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皆さんこんにちは。東京都板橋区の危機管理室防災危

機管理課の課長をしております久保田義幸と申します。皆

さんで地域防災計画をご存じの方いらっしゃいますか。聞い

たことはあるという人、聞いたことはあるけれど中身は知らな

いという人、中身を知っている人がほとんどなのですね。 

ではそれによってすすめてまいりたいと思います。 

 

 

そもそも地域防災計画とは何かと言いますと、災害対策

基本法という法律があります。これは昭和 35 年の伊勢湾

台風の被害により対策を打たなければならないということで

国で作った法律です。その中に項目がございまして、都道

府県と市町村は当該地域にかかわる地域防災計画を作

成することというのは義務付けられております。従いまして皆

さんのお住まい、もしくはお勤めの自治体にも地域防災計

画というのは必ずあります。その中に何をうたっていくのかとい

うことになりますと、施設の管理に関すること、それから災害

予防、情報伝達、予報警報の伝達、避難や消火、救難

救助等、それから備蓄ですとか資金ですとか輸送通信等に

かかる事項を定めるということになっております。板橋区では

今回地域防災計画を修正しまして、その部分の中で特に

重要な一部であります、災害時要援護者対策についての

説明をこれから申し上げます。まず地域防災計画について

ですが、先ほども申しましたように、板橋区の地域における

災害に対し、区民の生命身体および財産を守ることを目

的としたものであります。これにつきましては、予防・応急・

復旧の 3 つの対策を講じているというところです。本当は今

日こちらにその地域防災計画の本編を持ってきてお見せす

板橋区危機管理室

板橋区地域防災計画
に お け る

災害時要援護者対策

地域防災計画について

板橋区地域防災計画とは？

板橋区の地域における災害に対し下記の対策を実施
することにより、地域並びに区民の生命、身体及び財産
を災害から守ることを目的とした計画。

（１） 予防対策…災害前の行動
（２） 応急対策…災害直後の行動
（３） 復旧対策…災害後の行動

「東日本大震災」、「東京都の新たな被害想定」、「東
京都地域防災計画修正」を踏まえ、H25.3.に修正した。

＜公開シンポジウム＞ 

１．地域防災課における、 
地域防災計画と要援護者対策・保健活動との連携 

 

     板橋区防災危機管理課  久保田 義幸  
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ればよろしいかなと思ったのですが、本編 766ページ、資料

編その他合わせて全部で 1,400ページあります。今朝量っ

てきましたら 3.3キロありました。ちょっと持ってくるのは苦しい

ので、板橋から世田谷まで来るのは結構大変なのです。な

のでそれははしょって、この中だけで説明をさせていただきま

す。また、東日本大震災等を踏まえまして、東京都のほう

で新たな被害想定を定めました。それに基づきまして、今年

3 月に板橋区の地域防災計画を修正したものでございま

す。 

 

その中で特に避難について申し上げます。 

 

まず避難準備ですが、災害時要援護者の避難情報とい

うのを出しまして、災害時要援護者等、避難行動に時間

を要する方には準備段階から避難行動を開始していただく。

また次に避難勧告、避難指示、これがそれぞれ避難情報

の発令というかたちで区長から区民へ対してそれぞれの通

知がなされます。 

 

 

避難情報の伝達手段としましては、板橋区では防災行

政無線というのが公共施設ですとか小中学校の校庭などに

柱を立てまして、遠くへ届くようなスピーカーを付けてございま

す。これが今区内に 105 カ所ありまして、今後 3年間でそ

れをさらに 60 カ所を増やしていこうと。最近は高い建物が

増えてきましたので、なかなか無線の放送等で流すといって

も聞こえないということがありますので、そういったものを増や

していって、聞こえない地域を減らすということをしております。

次に防災情報メール、またはホームページ、ツイッター等を

使って避難情報の伝達を行います。 

 

次に避難所であります。これには何点かございまして、ま

ず避難場所、これは東京都が指定するもので、震災にとも

なう火災の発生による輻射(ふくしゃ)熱、火事の熱から逃

れるために東京都で 5 万平米以上、500 ヘクタール以上

の土地を指定して一時避難をさせるというところで、去年ま

では広域避難場所と言いましたけれども、今年から東京都

が名前を変えまして避難場所としております。ここですと、東

医研さんの近くですと芦花公園、それから明大の八幡山の

グラウンド、そこら辺一体がこの避難場所となっております。

次に指定避難場所、これは区立の小中学校 76校すべて

となっております。こちらに必要な資材等を今備蓄をしており

まして、避難者が発生した時に対応をするようにとします。

避難について

避難情報発令時の行動
・避難準備（災害時要援護者避難情報）

災害時要援護者等、避難行動に時間を要する者は避難行
動を開始する。

一般の人は家族との連絡、非常用持出品準備

・避難勧告

通常の避難行動が可能な人は、避難行動開始

・避難指示

直ちに避難行動を開始する。

避難するいとまがない人は、生命を守る最低限の行動をとる。

避難情報伝達手段

避難に関する情報は主に下記の情報伝達
手段となります。
・防災行政無線
・防災情報メール
・板橋区ホームページ
・板橋区公式ツイッタ― etc.

避難所の種類

・ 避難場所（都指定）

・ 指定避難所

区立小中学校７６校

（うち拠点避難所８校）

区施設避難所１か所

・ 福祉避難所
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次に区の施設避難所、これは小学校なのですが廃校にな

りましてそこが施設が使えるということで便宜的に使っている

ものです。次に福祉避難所といいまして、区内の介護系の

施設、それから障害者の福祉系の施設等を福祉避難所と

して使うこととなっております。 

 

次に避難の流れです。まず自宅で震災に遭われた場合

には避難勧告または指示に基づきまして行動をしていただ

きます。揺れによる怖さというのもありますので、いったん一

時集合場所、近隣の公園等に避難をしていただきまして、

揺れがおさまりましたあと、在宅での避難が可能な場合には

自宅にお帰りいただくと。在宅での避難が不可能な場合に

は区の指定避難所に避難していただく、または震災にとも

なう火災が発生した場合には先ほど言いました、都の指定

する避難所へ一時避難していただくというふうになります。区

の避難所へ避難された方の中から、避難所での生活が高

齢や障害等の関係で難しいという方につきましては福祉避

難所のほうへ移送をして、そちらで避難生活を行っていただ

きます。 

 

次に指定避難所における支援でございます。 

 

指定避難所の体制につきましては、避難所長、副避難

所長、避難所隊、避難所班、これは区の職員が行って、

休みの日ですとか夜の時間帯は学校は誰もいませんので、

避難所のかぎを開けるということです。それから同じようにか

ぎを持っています近隣協力員さん、または避難所となります

小中学校の建物が大丈夫であるかを判定していただく地

元の建設関連事業者、また住民防災組織、これは町会・

自治会を基盤としておりますが、町会・自治会とは違いまし

て、その町会のエリアすべての方の支援を行うという組織を

作っております。この方も避難所の体制として組み込まれて

おります。 

 

次に支援の方向性ですが、避難所での生活というのは

生活環境が急激に変化するために配慮が必要となります。

これは何かといいますと、高齢の方で認知症などをお持ちの

方はリロケーションダメージと言いまして、普段の生活と違う

ところで生活をすると、認知の症状が悪くなるのです。そうい

ったことですとか、障害をお持ちの方でも普段の生活と違う

生活を強いられることにより、状態そうが悪くなるということが

ございます。 

避 難 の 流 れ

※区内では９ヶ所が指定

避難場所へ避難

一時集合場所へ集合

福祉避難所へ移送

要援護者

区指定避難所へ避難

自 宅

大規模災害発生・避難勧告または指示
在宅避難が可能な場合

近隣の情報収集

自宅が生活できない状況

延焼火災等から逃れる場合

指定避難所に

おける支援

指定避難所の体制

・避難所長

・副避難所長

・避難所隊・避難所班 （区職員）

・近隣協力員 （区民）

・地元建設関連事業者

・住民防災組織 （町会･自治会の代表者）

支援の方向性

避難所での生活は生活環境が急激に

変化するため、配慮が必要である。

特に災害時要援護者にとって利用しや

すい避難所にすることが求められる。
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対策といたしましては、災害時要援護者に対するほかの

避難者への理解を深めていただくということ、それから要援

護者へのストレスの配慮や相談窓口の設置、あとは場所の

利便、移動しやすい場所や連絡が取りやすい場所に要援

護者のスペースを確保するということです。あとはその要援

護者の類型によっては別のスペースを確保して別に生活を

送っていただくということです。 

 

次は福祉避難所における支援でございます。 

 

福祉避難所とは先ほども簡単に申し上げましたけれども、

板橋区では特別養護老人ホーム 11、介護老人保健施

設7、区立の福祉園 9、精神障害者対象の施設が 1ござ

います。これを福祉避難所として指定しまして、その避難所

の福祉施設の運営主体との間に協定を締結し、いざという

時の避難を受け入れていただくという体制をとっております。 

 

しかしながらかなりの部分課題がありまして、福祉避難

所、特養や老健、それから福祉園もそうなのですが、人員

体制ぎりぎりでやっているのです。その中であらたな人を受け

入れられるかどうかが大きな問題となっております。また、特

養などにつきましては入所者の安全確保をまず第一に行わ

なければならないので、発災直後に要援護者を受け入れら

れるかというとかなり難しいのではないかと考えております。で

すので、発災から 2～3日程度を経過して落ち着いた状況

で、なおかつ外からの支援の手、例えばボランティアなどが入

ってきてからでしか福祉避難所の開設というのは難しいのか

なというところ、またカ所数の絶対数も不足しています。私ど

もが災害時要援護者として名簿を作成しておりますのが約

1 万 3,500 人いらっしゃいます。そのうち今福祉避難所で

受け入れられるのが700人か800人です。絶対数が圧倒

的に不足しているという現状があります。 

 

それに対応する対策としましては、あらたに区内において

開設した福祉施設とさらに協定を締結して充足を図ってい

くということ、あとは対象施設を増やしていく、社会福祉法

人の運営する福祉園や特別養護老人ホームではなくても

高齢者が立ち寄りやすい場所、デイサービスですとか、老人

対 策

・ 避難者の災害時要援護者に対する理解を深める。

・ ストレスへの配慮。相談窓口の設置。

・ 移動しやすい場所、連絡がとりやすい場所に避難ス

ペースを確保する。

・ 災害時要援護者の類型によって、一般の避難者とは

別のスペースを確保する。

・情報やコミュニティからは隔離しないようにする。

福祉避難所に

おける支援

福祉避難所とは？

福祉避難所とは、指定避難所で生活するのが困難な
方を対象とした避難所である。区は特別養護老人ホー
ムや介護老人保健施設、福祉園等平常時から福祉サ
ービスを提供している施設と協定を締結している。

・特別養護老人ホーム １１施設
・介護老人保健施設 ７施設
・区立福祉園 ９施設
・精神障がい者を対象とした施設 １施設

(平成２５年３月３１日現在）

福祉避難所における現状と課題

（１）運営について
発災から２～３日程度経過し、福祉避難所として受入れ
体制が整ったのち開設する。避難所運営については、施
設職員及びボランティア・災害時要援護者の家族が主と
なることを想定しているが、具体的な開設の流れや運営
方法・マンパワーの確保が課題となっている。
（２）福祉避難所数の不足
現在、２８施設と協定を締結しているが、災害時要援護
者の対象者数が13,500人程度いることを考えると福祉避
難所数は不足している。

対 策

・新たに区内において開設した福祉施設と協定を締結し、
充足を図る。

・福祉避難所として協定を締結すべき対象となる施設を
拡大する。

・福祉避難所運営マニュアルを作成し、具体的な避難所
運営について定める。
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福祉センター、板橋区ではふれあい館などと言っております

けれど、それや憩いの家、そういった高齢者を一時的にお預

かりする施設等で避難ができないものかどうかを今検討して

いるところでございます。 

 

次に発災時の対応です。 

 

区の初動態勢としましては、情報連絡態勢としまして、

区内で震度4以上の地震がありました時に、私ども危機管

理室の職員が全員集合するということになっております。そ

の次に震度5弱以上で、第一次非常配備態勢がしかれ、

その態勢の職員 863 人、それ以上の状況になりました時

に第二次非常配備態勢、次に震度 6弱以上になりますと、

職員全員が参集をするというかたちになっております。 

 

次に発災直後における対策としましては、これは要援護

者に関するものなのですが、安否情報の確認、それから避

難誘導・救助または要援護者の情報の提供、それから避

難所における地域支援ということをやってまいります。 

 

次に発災直後の区の保健師の動きとしましては、まずは

医療救護班、皆さまの地域防災計画にも多分保健師の

方は医療救護班や地域班というかたちで入っているかと思

います。医療救護班を編成し、傷病者に対する応急処置

や後方医療施設への搬送等を行います。これにつきまして

は東京都の方針が変更になりまして、従来は小中学校に

救護所を設置するということになっていたのですが、今後は

区内の緊急医療機関、救急車がとまるところですね、そう

いったところに緊急医療救護所を設けて、トリアージを行い

ます。そこで軽傷の方はその場で治療をします。中等症、

重症の方はバックヤードに搬送するという態勢になります。

次は、こちらのほうも重要なのですが、避難者に対する心の

健康相談と、精神障害者の継続医療のための外来の診

療所、外来実施状況の把握、提供等を行っていきます。

先ほどもリロケーションダメージという話をしましたけれども、避

難生活が続く中でやはり気持ちが上向くという方はなかなか

いらっしゃらなくて内向的になってしまう、もしくは軽度のうつ

的症状を示すということが事例から示されております。そこの

フォローを各避難所、または在宅に避難されている方に対

して行っていただくのが区の保健師の方の重要な役割かと

考えております。 

発災時の対応

区の初動態勢

・ 情報連絡態勢（２６人）

区内震度４以上自動参集
（危機管理室職員）

・ 第一非常配備態勢（８６３人）

区内震度５弱以上・東海地震注意情報発表時自動参集
（全管理職・総括係長・各課庶務担当係長・危機管理室職員・特別活動員）

・ 第二非常配備態勢（１，８８６人）

区内震度５弱以上・東海地震警戒宣言発令時自動参集
（第一非常配備態勢職員・各施設長・全男性職員全員）

・ 第三非常配備態勢（３，５２１人）

区内震度６弱以上自動参集
（板橋区全職員）

発災直後における対策

（１） 安否情報の確認

（２） 避難誘導・救助

（３） 情報の提供

（４） 避難所における地域による支援

発災直後の区保健師の動き

（１） 医療救護班を編成し、傷病者に対する

応急処置や後方医療施設への搬送等を行う。

（２） 被災者等に対するこころの健康相談及び

被災した精神障がい者の継続医療のため病

院、診察所の外来実施状況の把握・提供を行う。

- 5 -



 

  

最後の項目ですけれども、災害時要援護者支援計画

に定める在宅人工呼吸器使用者対策としましては、まず

平常時における対策といたしましては、当然のことながら在

宅の人工呼吸器使用者の方の把握、それから個別の支

援計画の作成、この中には近隣住民との関係づくりや必要

な備蓄や電源の確保、医療機関や訪看ステーションとの連

携というものが含まれています。 

 

次に発災時における対策です。まず個別支援計画に基

づいた行動、近隣住民や訪看ステーション等による安否確

認および避難誘導、または医療の継続、在宅の避難支援。

これも当然自宅が無事であればということになりますが、在

宅でいくことが最も望ましいということでこのかたちをとっており

ます。 

 

最後になりますが災害時の要援護者支援につきまして、

地域内のコミュニケーション、在宅難病の方というのは特に

そうですが、近隣とのお付き合いがうすいということが間々見

受けられます。そういったことや、もうできるものであれば地域

の防災訓練などへ参加をしていただいたりとか、あとは必要

な準備、自助の部分はできるだけ事前にやっておいていた

だく。それからいざという時の医療の確保が重要であると思

います。私どももこれから関係の部署と現在災害時要援護

者支援検討委員会というものを組んでございまして、さまざ

まな検討をしております。この検討の中で要援護者への支

援がさらに進むように検討をしていきたいと思います。私のほ

うからは以上です。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者支援計画

に定める

在宅人工呼吸器使用者対策

平常時における対策

（１） 在宅人工呼吸器使用者の把握

（２） 個別支援計画作成

・災害時要援護者と近隣住民の関係づくり

・必要な備蓄及び電源確保等の事前準備

・医療機関、訪問看護ステーション等関係

機関との連携体制の構築

発災時における対策

（１） 個別支援計画に基づいた行動

・近隣住民、訪問看護ステーション等に

よる安否確認及び避難誘導

・医療の継続

・在宅避難支援（自宅が無事であれば）

最後に

災害時要援護者支援は、日頃からの地域内に

おけるコミュニケーションや防災訓練への参加、

医療機器等の事前準備、医療体制の確保が必

要です。

引き続き、災害時における適切な配慮やス

ムーズな支援ができるよう、取り組んでまいり

ます。
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こんにちは。奈良県から来ました郡山保健所の三原と申

します。今日は災害時個別支援計画策定を進めることの

意義と課題ということでテーマをいただいたのですが、意義と

いうような難しいところはお話できるかどうか分かりませんので、

経過と課題についてといったところをお話させていただきたい

と思います。 

 

まず奈良県の現状をお話させていただいて、災害時支

援の経過のお話をさせていただきます。 

 

 

奈良県は人口面積ともに日本全国の 100分の 1 を占

め、地理的には紀伊半島の真ん中に奈良県があります。

周りに大阪府、京都と大きな大都市があり、30 分から 1

時間程度で県に戻れるというような距離にあります。高齢

率は全国平均とほぼ同じという状況です。保健所数は、県

の保健所、中核市である奈良市保健所と合わせまして県

内 5 カ所の保健所があります。 

 

奈良県の 5 カ所の保健所の管轄地域を紹介させていた

だきます。県の北部に位置する奈良市保健所と私が所属

する郡山保健所が北和エリアを管轄しており、特定疾患の

登録患者の約半数をここで占めるという状況です。葛城保

健所、桜井保健所で、中和エリアを管轄し、北和エリアと

中部エリアで特定疾患登録患者の約 95パーセントを占め

るという状況にあります。奈良県の南和エリアは吉野保健

災害時個別支援計画策定を
すすめることの意義と課題

〜都道府県保健所と本庁の連携による
とりくみから〜

奈良県郡山保健所

三原文子

今日の話題

１ 奈良県の現状

２ 災害時支援の現状

３ 今後の課題

・人口 138万9,690人

・面積 36万9109ｋ㎡

・高齢化率 23.0％

全国平均とほぼ同じ

・保健所数

県保健所 ４ヵ所

市保健所 １ヵ所
（平成24年10月1日現在）

奈良県の概況

奈良県５保健所管轄地域

２．行政職・保健師として災害時個別支援計画策定をすすめることの意義と課題 

①都道府県保健所と本庁の連携によるとりくみから 

 

奈良県郡山保健所  三原 文子       
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所が管轄していますが、地域の大半が山間地域であり、面

積は非常に広いのですが特定疾患登録患者が約 5 パー

セントという状況です。訪問看護ステーションや介護事業

所の数や割合も患者数と同様に、北和エリアと中和エリア

に 95パーセントの事業所があるという状況です。 

 

特定疾患登録患者の推移ですが、奈良県での登録数

は H24年で 1万人弱ですが年々増加しており今年の 25

年度更新対象者はおそらく 1 万人を超えているかなという

状況です。 

 

患者の疾患群の割合は、神経・筋系の患者さんがだい

たい 9,566名のうち 2,708名で全体の 63.7%、6割強

の方が神経筋の患者さんであるという状況になっています。 

 

ALS患者の状況について、平成18年からALS患者台

帳として記載しており、年間 70 人～100 人の間で ALS

患者の増減があります。 

毎年、新規の患者が 30 名ぐらいおられますが、お亡くな

りになられる方も30名くらいおられるので、同じ登録者数で

あっても患者さんの入れ替わりがあります。 

 

ここから災害の取り組みのお話をさせていただきます。 

奈良県では平成13年度から本庁の保健師が主体とな

り、県内5つの保健所の難病担当の保健師との情報交換

や地区分析等の情報交換の場を持つということでワーキン

グ会議を開始しています。その時の保健所の状況として、

特定疾患の中で患者数が非常に多いパーキンソン病、潰

瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデスの方への集団的支

援に力を入れていた時期です。また個別支援については、

平成 12 年から介護保険制度も始まり、難病の患者さん

の支援は非常に難しいと感じておられるケアマネさんからの

支援のオファーもたくさんあり、個別支援を充実していかない

といけないという状況でした。実際 ALS患者の個別支援を

していましたが、支援基準が保健所や保健師の個々の判

断によるものであり力量の差により支援内容にも格差を生

じるという状況でした。そういった中、ワーキング会議は県内

の保健所の難病対策の方針の共有と支援内容および保

健師の質の向上、どの地域に住んでいても患者支援の質

を担保する、個別の支援を通して課題を把握し、地域特

性を踏まえ、県や保健所の難病施策に反映するという目

的により開始されたという経過があります。 

 

◆特定疾患患者数の年次推移 （奈良県）

5000

6000

7000

8000

9000

10000

H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年

H21年10月～
11疾患追加

6,617

6,987

7,360
7,672

8,374

人

２

8,960

9,566

◆疾患群別患者数と重症認定患者数･割合（奈良県）

奈良県特定疾患疾患群別患者状況 H24.3.31現在

疾患群 患者数
重症認定患者数

（再掲）

重症患者全体に占める
疾患群別重症患者

の割合（％）

神経・筋系 ２７０８ ４５６ ６３．７

消化器系 ２４０９ ４０ ５．６

免疫系 １７４５ ５６ ７．８

骨・関節系

循環器系

６２１

４９４

４２

２１

５．９

２．９

血液系 ４６０ １８ ２．５

呼吸器系 ３５４ ７ １．０

視覚系 ２５８ ５７ ８．０

皮膚・結合組織系 ２２３ ７ １．０

内分泌系 ２３０ ２ ０．３

代謝系 ６４ １０ １．４

計 ９５６６ ７１６ １００．０
4

年 度 H18
(H18.5.1)

H19
(H19.5.1)

H20
(H20.5.1)

H21
(H21.5.1)

H22
(H22.6.1)

H23
(H23.5.1)

H24
(H24.5.1)

受給者証交付

患者数
68 75 66 77 93 89 100

療養
形態
内訳

入院 17
(25.0%)

22 
(29.3%)

20 
(30.3%)

22 
(28.6%)

25 
(26.9%)

20 
(22.5%)

21 
(21.0%)

在宅 51
(75.0%)

53 
(70.7%)

46 
(69.7%)

55 
(71.4%)

68 
(73.1%)

69 
(77.5%)

79 
(79.0%)

人工呼吸器

(TPPV)装着者

11 
(16.2%)

10 
(13.3%)

11 
(16.7%)

14 
(18.2%)

18 
(19.4%)

18 
(20.2%)

16 
(16.0%)

◆奈良県のALS患者の状況 （年次推移）

（人）

6

※H22年度のみ6月1日現在で把握

奈良県難病担当者ﾜｰｷﾝｸﾞ会議

 平成１３年度から本庁保健師が主体となり、県
内５保健所の難病担当の保健師との情報交
換や地区分析等を実施。（年間６回開催）

【目的】

・ 県内の保健所の難病対策方針の共有と支

援内容及び保健師の質の向上

→どの地域に住んでいても支援の質を担保する。

・ 支援を通して課題を把握し、地域特性をふ

まえた県や各保健所の難病施策に反映
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平成 13 年から 16 年までの取り組みについてですが、

13 年から奈良県内の ALS 患者を新規申請時より全数

個別支援の対象者としました。更に「ALS 患者台帳」を作

成し、支援状況や療養情報を県の保健所間ですべて共

有できるようにしました。内容は ALS患者の療養情報、医

療機器の使用状況、医療処置の情報、いろいろな告知の

内容も含めて告知の有無がされているか、誰に対して説明

されているかなど多くの項目について情報を把握・整理する

こととしました。そのデータを県庁で集約し、県全体の ALS

患者台帳として保健所に還元しました。保健所はそのデー

タを各保健所の地域ケア推進会議やネットワーク会議に活

用し、各委員の方に管内の ALS 患者の状況や重症の方

の療養状況について情報提供したりしていました。 

また、難病患者さん支援区分を明確にし、個々の保健

師の判断により患者さんの支援が変わるということなく、ある

程度一定の基準で支援に入れるようにしました。 

更に難病患者個別支援マニュアルを作成し、個別支援

の視点や観察点、各制度の内容の情報提供や記録様式

を統一するなど県内全体で支援できるようなものを作成し

ました。 

 

17 年度は重症難病患者療養支援環境の評価と課題

の整理に取り組み一冊の冊子にまとめました。 

 

「重症難病患者療養支援環境の評価と課題の整理」

に取り組むこととなった背景として、ALS 患者の全数個別

支援や重症難病療養患者の支援をする中で、保健師とし

て個別支援にかかわればかかわるほど支援方法に悩むとい

う状況があり、社会資源や制度がない中で患者さんの支

援をどう改善していったらいいのかという問題を多く抱えてい

ました。毎年各保健所で難病対策課題の整理はされてい

ましたが、それを県全体で分析をしたり課題整理をしたりと

いう場もなく、難病患者さんが非常に困っているという話を上

司にしても行政職の上司には中々伝わりにくい状況でした。 

やはり現状をデータ化したり文章化して皆さんに伝えてい

くこと、奈良県の難病対策の方向性を明らかにするなどの

必要性を感じました。あとは難病患者さん支援にかかわる

ものが支援方針を共通認識し、共通の理念に基づいた活

動の実践、事業評価をとおして難病患者支援ネットワーク

の構築をしていくこと。このころ奈良県には重症難病患者

入院施設確保事業というものがまだ実施されておりません

でした。皆さんの都道府県ではおありかと思うのですが、この

ころ全国で 5カ所ぐらいの都道府県がまだこの事業をしてい

なかったのですが、その中に奈良県は入っていました。担当

者のほうもこの事業をぜひ実施していきたいという思いがあり

ましたので、事業化に向けて基盤づくりをすすめていきたいと

いう思いも背景にありました。 

 

奈良県難病担当者ﾜｰｷﾝｸﾞ会議

 平成１３年度～１６年度までの主な内容

・ 県内ＡＬＳ患者療養支援台帳の作成（年２回更新）

ＡＬＳ患者の全数を個別支援対象者とし、支援状

況や療養状況が共有できるよう保健所ごとに作成し、

県庁で集約データを各保健所へ還元

・ 難病患者支援区分の明確化

・ 難病患者個別支援マニュアルの作成

個別支援の視点や観察点、各制度の内容、 統一

記録様式等について

 平成１７年度の取組み

「重症難病患者療養支援環境の評価と課題
の整理」（ALS患者の療養環境から）の作成

奈良県難病担当者ﾜｰｷﾝｸﾞ会議

重症難病患者療養支援環境の
評価と課題の整理

【作成の背景】

・各保健所で難病対策の課題整理は実施しているが、

県全体での分析や課題整理がなく、現状をデータ化・
文章化し、今後の奈良県の難病対策の方向性を明ら
かにする必要性を感じた。

・難病患者支援に関わる者が共通の理念に基づいた

活動を実践し、事業評価の実施、難病患者支援ネット
ワークの構築や重症難病患者入院施設確保事業の
実施を念頭にした基盤づくりにつなげたい。
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このスライドはＫＪ法で進める過程を一部抜粋したもの

ですが、保健師が ALS 患者さんを支援する中で何を問題

に感じているか、その要因は何なのかという点について熱心

に出し合いました。その問題点をカテゴリ別にくくり、更にその

問題点の原因は何なのかを支援を通して感じるところを書

きだしました。この過程を何回も何回も繰り返していくなかで

問題点を整理しました。問題点の裏返しは課題であるとい

うことで、課題を実践するためにはどうしたらいいかということ

でワーキングの中で話し合いました。 

 

 

その結果、本来難病患者さんの支援として目指す姿は

何なのかを考えました。対象は重症難病患者さんですが、

ALS 患者さんが安心して療養できれば重症難病患者さん

も安心して暮らせるのではないかという視点から、目指す姿

を「ALS 患者、重症難病患者が安心して療養できる」とし、

その実現にむけての目標について話し合い、最終的に６つ

の大目標にまとめました。1 番目、適切な医療を受けること

ができる、2番目、自分の病気を理解することにより主体的

な生き方を選択することができる、3 番目患者自らが望む

療養生活を送ることができる、4 番目、患者の望む質の高

い支援を継続して受けることができる、5 番目、家族自身

も QOL を維持でき、心身ともによりよい状態で介護できる、

6 番目、災害時に身の安全が確保される。次にこの６つの

大目標それぞれを達成するための条件は何かということで

整理しました。さらにその条件ごとに、県と保健所と難病相

談支援センターの 3 つの機関ごとの役割を明確にして一冊

のものにまとめました。 

次にこの6つの大目標を実現するために次年度から何に

取り組んでいきましょうかという話になりました。 

 

この 6 つの大目標それぞれを緊急度、優先度、実現可

能度という 3 つの視点から点数をつけまして、6 つの中で最

終的に一番点数が高かったのが、この 6番の「災害時の身

の安全が確保される」でしたので、平成 18 年度から災害

対策に奈良県として取り組むということになりました。この大

目標の具体的な条件は、3 つ出されていて、1 つ目「地域

の状況や資源が把握できている」これは行政にも患者さん

自身にも言えることですが、地域の避難場所であるとか支

援体制が分かっている。それから2つ目「市町村との役割が

分担できる」これは市町村と書いていますが、支援にかかわ

る関係機関との情報共有と役割分担が必要であるというこ

とです。 

それから 3 つ目に「家族が災害時に緊急時の対応方法

を知っている。」これはやはり自主防災の意識と準備が必

要であるということになります。平成 18 年の時は阪神大震

災のあとでもありましたので、最低 3 日間は大きな災害の

KJ法
ＡＬＳ患者の在宅療養環境の問題とその要因医療の問題

専門病院への入院・通院が容易でない

遠 い

常勤の神経内科の

医師がいない
神経内科の病棟・

病床がない

呼吸器をレンタルし

て往診してくれる病

院がない。

自宅近くに神経内

科の専門医がいな

い。

近くに専門病院
がない。

山間部の往診医が

居ない。そのため通院

に身体的な負担が大

拠点病院・協力病院がな

く難病患者が、いざという

時（緊急時）すぐ入院でき

る病院がない。

ＡＬＳだからかかりつけ医の確保が難しい

自宅近くにHPや診療所は

あるが、難病を診てくれる医

師がいない。

関係機関の調整が難しい。

特に呼吸器装着の場合、

受けてくれる医師を探す

のが困難。

かかりつけ医、往診してく

れる医師、歯科医師を探す

のが難しい。

往診医の確保が難しい。

歯科・耳鼻科・眼科等

人工呼吸器を装着する患

者の地域主治医の確保が

ＡＬＳ患者について、緊急時

の受け入れHPはあるが、入院

時に必要な内科受診の指示

がなかな か出ない。

受け入れHPに神内がない

場合にはうけいれるための調

整が難しい。

嚥下障害のある患者が食事摂取方

法の工夫についての知識が不十分で

ある。（よくむ せる。食事に時間がか

かる。栄養摂取量が不十分で体重が

告知方法に問題がある

Pt.・家族への疾

患の告知が不十分。
正しい病名で告知されていないこと

がある（運動ニューロン疾患等）

患者への告知を嫌い、告

知のたらい回しがある
告知の有無や内容につ

いては診断した医師にま

告知後のフォロー体制

告知が不十分で適切なケアが受けら
れない

進行の過程について説明が十分にされて

いなかったので関わりが難しい

病名告知がきっちりされて

おらず、関わりにくい。（病状

進行の際の相談への対応。）

介護者の不安や思い、

訴えをを聞き受けとめ

介護者のゆとりがもてる支

援体制でない

初期の段階で、PHNの介入がで

きる体制にない

患者の急変時の受け入れ体制がない

病院でのレスパイト体制が確立していない

告知後の患者・家族の理
解が不十分

告知後のフォローができていない

要求量に見合うサービス提供ができていない

訪問看護師の不足
訪問リハビリ職の不足

山間部のサービス不足

訪問看護が患者の要望どおり利
用できない

夜間・土日のサービスがない

吸引の支援体制がない

コストがかかる

入所施設がない

デイサービスの受け入れ先がない

支援者資質の問題

調整力不足

支援者（専門職）の知識不足

支援者（専門職）の技術不足

情報不足

緊急時搬送体制についてALS患者が転倒し

救急車で病院搬送時、酸素吸入を受けたこ

とでナルコーシスをおこしたことがあった。酸

素の流量等の指示をこの時点では受けていな

かった

現在独居等のリスクの高

い人に関しては一件一件消

防に相談にいき文書依頼し

ている→この体制に関し評

価できていない

県外の医療機関（専門医）にかかっており、

緊急時の受け入れ病院が決まっていない。

（四肢の症状のみで緊急時という危機感が

ない）

県外のHPの場合は調整

が難しい。

急変時の搬送先はあるが、確実ではない。

急変時の受け入れHPはあるが、当直医や時

間帯などの状況等で受け入れ不可となること

があり。その場合、救急の当番HPへの搬送

となる。

２４時間・夜間対応しても

らえない。

緊急時の連絡体制が決まっていない患者が多

い（呼吸器症状が出現していない患者・ 家

族はまだ緊急時の連絡体制必要性を感じてい

ない）

レスパイト入院

の受け入れ病院

がない。

レスパイトの為の入院ができる医療機関

等施設がほとんどない。

レスパイト入院受入れ

専門病院でのレスパイト受入れに関しては

ある日程にALS患者が重なってしまい、受入

れを断られることがある

専門病院と地域主治医の連

携ができていない。

全ての病院にケースワーカー

やソーシャルワーカーが配置さ

れていない

告知後、疾患の受容

ができず、病状進行へ

の理解が得られない。

告知後の理解の程度

は不十分な状況。

サービス利用を

拒否する患者の支

援が難しい

延命治療の有無の

選択をするにあたっ

ての情報が不充分

人工呼吸器装着に関する情報提供が不充分である （装着後のイメージ、

どういう生活になるか、どれくらい介護量が増えるのか、経済的負担は

人工呼吸器装着の意

志決定が難しい。また

本人と家族の思いが違

う場合の支援が難しい

告知後の精神的な打撃が大きいが、それ

に対する医師の支援が乏しい

管内において訪問看護ステーションの

呼吸器装着の場合、受け入れてくれる

同一市内の事業所では、各々２名の
訪問看護が

希望どおりの

時間や回数が

利用できない。

日曜日や祝祭日、夜間対応できる訪問看

護ステーションがない。

必要な訪問看護が回数

制限やスタッフ数等により

受けられない。

訪問看護ステーショ

ンのマンパワー不足

訪問リハビリ（PT.・ST.・OT.）が
利用できにくい。

訪看に所属する各職が少な

い。（人材不足）

事業所にとってST.単独の訪問で

は、実績にならないため、対応で

きない

訪問リハビリの患者を希望どお

り利用できない。

痰を吸引してもらえるヘルパーがいない。責任問

題や技術的な問題があるため受け入れ拒否すると

サービスの選択肢が少ない

事業所の所在地が

偏っている。山間では、

事業所が少ない。

地域のサービスが

少ないので、サービス

の選択ができない。

事業者側が、対

応できるスタッフ数

介護負担軽減のため、訪問看護

の利用回数を増やしたいが、事業

者側の理由で現状維

要介護５であっても必要なサービスの利用ができていない。 （事業

者側の問題、利用者の費用負担）サービス提供者側に限界がある９６

介護度だけ高くても実際の利用には費用負担が伴うので、経済的負

訪問介護が希望どおりの時間や

回数が利用できない。

訪問看護、訪問介護の夜間サー
ビスがない。

呼吸器装着のため夜間の吸引等が必

要であり、夜間の訪問看護利用を希望

したいが、対応できる事業所がない。

夜間のサービス

（看護・介護）利用が

できない。

人工呼吸器を装着すると決定しても、２４時間支援を

してくれる関係機関がない。 （夜間・土日は家族のみ

の介護になり、限界であると思われる。）

夜間ケアに入れる訪問看護がなく、ヘ
ルパーも少ない

専門病院と地域主治医の連携
ができていない。

介護者が一人のため、

サービス非利用時や特に

夜間の介護を替わる人

支援費制度の指定を受けていない事

業所の場合、別の事業所を探さなけれ

ばいけない。

Pt.・家族の希望するサービスの

利用ができない

喀痰吸引をしてもらえるスタッ

フが、訪問看護（Ns.）以外いない。

喀痰吸引でき

るスタッフが少な

吸引のケアができるヘルパーが少

ない。（現在、経過措置で実施してい

る状況である。）

コスト面の問題から

受け入れたもらえな

入所できる施設がない。

HPでは長期の入院は難

しく、在宅介護は困難な状

況があり、施設入所を希

望するが難しい。

受け入れてくれるデイケア

の施設が少ない。

ＡＬＳ患者の在宅療

養は、事前に相当な

関係スタッフ間で情報や課題の共

有ができず（連携の必要性が理解で

きていない）支援者間の関係が取れ

疾患だけに限らず、在宅支援について

の理解が不十分なため、関係職同士の

連携を取らないなど適切な対応ができて

関係スタッフと

の連携の必要性

に気付いていな

い。

他機関との連携によりPt.・家族の

持つ問題の共有を図り、協力して解

決することが必要であることへの理

解がされていない。

連携がうま

くとれている

ケースとそう

でないケース

がある

介護支援専門員と地域主治医との連
携がうまくとれない 訪問看護Ns.によるリハビリを実施してい

るが、Ns.はPt.の状態に応じたリハビリ方

法の専門職からの指導を希望しているが、

そういった体制がない

吸引のケアができるNs.が少ない
ため家族がしている。

ALS患者ケアは複雑で他疾患の高齢者と違い
受入れ側のリスクが高い

ALS患者ときくと訪問介護を受けてもらえな

い。

（理由は、訪問看護と同じであったり、病気

ALSと聞くとケアマネージャーもなかなか受けてもらえない。（理

由は、訪問看護と同じであったり、病気について理解ができないた

ＡＬＳの訪問看護をし

てくれる訪問看護ス

テーションが限られて

関係スタッフとして疾患

への理解が不十分なため

信頼を得られない職があ

る。

疾患について知らない

（知識がない）ままサー

ビス提供をしているス

タッフが多い。

呼吸器症状が出現した時のスタッフ
による対応ができない。

知識が不十分なため、家族からの

信頼が得られず、他機関のスタッフ

が調整に入ることが必要になること

病気の知識が少なく適切な対応

ができない。
ケアマネージャーが難病は保健所

福祉サービスや地域

の資源の活用を知ら

ない。

制度の併用が複雑

支援費を使うときに

その他の制度との併

支援者のパワーレス

今まで抱えたALS患者

が問題が多すぎてALS

患者ときくとスタッフが拒

否的な反応を示し、訪問

看護を受けてもらえない。

介護者が体

調を崩したとき

に、急なケアプ

ランの変更をし

てもらえない。

いろいろと支援が必要となる困難

なケースに対して、なかなか受け入

れしてくれにくい。

ケアマネージャーによって、抱えす

ぎてしんどくなる場合やサービスだ

けを調整する人など、職員の質の

問題がある。

よりよいサービスを提供しようというよ

りは、サービスの提供をすることでよい

と思っており、質の向上をしようと思っ

ていない。

ケアマネージャーが、ケ

アプランを立てることを拒

否したり、別のケアマ

ネージャーに代わっても

らってもよいから、と投げ

やりである。

Pt.と関

係スタッフ

の人間関

係が悪い。

病院以外のレスパイトが確

立していない

レスパイト入院やショートステイを受け入れ

てくれるところがない。（医療処置が必

要な人など）現在、四肢の症状だけの人はデ

イサービスも利用しており、ショートス テ

イもＯＫだと思う。

球麻痺症状があるなど医療依存度が

高くなると、ショートステイを利用できる施

設がない。

病状進行により、受け入れして
もらえない。

ショートステイの受け

入れ先がない。

症状進行によりコミュニケーションが難しい

症状の進行が早く、コミュニケーションがとれにくくなったと

き、本人の伝えたいことがなかなか把握できず、家族も関係

者も困った。また、高齢でもあり、コミュニケーション機器に

慣れる時間がなかった。Pt.の思い

などを把握し

にくい状況が

ある。
球麻痺症状、上肢の麻痺があるた

め、文字盤でのコミュニケーション

が必要であるが、それをしてもらえ
文字盤でのコミュニケーショ

ンは慣れないと難しいが、Pt.

は話し相手としての訪問も希

言語障害のため、コミュニ

ケーションが困難

意思疎通

が難しい。

非言語コミュニケーション方

法を学ぶ機会が少ない

コミュニ

ケーションを

図ることが難

筋力が低下し、意志伝達装置を使

うのが難しい状態である。本人は意

志伝達装置を使うと疲れるので、使

いたがらない。

患者・家族の経済的負担が大きい

山間の場合は通院に経済的な

負担がかかる

在宅療養はお金がか
かる

在宅療

養は入院

よりも費

用がかか

る。

入院より在宅の方が

お金がかかる

経済的な負担が大きい。収入

がないが、介護で支出する費用

は大きい。

衛生材料の費用

が大きい。

介護保険制度の

限度額をオー

バーする。オー

バーした分を自己

負担で利用してい

る。

介護度だけ高くても実際の利用に

は費用負担が伴うので、経済的負

担を考えながらの利用になっている。

介護保険での介護タクシー利用は、同一

市長村内に限られる。 ※（まちづくりと

して）自宅周辺は、駅までも坂道が 多く

受診や買い物に出るのに不便。バスも少

ない。電動車椅子では、道路の舗装も悪く、

下肢の運動障害があり不安。

介護の負担が大きい

ＡＬＳ特有の状況から訴えが多く介護者の負
担が大きい

介護量が多い

近隣の支援

入院でも付き添いが必要

患者・家族のＱＯＬの実現が困難

家族は高齢で、

介護力不足

核家族と高齢化に伴い、家族の介

護負担が増加。（人的、経済的、精神

的負担等）

入院時から呼吸器の管理等につ

いて家族の負担が多くなっている。

(機器の管理、吸 引等)  

Pt.の体格が大きい場合、家族

だけでの介護(サービス非利用

介護に配偶者以外の家族の協力

が得られない。 （家族関係が悪

い。）

介護者の身体的精神

的な疲労

本人の訴えが多く、介護者の身

体的精神的な疲労が大きい。

８４ 介護者が１人の場合、サー

ビスを利用する程でもなく、少し

だけ力をかりたい時に来てくれる

人がいない。 転倒した時、トイレ

の介助の時

入院しても介護者の負担は減少しない。

HPは完全看護であっても、呼吸器装着

や球麻痺症状でコミュニケーション困難な

場合、四肢麻痺の場合などは付き添いを

入院した場合、手がかかるので家族が

付き添わなければいけない。

医療処置（気管切開や胃ろう

等）を拒否している患者の対応

寝たきりになる前の患者の移

体位変換の訴えが多い。

ひどい場合５～１０分間隔介護者の自由な時間がない。

（介護に縛られている）

介護者が１人の場合、サービスを利用する程でもなく、

少しだけ力をかりたい時に来 てくれる人がいない。

夜間の訴えも多い（呼吸器装着

者と違い、ケアを求める時間も不

定期）

妻がPt.の場合、夫の介護負担はPt.の介護

だけでなく家事も必要であり負担増となって

いる。

介護者が高齢であれば、介護

者の健康管理も必要となる。

（高血・DMなど）

介護のために子供が

就職できない。 （Pt.の

妻だけでは介護困難

介護者（家族）の

生活に対する将来

的な不安

介護者の自由な時間がない。（介
護に縛られている）

介護者の自由な時

間がない。（介護に縛

られている）

家族（介護者）が体

調を崩した時、頼れる

人がいない。

長時間の訪問介護利用が

難しいため介護者の外出等が

できない。

介護者の生活の質が維持できない近所へ知られたくない

他人が言えに

はいることに

抵抗がある

介護の負担が大きいにもかか

わらず、サービス利用しないで家

族だけでを頑張っている

Pt.を家族だけで抱え込みすぎ、

家族は外出ができない、また訪

問時に公用車を止めることがで

行政等が入ること

により近所に知られ

るのではなどの偏見

あり。

Pt.のスタッフへの

遠慮が大きい。

介護の負担は大きいが、Pt.・家族

とも地域の偏見があるのではと気

にして、サービスの利用をしたがら

ない。

地域住民にサービス

の利用を知られたくな

いため、サービスの導

入困難。

患者のＱＯＬの実現が困難

患者の身体的苦痛

楽になりたい

生き甲斐・楽しみがない

生き甲斐・楽しみ・ＱＯＬへの支

援がない

交流がない

呼吸器装着への
後悔

精神的な不安が大きい

倦怠感が非常に

つよい

症状の進行による身体的な

苦痛が大きい。

存在している意味を見失う。

うつ的になる。

Pt.は死にたいことを訴え

るが、ケアに対する要求

はある。精神的な不安が大き

い。

本人の精神的な不安が大

きかったり、生きがいをみつ

けられない。

病気を受け入れら

うつ的になる

Pt.の「生」への楽

しみがなく、活かさ

れている状態。

生きがいを

みつけられな

い。

治療法がなく病気の進行と

毎日苦しんでいる患者家族

にとって生きがい、楽しみに

関する支援は重要であるが

公的なサービスの活用が難

しく、どの機関がコーディ

ネートしていくかが曖昧（現

在は保健所把握ｹｰｽに関し

ては保健所が行っている）

年齢が若く、患者間の交

流がない。

外出困難な状況であり、他患者

の状況や情報を得たいと思うが

それができない

人工呼吸器装着後の後

悔の気持ちがある （ 本人、

家族ともに「こんなはずで

介護者のＱＯＬの実現が困難

訪問看護の体制が不十分

告知体制の問題

災害者対策がない

災害規模を想定したＡＬ

Ｓ等の重症難病患者の

台帳整理ができていな

い

保健所単位での

体制作りができて

いない

災害時に活用できるよう

な患者の台帳の管理が

できていない

病院に在宅療養移行に向けての
調整役がいない

重症難病患者療養支援環境の
評価と課題の整理

 めざす姿

ALS患者（重症難病患者）が安心して療養で

きる

【大目標】

１ 適切な医療を受けることができる

２ 自分の病気を理解することにより、主体的な

生き方を選択することができる

３ 患者自らが望む療養生活を送ることがで

きる

４ 患者の望む質の高い支援を継続して受け

ることができる

５ 家族自身のQOLを維持でき、心身ともに

よりよい状態で介護できる

６ 災害時に身の安全が確保される

奈良県の重症難病患者への支援
目標とその取り組み

６ 災害時に身の安全が確保される

 目標達成のための具体的な条件

① 地域の状況や資源が把握できている

→地域ごとの避難場所や支援体制

② 市町村との役割分担ができる

→情報共有と役割分担

③ 家族が災害時に緊急時の対応方法を知

っている

→自主防災の意識と準備
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時には支援を受けられないという状況があったようでしたの

で、最低 3 日間だけでも自分たちでなんとか生き延びてい

ただくというような意識と準備をしていただく必要性ということ

から出されました。 

 

災害支援の経過です。 

 

平成 18 年度から県として難病患者の災害対策の取り

組みが開始し、ワーキング会議ではここに記載されている自

主防災マニュアル「災害のそなえ」の作成に取り組みました。

これは医療機器を使われている難病患者さんのための災

害のそなえです。あとは災害の支援者リストに挙げるための

登録申請書を作成しました。災害時要援護者リストは医

療機器を使われている方と、一般的な要援護者の方のリ

ストの２種類作りました。また緊急医療手帳はご自身で携

帯していただくものとしていろいろな情報、機器の情報であ

るとか薬の情報を記載していただくための手帳を作成しまし

た。この時期平行して県庁では新規事業として「災害時等

在宅患者支援事業」の予算要求を行いました。 

 

 

そして平成 19 年度、新規事業として「災害時等在宅

患者支援事業」がスタートしました。この予算要求に関して

は、本庁の保健師は財政課担当者に事業の必要性を理

解してもらうための資料作成やデータ作成など、施策につな

げるための非常に大きな役割を担っていると思います。しか

し本庁では個別支援にかかわることがないので、ワーキング

会議でいろいろな情報交換が保健所保健師とできたこと、

ALS 台帳によって ALS 患者の状況が把握できたことが事

業化につながったと思います。 

 

事業概要ですが、奈良県の重症難病患者要援護者

台帳登録申請書と緊急医療手帳は年一回、特定疾患

の登録患者の重症登録、重症認定を受けておられる方に

更新書類と一緒に送ります。災害時要援護者リストに挙

げてほしいと希望される方は手挙げ方式で申請をいただき、

災害時要援護者リストを作成します。緊急医療手帳は療

養情報を記載し携帯するなどご自身で活用いただくというこ

とになります。機器使用者の自主防災マニュアルの「災害の

そなえ」は、医療機器を使っておられる方に保健師から配

布をさせていただいております。災害時在宅重症難病患者

支援マニュアルは、災害時要援護者リストを使って実際の

災害時に活動できるよう、保健所の係長レベル以上が集

まって一年間かけてマニュアルを作成しました。 

災害時支援の経過

奈良県難病対策の経過（抜粋）

■平成１８年度

県として難病患者の災害対策の取り組み開始

●ワーキング会議にて

・ 自主防災マニュアル「災害のそなえ」の作成

・ 「奈良県重症難病患者要援護者台帳登録申請書」

・ 災害時要援護者リストの作成（1回/年）

・ 「緊急医療手帳」

●県庁にて

「災害時等在宅患者支援事業」の予算要求

平成１９年度

新規事業として

「災害時等在宅患者支援事業」スタート

災害時等在宅患者支援事業の概要

 「奈良県重症難病患者要援護者台帳登録申請書」
による登録者の把握

 災害時要援護者リストの作成（1回/年）

 「緊急医療手帳」の配布と活用

 機器使用者への自主防災マニュアル「災害のそな
え」配布

 「災害時在宅重症難病患者支援マニュアル」の作成

 「奈良県災害時難病要援護者台帳」の市町村への
情報提供（1回/年）

 「医療機器使用難病患者台帳」の電力会社への情
報提供（１回/年）
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要援護者リストの様式です。市町村に情報提供を年一

回しています。あとは医療機器を使用されている患者さんの

リストを関西電力に情報提供しています。要援護者リスト

の目的としては災害時の体制整備、それから災害発生時

の安否確認と支援の円滑化ということでリスト対象者は重

症認定を受けておられる方で登録を希望された方です。 

 

人工呼吸器や吸引器、酸素濃縮器などの医療機器を

使用されている方を対象とした医療機器使用者要援護者

のリストです。このリスト対象者は、保健所の第一支援優

先者として支援の対象としています。 

 

これは市町村に配布しているリストのデータの項目です。

これを市町村ごとのリストを CD にて年一回県の防災統括

室を通して各市町村に提供しています。平成 18年から行

っていますが、当初市町村によっては難病を所轄する課や

係がないため「うちはいらない」とか、「うちは受け取れない」と

いうことで拒否されたところがかなりありました。県としてはい

らないから作らないのではなく、必要な時に使っていただける

よう根気よく毎年作成してきました。その後、東日本の大震

災もあり、今ではいらないという市町村は一カ所もなくなりま

した。すぐに結果が出なくとも継続することに意味があり結

果につながるというふうに思っています。 

 

緊急医療手帳です。中身は医療の情報とかお薬の情

報ですね、機器の設定の情報とかを自分で書いて持ってい

ただくものです。 

 

「災害のそなえ」（自主防災マニュアル）の表紙です。

ALS患者さんについては新規申請時から支援に関わります

が、そういった患者さんが医療機器を使用されるようになれ

ばその方が使われている医療機器に合わせて作成しお渡し

するということになっています。ここでは人工呼吸器と吸引器、

酸素濃縮器ということで 3つ使われている方の「災害のそな

え」ですが、機器に応じて 7 パターン作っていますのでそれを

患者さんに合わせて作っています。 

 

奈良県重症難病患者要援護者台帳
 目的

①災害時に備えた体制整備

②災害発生時の安否確認と支援の円滑化

 対象

特定疾患重症難病患者認定を受けている
方で登録を希望された方

 方法

更新案内に申請書を同封し、台帳登録を
希望する場合は申請

フリガナ 名　　　前

担当者名
歳 住　　　所

68 歳 電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　

名　　　前

担当者名

住　　　所

電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　

名　　　前

担当者名

住　　　所 　確認日

電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　 　時間

名　　　前 　氏名

意思伝達装置の種類 担当者名

住　　　所

① 人工呼吸器用 1 電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　
② 名　　　前

１５６－１０ ③ ケアマネ

④ 住　　　所
電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　

① 手動吸引器 名　　　前

② 担当者名

③ 住　　　所

④ 電話・ＦＡＸ ＴＥＬ　 ＦＡＸ　

ＢＩｐａｐ

人工呼吸器

移動の方法

一人で車椅子で
移動可

肢体不自由

外部バッテリーの種類・使用可能時間

①

妻・長男・嫁・孫２人

介護度

要介護５

使用している医療機器
（機器会社名、品名、商品番号）

身障手帳

障害部位

級

人工呼吸器・吸引・胃瘻・膀胱留置カテーテル

　５時間

フジ

介護者

病
院

　　同居の長男夫婦　　　共働きのため日中の介護は
期待できないが夜間や休日は協力

妻

関係機関

住所

ＴＥＬ

連
絡
先

緊
急

奈良市

②

③

フジ

1

年齢

ＴＥＬ

ＦＡＸ

療
養
状
況

５
．
そ
の
他 ＦＡＸ

優
先
度

男

氏　　　名
生　　年　　月　　日

病名・住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ

性  別

氏　名 ○　○　　○　○

宇陀市

62

④

1

吸引器
代替可能機器

ＴＥＬ・ＦＡＸ

医
療
機
器

訪
問
看
護

居
宅
事
業
所

医
院

近所に娘が住んでおり、時々手伝いに来てくれる

意思伝達装置

伝の心

　　１３　　・　　５　　・　　８　　　・　　　生昭和

住所

病名 ＡＬＳ 受給者番号 ０８１１１１１　　　

○○

奈良県○○○○

○○

大阪市○○

帝人

○○○病院

○○

奈良県○○○○

災害時の支援体制についての取り決め事項等

○○

○○診療所

奈良県○○○○

居宅支援事業所○○○○
○○

奈良県○○○○

安否確認日時
確認者名

確認した内容

○○

奈良県○○○○

訪問看護ステーション○○

留意すべき状況・困っていること

同居者

主な介護者（年齢）

介護協力者

コミュニケーション方法医療処置

災害時難病患者要援護者台帳　（市町村）

優先度 　療養状況

状況 続柄 主な介護者
続柄

（家族の場合）

年齢
（家族の場合）

有無 級 有無 介護度 事業所名

連絡者氏
名

続柄 住所 電話番号

平成   年度   災害時難病患者要援護者台帳　　（市町村）   平成　　　年　　　月　作成

優先区分 医療機器使用

在宅患者

受給者番
号

氏名 フリガナ

介護保険

医療処置
内容

生年月日 性別 住所 ＴＥＬ 受療機関

移動方法
コミュニケー
ション方法

緊　　急　　連　　絡　　先

備考

　入院先
（施設名）

同居者 介護者 身障手帳

 情報提供の項目

災害のそなえ

医療機器をお使いの

特定疾患療養者の方へ

お使いの医療機器

人工呼吸器

吸引器

酸素濃縮器
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最後に今後の課題ですが、他の分野との整合性を図り

ながら災害時在宅重症難病患者支援マニュアルの改訂と

災害対策要綱の整備をしていくことが必要です、難病とし

ての災害対策は平成 18年度から実施されていますが、精

神や感染症、長期療養児災害時要援護者リストなど、他

の分野での整備がなかなか進んでいません。災害時の支

援者は難病だけではないので他の支援者との整合性が図

れていないと実際には動けないことになります。県の災害時

の初動態勢としては震度何以上の時にはどこに参集と決め

られています。皆さんの県でも決められているかと思います。

その参集された先で医療救護班や連絡係とか搬送係とか、

いろいろなところに保健師が一応指定されているという状況

にあります。そうなってくるとなかなか支援リストがあっても難

病患者さんの支援にはかかわれないということもありますので、

県全体や防災担当課を中心に、各課や機関の整合性を

図った要綱が作られ動ける体制整備が求められていると思

います。ようやく今年、県のほうでもそういった災害のマニュア

ルを整備しようという動きがありますので、難病のマニュアル

も改訂していきながら整合性のとれたものを整備していかな

くてはいけないなというふうに思っているところです。「災害の

そなえ」につきましては、医療機器も種類が増えていろいろ

な機器が導入されているので改訂の必要があり、昨年度ワ

ーキングでは一部改訂はしておりますが、今後も改訂が必

要になると思っています。 

あとは各保健所のネットワーク会議の委員からも発言が

あり、啓発をしていくための「災害のそなえ」のダイジェスト版

を作ってはどうかといった意見もありましたので、「災害のそな

え」は個別支援として活用し、いろいろな方への啓発として

はダイジェスト版を本年度ワーキング会議で作ってはどうかと

いうことで進んでいます。また機関としては市町村や訪問看

護ステーションなどいろいろな関係機関があり、それぞれに

災害マニュアルを作成されておられるところもありますので、

そういったものとの整合性もはかっていく必要があるかと思い

ます。現在市町村のほうに年一回情報提供している災害

時要援護者リストにつきましては、ようやく全市町村に受理

してもらえたという状況がありますのでどのように活用されてい

るのかについての確認も今後必要と考えています。またリス

トの対象者は希望者のみになっていますが、それでは本来

リストとしては不足があるのかなとも思っていますので、個人

情報の保護に配慮しながら支援を必要とする人をきっちり

把握し、情報提供していく必要があると思われるので、その

方法についても今後考えていかなくてはいけないと思ってい

ます。今年度から地域福祉課というところで、奈良県の災

害時要援護者支援というホームページが立ち上がりました

ので、難病の情報提供をしながら連携していく必要があると

思っています。これまでの経過を通して思うことは、他の分

野や機関となかなか足並みが揃わないところがありますが、

必要と感じたことや、これはするべき事と感じた事は、まずで

きることから進めていくことが大事だと思います。奈良県では

災害対策について難病だけが先走っているという印象を持

たれていた感がありましたが、ようやく事業が始まって 8年経

ち、他の分野の方にもなんとなく理解してもらえ、一緒に同

じ方向に向いて進んでいけるかなと感じています。まずはで

きることから始めてみるということが大事です。奈良県でも個

別支援が基本になりますので、今後も保健所と県が協力し

ながら個別支援の充実と新たな施策につなげられる取り組

みができたらと思っています。 

 

３ 今後の課題

 難病患者への災害対策の要綱の整備

 「災害時在宅重症難病患者支援マニュアル」

の改訂

 「災害のそなえ」の改訂及びダイジェスト版の
作成

 市町村、訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ、医療機器会社等
の関係機関との情報共有と役割分担

 重症難病患者要援護者台帳の登録対象者の
検討

 「奈良県の災害時要援護者支援」のホームペ
ージへの情報提供

ご清聴ありがとうございました

- 13 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は資料として、パワーポイントのレジュメとそれから災

害時個別支援計画という表紙に書いてある別冊をお配り

しています。 

 

最初に今日の内容ですけれども、東京都の保健所はど

うなっているのかという話と、今日は保健師の方が対象なの

で、保健師としてどんな仕事の体制になっているのかというお

話からです。今日佐々木さんが来てくださっているのですが、

実際に作成のところでご一緒させていただいたところで、保

健師としてこんなことをしながらやってきたというようなお話が

参考になればと思い用意してきました。 

 

はじめに東京都の保健所についてです。 

 

少し見にくいのですが、ここが東京都全域でちょっと特徴

的なのは、板橋区の課長さんがお話されておりましたけれど

も、特別区と市の境がここなのですが保健所の成り立ちが

違っていて、東京都の保健所というとこちらの多摩地域の

保健所をいいます。いわゆる県型保健所で市町村が一時

サービス、感染症とか難病の方、精神保健などを保健所で

行っています。こちらの 23区のほうは、保健所とプラス市町

村業務などを一緒にやっていらっしゃるので、同じ保健所と

いっても仕事の内容が異なります。わたしがおりますのはこの

真ん中辺にある 6 市を管轄している保健所で、八王子市

と町田市が保健所設置市になったので都保健所というと 5

カ所というような言い方をすることもあります。 

在宅人工呼吸器使用難病療養者
の災害支援

ー都道府県保健所の立場からー

難病の地域ケアコース

東京都多摩府中保健所
倉下 美和子

本日の内容

 東京都の保健所について

 災害時の支援について

 災害時個別支援計画作成の実際

 まとめ

東京都の保健所について

３．行政職・保健師として災害時個別支援計画策定をすすめることの意義と課題 

②都道府県 保健所の立場から 

 

東京都多摩府中保健所  倉下 美和子       
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実際の多摩府中保健所の管内は、98 万 7,000 人、

100 万人位いらっしゃいます。神経難病の拠点病院は管

内だけで 4 カ所ありまして、その中に都立神経病院といって、

歴史的にも神経難病の方の医療で先進的にやってきたとこ

ろが管内にございますので、府中市にお住いの方だと人工

呼吸器を使用して長年療養されている方がほかの管内に

比べて多いという特徴がございます。ちょっと前のスライドで、

ALS の医療券をお持ちの方は市部では 327 人で、都全

域のだいたい 3 分の 1 弱の方がいらっしゃいます。その中で

管内は 89 人の方になります。10 万単位の人口で見てみ

ますと、都全体で 7.08なのですが、今お話しました府中市

では 9.79 ということでちょっと高めになっているという状況で

はあります。 

 

ここからは保健所の業務体制です。保健師がいるところ

は地域保健係というところだけではなくて、感染症対策や

医療相談の部署があるのですが、難病保健は地域保健

係ですので、ここは地域保健係の仕事の中身を簡単に書

いておきました。市町村への技術支援と、それから精神難

病対策のところの保健師の業務計画というところが大きな

役割になっています。実際にどのような体制でやっているかと

いうところは、皆さまの職場によって多少違うかなと思いまし

たので簡単に説明させていただきます。 

 

わたしたちの保健所では市町村別に地区分担制と対象

別の業務分担制ということで組み合わせをしております。市

単位で地区リーダーがおりまして、業務担当のほうでもリー

ダーをおくというかたちになっています。市の地区リーダーとい

いますのは、市の窓口とか市全体の課題を見ながら市担

当の保健師のリーダーシップを取りながら問題解決を図る

役割を担うことになっています。業務担当のほうは都の事業

施策を見ながら地域の中でどういうふうなことをやっていった

らいいのだろうとか、事業の企画運営のところでは総括的な

役割をしながら事業運営をしていくというような役割になって

います。わたしは市のほうでいうと府中市の担当の地区リー

ダーをしていて、業務のほうでいうと難病母子の業務担当の

リーダーをしていますので、そういう意味では両方が見やすく

て結構仕事としては幅広くできるかなというふうに思っており

ます。この業務担当リーダーのほうは先ほど三原さんの話に

ありましたが、本庁のほうで企画をしてくれる担当者会という

のがありまして、保健所の担当者同士の連絡調整とか課

題の共有とか、それから「うちはこんなことをやったけどどうだっ

た？」みたいな話をして少しずつ進んでいくというようなところ

では助かっている会議があります。 

 

難病の方の支援のプロセスですけれども、東京都の場合

は医療費助成の申請窓口は平成 16 年でしたか市町村

管内人口の状況

管 内 東京都

総 数 ９８７，１９２人 １３，１３０，７６２人

年少人口 １２．４％ １１．８％

生産年齢人口 ６７．５％ ６７．３％

老年人口 ２０．０％ ２１．０％

「平成25年1月1日住民基本台帳」

業務内容

《地域保健係》

・ 地域保健に係る市町村への技術的支援に関する
こと。

・ 市町村保健師等との連絡調整に関すること。

・ 精神保健及び精神障害者福祉に係る保健指導業
務の計画及び調整に関すること。

・ 難病対策に係る保健指導業務の計画及び調整に
関すること。

・ 市町村別による地区分担制と、対象別の業
務分担制を組み合わせている。

・ 市単位で地区リーダーをおく。

・ 業務担当リーダーをおく。

業務体制

支援までのプロセス

《対象者の把握》

・ 医療費助成申請窓口は市町村になっている。

新規申請者で特に支援が必要と思われる方へ
は、電話等でアプローチする。

・ その他、病院からの連絡、関係者からの相談
から把握することも多い。
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にお願いするかたちになって、実際には新規申請や更新の

方に保健所保健師がお会いするチャンスがなくなってしまい

ました。わたしたちが新規申請の方に特に早めに支援が必

要かなと思われる方については、新規申請の方に限っては

申請書類の写しが本庁から各保健所に戻ってきますので、

そちらを見ながら地区担当が電話などをして、「保健所では

こんなご相談にのれます」「こんなサービスをやっております」と

いうようなお話をさせていただいております。現状としてはどこ

の誰か分からない、「あなた誰だ」というところからお話をしな

がら、「じゃ、案内だけ送ってくれ」とか、「じゃ、今度いついつ

なら来てもいいよ」とか、それぞれいろいろな入り口があるの

ですが、そういう中からアプローチを開始する方、それから病

院からの退院連絡とか関係者の介護保険のケアマネさんと

かヘルパーさんとかからご相談があってかかわりを開始するこ

とも多いです。 

 

次に災害時支援についてご説明させていただきます。 

 

東京都の取り組みとしては、ここには、平成 23 年度以

降のことが書いてありますが、それ以前から、東京電力への

登録希望者の方を東電の方にお知らせするということや、

「災害時の手引き」という、緊急時に利用できるような情報

をまとめたものをお配りしていたというような経過はあります。

また、人工呼吸器使用者の方の備えに関する調査をした

結果、備えの充足が必要ということで、緊急時対応支援

事業、これは年度途中でしたが、医療機関から人工呼吸

器のバッテリーとか充電式吸引器とかを借りられるような仕

組みを作ってくれました。さらに、人工呼吸器等実態調査

では、実際の細かい調査を訪問看護ステーションで、保健

所も声をかけていただきながら実施し、調査結果は市と保

健所に情報提供にご了解をいただいた方は提供してもらえ

るようなかたちを考えてくれました。 

 

その結果を受けて、東京都では、東京都在宅人工呼吸

器使用患者災害時支援指針と、個別支援計画作成の

手引きという二つを作成しました。今日お配りした別冊がそ

の一つの災害時個別支援計画、東京都でひな型として示

されたのがこの計画になっています。指針はこんな感じの黄

色い表紙のものです。これは難病の方だけではなくて在宅

人工呼吸器使用者の方を対象にしておりまして、支援の

主体である区市町村が各機関の協力のもと、災害時個別

支援体制を確立するための方策を示すために示されたもの

になっています。概要はホームページで見られるのでよろしけ

ればご覧ください。この中にこの計画がはさまっていて、ちょっ

と開いていただくと右側がその内容説明になっていて、左側

に書いていただくようなかたちになっております。 

 

指針からの抜粋ですが、大きなくくりとしては災害時要援

災害時の支援について

● 人工呼吸器使用者の停電の備えに関する調査

● 在宅療養患者緊急時対応支援事業

（医療機関からのバッテリー等の貸与）

● 災害時の在宅人工呼吸器使用難病患者に係る人

工呼吸器実態調査

10

東京都在宅人工呼吸器使用患者災害時支援指針
個別支援計画作成の手引き

東京都の取組

「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針・
個別支援計画作成の手引き」（平成24年3月）

■ 基本的な考え方
支援の主体である区市町村が、関係機

関の協力の下に、災害時個別支援体制を
確立するための方策を示す。

■ 対象者
在宅人工呼吸器使用者

■ 内 容
１ 平常時から準備しておくこと
２ 災害が予想される時の対応（台風、

大雨等による風水害）
３ 災害発生時の対応
４ 別添・参考資料

災害時要援護者対策との関係

「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針・個別支援計画作成の手引き」p６（平成24年3月）

　　対象者：高齢者、障害者、難病患者、
　　　　　　　　妊産婦、乳幼児　 等

災害時要援護者対策

災害時要援護者の把握

災害時要援護者の名簿作成 うち、在宅人工呼吸器使用者の名簿
（以下、「災害時人工呼吸器使用者リス
ト」という）作成

うち、在宅人工呼吸器使用者の把握

在宅人工呼吸器使用者のための
災害時個別支援計画※の作成

※　発災時は、事前に定めた避難支援プラン（個別計画）、災害時個別支援計画に
　　 基づき、避難支援、避難生活支援等を行う。
　　　（在宅人工呼吸器使用者については、在宅での療養支援を含む。）

避難支援プラン（個別計画）※の作成

　
対象 ： 難病、脳卒中後遺症、
　　　　　　脳外傷、呼吸器疾患、
    　      重症心身障害 　等

在宅人工呼吸器使用者対策
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護者対策の中の人工呼吸器使用者の方だよという位置づ

けになっています。在宅人工呼吸器使用者の方については、

在宅避難というか、避難が前提ではないというようなかたち

で、この計画の中にも家に備蓄するものは 7 日分置いてお

きましょうとか、家屋に何もなければ、在宅で過ごすことを考

えることも必要となります。 

 

実際に平常時からの準備は、まずこの把握のところです。

ここが今はまだなかなかシステム化できません。東京都が作

ったチラシを人工呼吸器の業者さんや訪問看護ステーショ

ンに配布をお願いしたりしているのですが、情報集約の仕組

みはまだ難しいです。少しずつその辺を整備していけたらな

ということで一緒に考えているところです。保健所はどうする

かというと、市の方と一緒に実際に保健所で把握している

難病の方や重症心身障害者の方から一緒にやりませんか

ということで、市の担当部署の方とお話をしながら進めてき

ているという現状です。ここが少しずつできてくると今度は同

じ区市町村の中での防災の対策の部署の方と具体的にこ

んな地域にこんな方がいらっしゃるので、こんな課題がありま

すというのがはっきりしてくるので、その中で情報共有しなが

らプランの中に反映できればいいなと思っています。 

 

実際の計画作成です。まずそうは言っても、この災害時

個別支援計画というのをどうやって具体的にイメージ化して

いけばいいのかということを、ちょっと悩みまして、自分としても

ストーリーがうまく描けませんでした。あと災害時個別支援

計画という言葉が一人歩きしていて、いわゆる療養支援計

画とくっついている人もいれば、先ほど板橋区の課長さんが

お話されたような災害時の地域防災計画とかそういうところ

につけられている要援護者対策としての個別支援計画のこ

とをいっている人もいれば、用語が混乱している感じでした。

わたしたちとしては、市の方が作るその行政の計画、災害

時の計画に裏面でも、「この方はこういう個別性があるので

お願いします。」というようなものができればいいなというふう

なイメージをしていて、わたしたち自身も災害の部署の方の

ことをよく存じ上げていなかったりとかして、まず知り合うところ

からも大事だなと思ったりしていました。 

 

そこでまず、所内体制の整備から始めました。地区担当

保健師向けには災害時個別支援計画の作成がなぜ必要

なのかというのを知ってもらわないと、実際に現場に出向くの

は地区担当なので、その地区担当に今日いらっしゃる小川

さんがうちの専門員なのですが講義をしていただくという機

会をまず年度初めに設けました。それから市のリーダーがい

ますので、市のリーダーは市の窓口にありますからきちんと情

報を把握していないと話がまとまらなくなってしまうので、指

針ができたよという話とか、東京都の財政支援はこのような

流れになっているとか、都としてはこのような動きでやるという

ことでスケジューリングなどを作って、「だからうちとしてはこん

なところを作成していかないといけないんじゃないか」という話

をして、共通のイメージを持つような話し合いを 2 回位持ち

ました。 

平常時からの準備（各機関の役割）

「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針・個別支援計画作成の手引き」p６（平成24年3月）

 

在宅人工呼吸器使用者の把握 

把握集約機関 各区市町村で決める 

・障害担当部署等（その他の疾病） 

・保健担当部署等（難病・重症心身障害児） 

災害時人工呼吸器使用者リストの作成 

人工呼吸器使用者マップの作成 

災害時個別支援計画作成 

（避難支援プランを含む） 

 

区市町村の災害時要援護者対策担当部署 

 
災害時要援護者名簿作成 

避難支援プラン作成 

 

区市町村の窓口 

訪問看護ステーション 医療機関 

介護事業所等 
情報提供 

情報提供 

情報提供 

情報提供 

情報共有 

情報提供 

市町村への難病・

重症心身障害児に

ついての技術支援 

東京都保健所 

多摩地域のみ 
（保健所政令市を除く） 

災害時個別支援計画作成の実際

所内体制の整備

《地区担当保健師向け》

・ 災害時個別支援計画の作成の意義などに
ついて難病医療専門員からの講義を実施。

《地区リーダー向け》

・ 指針及び財政支援など都事業の概要説明。

・ 計画作成までのスケジュールイメージなどを
共有し協力を依頼。

- 17 -



 

それから療養支援をしている担当者向けということで、年

に一回の開催ですが、関係者の連携を深めて支援を向上

していこうという目的で開催する難病保健医療福祉調整

会議という会議で、23年24年度を医療依存度の高い在

宅難病療養者の災害支援ということで行いました。防災部

署の方、障害部署の方、訪問看護ステーションの方をお呼

びしました。初年度はまだ指針がでていなかったので、管内

で独自にこのような計画を作っている先生がいらっしゃったの

でその先生のお話や、東日本大震災での支援の状況でど

ういうことが課題かというようなお話からイメージ化をしまして、

次の年は具体的に個別支援計画を作った経過、あとから

お話をされる佐々木さんにご協力いただいて事務の方は、

実際の在宅の状況が分からないかなというのを感じましたの

で、「ぜひ佐々木さんお話をしていただけませんか」というお

願いをしましたら、もう快く引き受けてご講演くださいまして、

そのお話を受けて実際に取り組み始めた行政もいくつもあり

まして本当にありがたいなと思っております。 

それから関係者向けとしましては、保健所の協議会の部

会で指針や現状の報告をしました。 

 

実際の方法ですけれども、まず市の人工呼吸器使用者

災害支援計画担当部署に電話をして、係長と地区リーダ

ーまたは業務リーダーで話し合いからしましょうということで、

関係部署のお声かけは各市にお任せをして現状をお互い

話しながら、保健所としては「今わたしたちが、かかわってい

る方がいるので、ご一緒にまずここからやっていきませんか」

みたいな提案をさせていただきました。それで各市の状況を

踏まえながら、スタートしたのが去年です。 

 

佐々木さんの経過をざっと説明しますと、まずご本人ご家

族に主旨説明させていただいて、それから市と連絡をとって

みたいなかたちで進んでいます。 

 

 

 

1 回目は専門員と保健所が、主旨説明と「モデル事例

をお願いできませんか」というお話をしまして、2回目はコアに

なるメンバー、でも佐々木さんのお宅はコアになるメンバーが

《療養支援担当者向け》

・ 難病保健医療福祉調整会議を活用

平成23年度、24年度のテーマを医療依存度の

高い在宅難病療養者の災害時支援としてる。

《関係機関向け》

・ 既存の地域保健医療協議会部会で、指針や現状を
報告

地域関係者への普及

実施方法

・ 人工呼吸器使用者災害支援計画担当部署

との話し合い。

→係長、地区リーダーまたは業務リーダー

で現状把握。保健所としてできることの提

案。

・ 各市の状況を踏まえつつ、市担当保健師が
中心になり計画作成開始。

作成の実際

１ ご本人・ご家族への主旨説明及び協力依頼

２ 市及び支援関係者へ連絡・日程調整

３ ご本人宅で支援関係者と「災害時個別支援計画」
の冊子により話し合い。

４ 計画に修正を行い、ご本人・ご家族の同意を得て、
関係機関へ配布。

作成の実際

１ 訪問（１回目）
【難病医療専門員・保健所】
・ 主旨説明とモデル事例を依頼。

２ 訪問（２回目）
【ケアマネージャー、訪問看護ステーション（２ヶ

所）、市役所、難病医療専門員、保健所】

・ 「災害時個別支援計画」を使用し内容説明及び記
入する部署の確認。

・ 情報集約は保健所とし、次回の日程を確定。

作成の実際

３ 訪問（３回目） 【保健所】

・ 物品の確認（様式１の内容）

４ 情報集約

・ 地区担当保健師が情報を集め、用紙

に記入。

・ 参考資料も準備。
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最初から最後まで変わらなかったので話が早かったのですが、

このような方々にお宅にお集まりいただいて、まずこの計画

は別冊に書いてあるこのひな型の内容を説明しながら、「こ

こはこんなことを書いたらどうでしょう」という話をしまして、「じ

ゃ、情報集約は保健所でします」ということで、例えばケアマ

ネさんには「関係者の方のリストをください」とか、「停電時に

エアマットをどうすればいいかというのを確認してください」とか

それぞれ役割を決めていきました。物品が佐々木さんのお

宅はいろいろなところにきれいに収まっていたので、わたした

ちの勉強も含め、保健所だけで物品の確認を奥さまと一緒

にさせていただきました。 

 

 

 

それから情報の集約をして、171の話も出たので参考資

料も準備し、4回目を迎えました。この計画の記入されてい

るところを確認しながら「171 はいつやろうか」とか、ハザード

マップで「佐々木さんのお宅は、この辺は大丈夫かね」とかそ

んな確認をして、この時に 2 階にいらっしゃるのですが、「1

階に下りるのは階段を下りなければいけないと思っているん

だけど」「じゃ、それはやったほうがいいね」とか、「171 やろう

ね」というような話をして、大枠何も変化がなければ一年後

もう1回やりましょうということでした。実際 171をやってみた

ら、なぜか自宅の電話では登録できなかったということが分

かったりして、「やってみると勉強することがあるね」ということ

で、だいぶ佐々木さんにはご迷惑をおかけしながらも進んで

きた感じです。 

 

 

 

まとめとしましては、計画の欄を埋めるということが目的で

はなくて、それを基にご家族、ご本人も含めてまず話し合い

をして少しでも進んでいく、それで課題になったことをそれぞ

れができるところから準備していくということだと思います。一

事例ではなんですが重ねていくとだんだん見えてくることもあ

りまして、その重なったものが行政としてできる課題かもしれ

ないので、そういうことを整理していけるのが現場にいる保健

師かなと思います。 

 

作成の実際

５ 訪問（4回目）

【ケアマネージャー、訪問看護ステーション
（２ヶ所）、市役所、難病医療専門員、保健所】

・ 計画、参考資料、ハザードマップ持参

・ 記入内容の確認、今後の予定など

予行練習

・ １７１の予行練習

１７１伝言ダイヤルに家族が録音し、関係者
は確認する。

→実際には、自宅の電話で登録できず。

調べても？

携帯電話で登録。

ま と め

作成の経過をとおして

１ 計画の情報を見直すことで、「これはどうな
る？」と話が展開する。

２ 計画作成により、明らかになる課題を検討
すること準備していくこと等のプロセスが大事。

３ 事例を積み重ねることで課題や解決策がみ
えてくる。

保健所担当者の役割

・ 本庁の動き、情報に注意し的確に把握。

・ 所内体制、市支援、関係者への普及など計画
的に実施。

・ 一時的ではなく継続できる仕組みづくり。
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あとは保健所としてはやはり本庁の動きは敏感になりな

がら、市の方とどうやっていくか、関係者への普及を計画的

にやりながら、一年たった時にどうなっているみたいなところを

チェックしたり、市の人が困っているところがないか時々お話

を聞きにいきながら一緒に考えたりという仕組みづくりが必

要かなと思っています。ちょっと早足ですけれどもそんなかた

ちで今まで進んできて、まだまだこれから課題はいっぱい出て

くると思いますが、一事例一事例重ねていく中で、市の方も

最初は「情報集約機関を保健所にしてくれ」とか言われた

こともありますが、「やはり市の中にないと困るからうちの課が

引き受けるようになりました」とか、「少しずつ防災の部署の

人と話をしています」とか少しずつ変化がみえてきて、一緒に

やっていくということは大切かなというふうに思い、特別なこと

ではないというふうに思います。これをきっかけに広がっていけ

ばいいのではないかなと担当としては思っております。ご清聴

ありがとうございました。 
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皆さんこんにちは。東京都府中市の佐々木です。 

佐々木はこの頃、音声装置を使って話すことが多くなっ

ているのですが、今日は私が代読させていただきます。私た

ちの取り組みは、不十分なものですが皆さんの勉強会に参

加させていただいて、私たち家族も学びたいと思っております。

よろしくお願いします。 

では、佐々木公一のまず日常生活を少しご紹介します。

ALS を発症して 17年目になりました。呼吸器をつけてから

は 13年目に入っています。 

 

まず、一番新しい佐々木のライフワークは、福島支援に

全力です。福島の ALS患者さんと一緒に、福島県いわき

市にあります病院を訪問し ALSの患者さんのお見舞いをさ

せてもらっています。主には東京家政大学の学生さんと文

字盤を使ってのコミュニケーションを取ったり、歌をうたったり、

そのような時の企画、指揮を佐々木が担当しています。毎

月 11日、東京都府中市にあります伊勢丹の前で 2時か

ら3時まで、福島支援と原発廃止に向けての取り組みを行

っています。特に今は、義援金を集め、介護ボランティアを

福島に送ろうという計画しています。この取り組みの音頭を

執っている時の佐々木です。福島県会津地域に出向き、

全国の患者さん達が中心となって集めた色紙を、皆さんに

お届けしました。 

 

昨年九州大学に、ヒューマンインターフェース学会があり

参加した時に、佐々木は音声で語り伝えました。そして、音

声装置を使い看護学校や大学で、年に 10校くらいですが

当事者の体験授業をさせていただいています。患者会の役

員も熱心に行っています。書籍は 2冊出していて、59歳の

時大学院に進みました。2年半かけて修士課程を修了し

ています。また、NPO法人わの会の理事長としてヘルパー

部門とデイサービスを担っています。 

 

佐々木の支援は約 24時間の訪問ヘルパーと、週 6回

の訪問看護が在宅支援の一番の要です。お医者さんはも

ちろん、歯医者さん、訪問マッサージ、床屋さんも来てくれま

す。生活費は、年金と障害者手当などです。在宅での療

養ですので、住宅改造で段差解消、昇降便座、エレベー

ターなども取りつけています。今日のような日は、車椅子の

まま乗れるリフト付きの車で移動します。パソコンは公費で

今、福島支援に全力 ２０１２年５月１１日

２０１２年９月５日
ヒューマンインターフェイス学会

九州大学参加

足浴

４．災害時個別支援計画の意義と課題 
療養者の立場から 

 

佐々木 公一 ・ 佐々木 節子        
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支給され、このように日常生活が支えられております。 

ベッドの上で自前の、ボートの様なものを膨らませて週に

3回ボート入浴をしています。今年 3月とうとう 17年目に

して胃ろうを作りました。それまでは経口摂取でした。晩酌

もやります。 

 

読書は月 10冊くらい読むのですが、非常に原始的な方

法で天井からつるして洗濯バサミで本をはさんで読んでいま

す。リーダブルという機械もありますが使いません。 

 

パソコンの入力は、ほっぺたにふれるセンサーが入力装置

です。私はほっぺたでつづっているのだと言っております。実

際は首が少し動くのでほっぺたで動かせるのです。根っから

の西武ファンで毎年西武ドームヘ応援に行っております。 

このたび佐々木は保健所の方から「防災について考えて

下さい」という課題をいただきました。実は防災という問題は

私たち家族、佐々木も含めて一番弱いところです。もう全く

といっていいほど「なんとかなるさ」「その時はその時」「まあしょ

うがない」と後回しにしてきた課題ですが、保健師さんたちに

熱心にすすめられ、いろいろ勉強させられたこの間です。 

３月１１日の災害の日は高校の息子の卒業式に出席

していました。ちょっと帰宅が遅くなったら、卒業式会場の天

井が落ちたということでしたので、大変な危険を感じました。

もしかしたら、交通渋滞にあっていたのかもしれないと思い、

呼吸器の電源切れなど考えるととても不安になりました。地

震の発生時はベッド上に佐々木がいました。私がお茶を飲

ませていたのですが、非常に揺れが長く感じ、いつもと違うな

という内心の不安を、「落ちつけ、落ちつけ」と言っていたよう

です。佐々木は落ち着いていたようで私の言ったことを覚え

ていました。 

災害の時の ADL について考えてみました。日頃はコミュ

ニケーションは短いものは文字盤です。少し長い文章は、パ

ソコンで打って伝えます。その電源が切れるとコミュニケーショ

ンが途絶えます。食事もミキサーでつぶし、茶こしでこすので

すが、ここでも電気を使っています。それからトイレは電動昇

降便座を使って毎日浣腸し排便します。お風呂は週３回

と言いましたが、これも浴槽そのものを電気で膨らますので

使用不可能となります。エアマットは縛って置くと２日、３

日はいいのだと聞いています。今度何日持つか試したいと

思います。それからマッサージ機を、足がしびれるのでずっと

使っています。私たちの場合、何といっても問題は、日常生

活する場が２階だということです。外出時はホームエレベー

ターを使っています。これまで停電時には、介護者が佐々

木を背負って移動できるだろうと思っておりました。１月１

７日の保健所での勉強をさせていただくまでは。その後は、

アンビューバックを使用して人海戦術をとって切り抜けられる

と。そのように考えていたのですが、今は「甘かった」というふう

に思っております。介護看護力ですが、私以外にも介護者

が日中は１名、夜間は１ないし２名の介護者がいます。

訪問看護は週６日受けています。１日の訪問時間は３

~４時間なので、人手は充分満ちていると、勉強をする前

は何とかなるのではないか、というふうに私も佐々木もずっと

思っておりました。１月１７日の研修に参加して学んだこと

なのですが、１つは在宅の人工呼吸器の使用者には選択

肢が少ないということです。「避難所には行けない」、「ひた

すら救助の手を待つしかない」のです。保健師さん達が

色々検討して下さった時に、「火災はそうはいかないのでは

ないですか」、「その時は逃げなければ」と言われました。この

ような経過をへて１月１７日以降我が家では防災に対し

ての考え方は変わったのです。 

「とにかく一回やってみよう」、「やってみないと分からない」

ということがすごく胸に落ちました。それで２階から１階へ降

りるという試みをまずやってみました。最初はシートを使えば

大丈夫だと私は思い込んでいました。シートを使い２人い

れば絶対に降りられると思っておりました。まず、ベッド上でそ

のシートに乗せて、私と男性ヘルパー野沢さんと２人で、や

読書２

パソコン

- 22 -



ってみました。私は持ち上げた途端に腰がギクッとして、すぐ

に佐々木を床に降ろしてしまいました。たまたまその時、息

子がいましたので代わってもらい、男２人で何とか降りたの

ですけれども、７分くらいかかったように思います。呼吸器を

外していて、急ぎたいのですが階段が狭くて横につくことがで

きず、アンビューを使うこともできません。佐々木は約１０

分くらいは耐えられるのですが、かなりチアノーゼ状態になっ

ていたので、サーチは８０を切っていたと考えられます。その

取り組みを通して、このやり方ではだめだと思いました。どう

やったら２階から降りられるのか、消防署の方に教えていた

だき、逃げ方をマスターしなければいけないとこの時強く思い

ました。佐々木は 2階で暮らすことを望んでいますが、もう

２階暮らしは諦めなければならないのではと私は思っていま

す。また、ALS患者の生活は日常が緊急の対応で、医療

器具を用いているために常時、電源対策が必要です。１

６時間以上の充電式呼吸器や吸引器があって、呼吸管

理は安心であると考えていました。しかし、安心とは言えな

いということがこの頃分かりました。停電の解除までの時間

がうちのバッテリーで間に合うかどうか分からないからです。勝

手に間に合うなんて思っているのがまず甘いのだなということ

が分かります。 

それから東京都から支給されたバッテリーのことですが、１

２時間可能というものでしたが実際に使ってみたところ、１

１時間で充電は無くなりました。１２時間はもたないという

ことが分かりました。今は１６時間＋１１時間、この分は

何とかなります。この間に救助を待たなければなりません。 

あとは水やガス、電気のライフライン確保が課題なのです

が、広範囲な長時間の停電対策としては、太陽光発電な

ど個別の自家発電装置の導入や、緊急検討などが緊急の

課題なのです。難病患者には、優先的に工事をするような

補助金か制度があれば助かります。パソコン通信や電話な

ど通信情報手段の確保がとても重要だと思います。 

先だって、LP ガス業者が発電機を売りに来ました。２７

万円ほどです。これを買いなさいと勧められているのですが、

はたと困ったなと思っています。また保健所の方たちが災害

時の伝言ダイヤル改訂の為に１日と１５日に来てください

ました。私が「やりますやります」と言ってやらないから来てくだ

さったのです。やってみましたら、携帯電話で上手くいったの

ですが、固定電話には繋がらないのです。機種が古いのか

もしれません。やってみるということがとても大事だと思いまし

た。 

次に、災害が起きた時に１人でどこまで対応できるかとい

うことが問題だと思います。私もパニックになると思います。ヘ

ルパーさんや看護師さんが１人の時にあのような災害が起

きたらどうなるでしょうか。やはり、隣近所の協力や理解が決

定的に大事なのではないでしょうか。これまであまり気にして

いませんでしたが、そのことが大切だということを強く感じてい

ます。さらに、津波や水害、がけ崩れなど、自然災害のない

安全な土地に住むことも大事ですが、今私たちの住まいは、

立川断層の真上だそうです。恐ろしいです。早速、市役所

に電話しました。「家屋調査してもらえますか」と。この件も、

これまでは「そのうちに」と思っていました。市は業者を紹介

するということだけでした。「業者さんに、いつ調べてもらおう

か」と思いつつまだです。やはり人ごとなのでしょうか。福島支

援を一生懸命やっているのですが、やはり、ひとごとだったの

かなと思います。でも、おかげさまで１月１７日以降はとに

かくやってみよう、本当に考えてみよう、それから、どうにかな

ると思っていることが、どうにもならないのではないか、そんな

ことを非常に考えさせられる機会になりました。保健師さん

が我が家に通ってきて下さったのは 3 ヶ月くらいです。私たち

がそういうふうに人ごとのようにのん気にしているのに、保健

所の方々、それから行政の方々に色々指導して頂いたこと

が、私たちを突き動かしました。温かく、時に厳しく指導して

頂いた関係者の皆さんにとても感謝しております。 

 

患者会の役員もしているので、私たちの取り組みを少し

ずつ広げていけたら皆様のご指導を生かせることになるので

はと思っています。今後は、常に災害対策を位置づけた生

活に努めて参ります。 
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公財）東京都医学総合研究所

難病ケア看護研究室

中山優季 , 小倉 朗子 , 松田千春

人工呼吸療養者の
安全な移動・外出支援

2

なぜ、移動・外出支援か？？
さまざまな生活スタイル

震災・停電

+ 移動（可搬）を前提と
した安全管理

3.11関連エピソード
①「帰宅困難者」となったAさん
・青山～自宅(10km）を、車いす徒歩で。
途中、ホテルでバッテリー充電
6時間かけて帰宅も、マンション9階に人力
(抱え込み）で、移動→車いすごとの方がよかった？
②「計画停電」による影響（Bさん）
・携帯型吸引器のバッテリーが消耗し、いざ、という時
に使用できなかった。
・エレベーターが動かず、病院へも行けなかった

物(必要物品)・
人（操作者・支援）
の備えの重要性

43.7

36.6

19.7

外部バッテリーの有無

有

無

不明・未記入

54.334.9

10.8

内部バッテリーの有無

有

無

不明・未記入

平成23年人工呼吸器使用者の停電への備えに関する調査(プレ調査）東京都

都内の人工呼吸器使用者 N=842

2012年診療報酬改定
人工呼吸器加算（C164）各項目480点増点。

「療養上必要な回路部分その他付属品（療養上必要なバッテリ
及び手動式肺人工蘇生器等を含む。）は当該所定点数に含ま
れ、別に算定できない。」

＜23年度の取組＞

注意喚起

保健所の同行

プレ調査

本調査

各保健所・福祉部門への情報提供

①各地域における支援体制の確立
②個別支援計画の作成

バッテリー等の貸与への支援

指針の策定

個別支援計画作成の手引

＜これまでの取組＞
災害時の手引の配布

東京電力への登録

東京都における 在宅人工呼吸器使用患者への
災害時の備えに関するとりくみ

在宅療養患者緊急時対応
支援事業

東京都在宅人工呼吸器使用患者災害時支援指針

＜ミニレクチャー＞ 

１．人工呼吸器装着者の安全な移動・外出支援 
 

     東京都医学総合研究所  中山 優季・小倉 朗子・松田 千春  

スライド 1 

スライド 2 

スライド 3 

スライド 4 

スライド 5 

スライド 6 

外部バッテリー

吸引器

蘇生バック

緊急時連絡体制

緊急時往診体制

緊急時看護体制

TPPV

NIV

3

人工呼吸様式別“備え状況”

平成18年度厚生労働科学研究費補助金 医療安全・医療着出評価総合研究事業 「ALS（筋萎
縮性側索硬化症）および、ALS以外の療養患者・障害者における在宅医療の療養環境整備に関
する研究」，2008より

N=902(全国調査）

100%

在宅人工呼吸器使用患者

災害発生時、入院・避難所・在宅か？

◆災害（状況）により異なる
・地震

・洪水

・火災

＊災害時個別支援計画
＊避難訓練（まずは外出に慣れること）

家屋の倒壊
電源不備
不安定な病状 等

入院

在宅の継続

避難

避難

あり

なし

一時避難または入院

一時避難または入院

移動が
必要！！
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介護者
必要数の充足

支援技術

機器
必要機器の充足

正常作動

環境
物理的環境
支援制度

療養者
意思

身体状態の安定

外出を可能と
する条件

物の備え

人の備え

支援者(看護側)の支援経験

業務

ボランティア

あり

なし

 外出支援経験

「外出支援」が業務か否か 支援時の不安・困りごとの有無

N= 16 

H20~H24  在宅難病患者訪問看護師養成研修出席者アンケート

17.2%

19.6%

15.4%

0

5

10

15

20

25

平成２０年 平成２３年 平成２４年

人工呼吸器機種

8名

（33%）

16名

（67%）

10Kg以上

10Kg以下

HMV期間中に呼吸器機種変更経験者 8名（33.3% ）

N=24(外出経験のあるALS）

2008年現在

中山優季他2008年日本呼吸ケアリハビリテーション学会報告

移動にあたって、まず。。。

重さ
電源（バッテリー等）
⇒駆動時間

19名

（79.2%）

5 名

（20.8 %）

可能

不可能

療養室と車椅子の配置
（住宅構造）

※ベットと車椅子が並行に配置できるか否かで分類

ベッドと車いすの位置
移乗後の障害物等の

有無と位置

車椅子への移乗に要する人数

10名

（41.6%）
14名

（58.4%）

3人未満

3人以上

どう移乗するか？

体 格

療養室スペース
車椅子/ベット平行配置

車椅子構造
フルフラット

1.バスタオル等での平行移動
2.抱きかかえ
3.スライディングボード
4.スライディングシート
5.ホイスト（据置式、設置型）

２～３名以上
４～５名以上大柄

小柄

可能

不可能

全介助移乗方法に関するアセスメント

頭頸部保持

拘縮・痛み

可能

不可能

有

無

スライド 7 

スライド 8 

スライド 11 

スライド 12 

スライド 13 スライド 9 

スライド 10 スライド 14 

車椅子種類

11名

（46%）
12名

（50%）

1名（4%)

モジュール(フルフラット不可)

フルフラット可能

所有無し

※モジュール型には、チルト、リクライニング機能が装備されている
ものがあり、本研究においては、フルフラットの可否にて分類した

N=24 有は、全て介助式車椅子

リクライニング可否
安定性
幅・長さ

呼吸器の設置場所

移動手順の作成と共有

手順 内容(本人） 機器類

１ 体調確認 バイタル測定

２ 排痰援助 胸郭可動域、ストレッチ
(スクイージング)等・

吸引

３ 物品準備 バッテリー充電確認

４ 着替え 居室着→外出着への着
替えをする

リフト(ホイスト)利用者は
シートを準備

５ 回路変更 人工鼻仕様回路へ
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災害時：車椅子ってつかえるの？？

いざえもん(スライ
ディング）シート

毛布を利用した
担架

呼吸器と回路の保持が大事

非外出

外出

意思伝達装置の利用
（利用あり）

バリアフリーの必要性
認識（あり）

外出希望（希望あり）

外部バッテリーの所有
（所有あり）

訪問看護支援の必要性
認識（あり）

（オッズ比7.13）

（オッズ比6.52）

（オッズ比3.03）

（オッズ比5.71）

（オッズ比0.19）

外出(移動）促進が、“備え”に通じる

中山優季：筋萎縮性側索硬化症在宅人工呼吸療養者の社会参加としての外出
を促進する要因の分析，日本保健科学学会誌,9巻4号,225-237,  2007

多職種の連携での支援

2005年：発症

2007年：～HMV開始

「苦しい。空気が痛い。

動くなんてとんでもない!!」

呼吸困難感への
アプローチ

・客観的な呼吸状態分析

・呼吸への不満足感に向
き合う

2007年秋～：PTとの同行訪問が実現

⇒移乗方法検討、車椅子選定、など「外」へ向けてのアプローチ

はじめの一歩を踏み出すための訪問看護支援

スライド 15 

スライド 16 

スライド 17 

スライド 18 

18

なぜ、移動・外出支援か？？

日常（普段）行えていない
ことは、非日常（災害時）
には、できない。

日常からの連携・取組みの重要性
「災害支援」は、きっかけにすぎず、

真の生活を支える支援へ向けて。。。
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在宅用医療機器の電源についての理解

在宅用人工呼吸器と吸引器の電源確保

公財）東京都医学総合研究所

難病ケア看護研究室

松田千春・中山優季

在宅人工呼吸療養者の自宅

2

人工呼吸器チェックリスト

透明文字盤

卓上型吸器

（吸引セット）

蘇生バッグ

パルスオキシメーター

意思伝達装置

緊急連絡先リスト

物品確認リスト

緊急時物品
１セット

エアマット

電動ベッド

3

意思伝達装置

人工呼吸器・
バッテリー
（座席の下）

吸引セット

蘇生バッグ

ポータブル型吸引器

災害時・停電時につながる装備となる

外出先で必要な装備

唾液用吸引器

4

在宅用人工呼吸器の一例
NIPネーザル
（帝人社）

LP6Plus
（ﾈﾙｺｱ･ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ･ﾍﾞﾈｯﾄ社）

トリロジー
（フィリップス社）

LTV950
（パシフィックメディコ社）

レジェンドエア

（IMI社）

BiPAP Synchrony 2
（フィリップスレスピロニクス）

KnightStar
（タイコヘルスケアジャパン）

ニューポート ベンチレータ
モデルHT70 
（東機貿）

NPPV専用、NPPV兼TPPV用の人工呼吸器がある

• NPPV専用の場合、内部バッテリーがないものが
ほとんどである

• バッテリーにはタイプ<内部、外部、着脱式>
<リチウムイオンバッテリー型、鉛蓄電池型>が
あり、バッテリーの充電方法、駆動時間、フル充
電までの要する時間、等に特徴がある。

在宅では多機種の人工呼吸器が
使用されています！

13

人工呼吸器のバッテリー管理

内部バッテリーに頼っていませんか？

定期的に充電していますか？

使用方法は知っていますか？

購入してからどのくらい経ちますか？ （基本的に2年）

バッテリーの駆動時間は、どのくらいですか？

バッテリーはありますか？
外部バッテリー、着脱式バッテリー、シガライター、無停電装置

メーカーの推奨
する方法を確認
しましょう。

２．在宅用医療機器の電源についての理解 
 

     東京都医学総合研究所  松田 千春・中山 優季  

スライド 1 

スライド 2 

スライド 3 

スライド 4 

スライド 5 

スライド 6 
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電源を必要とせず手動で換気補助ができる蘇生バック

バックの部分を押し
空気を送る

気胸をおこしやすい方もいるので、家族は医師、訪問看護師に、
実施方法を確認し、蘇生バックの操作法についての指導をうけ、
定期的に実施する必要がある。

マスク式の場合

使用中のマスクと、呼吸器回路（短）を
つないだ状態で接続します。

気管切開の場合

蘇生バックを気管切開孔に接続する。

フレックスチューブをつないだ方が、
引っ張られず、操作できる。

手順

押した蘇生バックを離す（呼気）

以上を繰り返す

蘇生バックの押し方・繰り返し方
「人工呼吸器を使用している人」は、人工呼吸器設定条件にな

るべく合わせる
例：呼吸回数12回の場合、５秒に1回押す。
数を数えながら、「１・２（で、押し）３・４・５（で離します）」を
繰り返す。

方法は、気管切開・マスク式ともに同じであるが、気管切開の方は優しく（入れすぎに注
意）、マスク式の方は、マスクからの漏れがあるので、一生懸命押すを目安にする

定期的に換気量計を用
いて、蘇生バッグで適正
値を確認しながら送気の
練習をしておく

吸引器のいろいろ

河西医療電機製作所

AK-73D

パシフィックメディコ

トートエルバック

吸引力＝吸引圧×排気流量

卓上型
充電不可

ポータブル型
充電可能

吸引器のいろいろ

東機貿

ポータブル吸引器 Q-Suction

電池使用が可能なタイプもある

• 専用使いすてバッテリー

• 充電用バッテリー

• 単四電池

スライド 7 

スライド 8 

スライド 11 

スライド 12 

スライド 13 スライド 9 

スライド 10 スライド 14 

換気補助の実際 ～空気の送り方～

蘇生バックを片手で持つ

蘇生バックを片手で、軽く押す（吸気）
（押した分だけ、空気が入る）

※成人男性で、500CC以上は入る。
入れすぎに注意！ 日常的に充電していますか？

フル充電になるまでにどのくらいかかりますか

購入してからどのくらい経ちますか？ （基本的に2年）

バッテリーの駆動時間は、どのくらいですか？

予備の吸引器はありますか？

吸引器の安全対策

停電時は吸引の
ときだけ吸引器を
稼働させましょう
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電力を用いず、吸引できる
吸引機器・器材

ＱＱ 新鋭工業[kfs-400] 

アトム社

IMI アンブツインポンプ

気管内吸引は足踏み式吸引以外では難しく、
足踏み式吸引であっても十分とは言い難い

Ａ．一般的なシリンジ吸引
Ｂ．新しい器材として専用カニューレによる注射器用吸引

種 類

電力を用いず、
手動で気管、
口腔、鼻腔か
ら吸引できる

足踏み式吸引器

手動式吸引器

羊水吸引カテーテル

注射器吸引

Ａ．一般的なシリンジ吸引

片方の手でシリンジの外筒を支え、もう一方の手で、シリ
ンジの内筒をひきあげ、シリンジ内にたんを引き入れます

Ｂ．ダブルサクションによる注射器用吸引

アモレSU1

2008年6月認可
コーケンネオブレスダブルサクション

2010年5月 認可

低定量持続吸引 カニューレ内方吸引孔

自動吸引システム
医療行為として実施

新たんの吸引法

それぞれが承認されたが、自
動的に吸引する機器としてて
承認されたわけではない

詳しくは、Dr.山本診察室

http://www3.coara.or.jp/~makoty/index.htm

27

専用カニューレ
コーケンネオブレスダブルサクションタイプ

高研より資料提供

カフ上部の吸引チューブと内部
吸引チューブがあり、内部吸引
チューブはカニューレ先端内部
に吸引孔のある構造である

１．痰吸引から唾液吸引まで広範囲使用

２．持続吸引は医師の管理下で使用

３．禁忌事項 気管内吸引により、重度
の低酸素血症にかかりやすい患者には
使用しない

28

専用吸引器 アモレＳＵ１の概要

アモレSU１添付文書より

吸引圧力と吸引流量を調整でき
ることが特徴

必ず医師の指示のもと
使用する

吸引流量 0～１ℓ/分

吸引圧力 ～80kPa

スライド 15 スライド 19 

スライド 16 スライド 20 

スライド 17 スライド 21 

スライド 18 スライド 22 

唾液の処理
過剰な唾液を持続的に吸引することを目的とした機器

シースターコーポレーション

過剰な唾液が気管内にたれこみ、気管吸
引をふやすことになりかねないため、唾液の
コントロールが必要な場合がある。

ただし医療機器ではない

低圧持続

吸引器

シースター製低圧持続吸引器

（AC電源タイプ）

シースター製低圧持続吸引器

（乾電池タイプ）

居宅

人工呼吸器

バッテリー

★発電機では正弦波を出せないものが殆どである。
★初動操作の時に電気を大きく必要とし機器に
負担をかける。

★ガソリン式の場合、月1回程度作動させることが
望ましい

人工呼吸器は必ずメーカーの推奨する電源（バッテリー）を使用する。
発電機の使用を考えている場合は、事前に主治医、機器会社に確認しておくこと。

停電時、人工呼吸器を稼働させるために
発電機を使用していいのか？

AC電源

DC電源

（DC）

家庭用AC電源はきれいな正
弦波を出す

DCに変換できる

ガソリン式

カセットコンロボンベ式

29
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30

定期的な稼働・
チェックが必要です

ガスカセットコンロ式発電機

ガソリン式 発電機

災害時個別支援計画の必要性
医療機器以外にも災害（停電）対策をしていきましょう

★ 明かりは？
★ 落下物は？
★ 水・食べ物は？
★ 移動（EV）は？
★ 停電前の体位の調整
★ ラジオや℡など情報伝達確保は？

予め停電がわかる場合は、
無駄な外出は控える。
停電回復後は、正常に機器
が稼働しているか確認を！

スライド 23 

スライド 24 
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スライド 18 

スライド 17 

スライド 16 
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