診療を行って

いるが、避難が相次いでいる。施設再

開に全く目途が立たない状況の中で

経済的な不安が高まっていると思う。

日臨技には就労支援をお願いしたい。

 この後、我々は福島第 2原発 20㌔
地点に行ったが封鎖されていた。そこ

には、何も変わらない日本の田園風景

が広がっていただけだった。

福島県技師会で相双支部長をされ

ている、「おのだ内科クリニック」の

武花事務長に会いに行った。

話によるとこの地域に 80名いた検
査技師も 40名ほどいなくなった。現
在、第二原発内にいた会員 1 名を合
わせ三分の一程の会員の避難所から

の連絡が取れていない。

この自分の病院も事務局長をやっ

ているが看護師の避難により診療を

継続できるかは未定である。

大花会長は今回の被災は震災のみ

ではなく原発事故により日々状況が

めまぐるしく変わっている。

当然施設の運営などに影響が出て

くると思われるので、県技師会として

も就労支援等を行っていく考えであ

るが、県内には限界があると感じてい

る。日臨技には息の長い支援を是非会

員のためにお願いしたいと考えを示

された。

我々は、同行していただいた長沢会

長、齋藤副会長と別れ南相馬市を後に

した。

計画的避難区域の飯館村、川俣町を

通過し途中、大花会長と山寺事務局長

に別れを告げ福島市内に入った。

ずーと被災地調査するために走り

回ったレンターカーを返却した。走行

距離は 1200㌔を示していた。
会員の被災状況調査を振り返って

自然の猛威の前に人間の無力さを考

えました。

しかし、多くの被災地の会員が非情

な悲しみを乗り越え職分を全うしよ

うともがきながらも強く生きる気迫

を感じました。

日臨技もこのような会員方がいる

限り、会員と一緒になって謙虚に精い

っぱいの努力と研鑽積んでいかなけ

ればと強く思います。

最後に、会員の被災状況調査のため、

多くの技師会の人々がお忙しいとこ

ろを快く応じ、かつ同行して頂き本当

に感謝申し上げます。

また、一人でも多くの被災した会員

にお話しをしたかったのですが、時間

の制約のために実現しなかった地区

の皆様には心からお詫び申し上げま

す。

日臨技では地震発生当日に地震対

策本部を設置し、東北地区の会長さん

との情報を密に行い、対策を講じてま

いりました。

全国の皆様に災害義援金をお願い

しましたところ、皆様の温かい支援が

続き、多額の義援金を集約することが

出来ました。

この義援金を取りまとめ東北地区

の復興支援金としてお送りすること

ができ、あらためて厚くお礼申し上げ

ます。

今後、福島の原発事故も重なり永い

復興支援対策になっていくと思いま

す。今後ともご支援ご協力をよろしく

お願い致します。 

東北の一本桜に願を込めて 


