
大地震に備える 
 

〜いざという時のために知っておいてほしいこと〜 
 

一人でも多くの命を助けるために 

監修：松本市医師会 



災害医療のキーワード 

災害は必ずやってくる 
 

救える命を救う 
 

備えあっても憂いあり 



• 共通点 

– 緊急性 

– 治療の優先順位 

• しかし傷病者多数発生では 

– 医療需要と医療資源のアンバランス 

ひとりひとりに最良の医療を 

できるだけ多くのひとに最良の医療を 
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救急医療と災害医療 



• Command & Control 指揮統制 

• Safety      安全 

• Communication   情報伝達 

• Assessment    評価 

• Triage      トリアージ 

• Treatment    治療 

• Transport     搬送 
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災害医療マネジメントの基本 



大規模災害発生時に、防災・保健・医療・福祉に関係する諸団体が効率的に
連携を図り、それぞれの役割を果たすため、松本市では平成19年3月1日付
「松本市災害時医療救護活動マニュアル」を策定しました。毎年行っている
「医療救護訓練」（マニュアル検証訓練）を元に、検証・見直しをしていま
す。 
 



マニュアルの特徴 
 
①松本市で「震度６弱以上」の大地震が起こった場合、 
 市内23ヶ所の医療救護所に医師、看護師、歯科医師、 
 薬剤師、市職員が自動的に出動します。 
 
②松本市災害対策本部の中に本部医務班を作り、医師会長 
 が班長（災害医療コーディネーター）として医療救護活 
 動を統括します。 
 
③病院を傷病者の重症度に応じて機能分担します。 
 
④各地区に「救護・要援護者班」を置き、要援護者対策 
 等をします。 



•  ３０年以内 １４％ 

•  ５０年以内 ２３％ 

• １００年以内 ４６％ 

交通事故で死亡する確率は３０年間で0.2% 

松本地域で直下型地震 
震度７の発生確率は？ 



震度６強  
1,031人 
1,698人 
32,850人 震度６強〜７

3,457人 
4,528人 
87,118人 

震度６強〜７ 
2,820人 
4,356人 
83,918人 

震度６強〜７ 
1,144人 
2,430人 
46,915人 

震度６強 
166人 
629人 
12,385人 

震度 死者 重症者 中軽症者 

信濃川断層帯 

※糸魚川ー静岡構造線
（中部） 

伊那谷断層帯 

木曽山脈西緑   
断層帯 

※：３０年以内に   
１４％の発生確率 

※糸魚川ー静岡構造線
（北部） 
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長野県の大地震による人的被害予想 



医療救護所について 

 松本市では震度６弱以上の大地震が起こると、市内２３ヶ

所に医療救護所が開設されます。 

 万が一、大規模な災害によりけが人等が出た場合は、お近

くの医療救護所に搬送しましょう。医療救護所では傷病者の

重症度別にトリアージ（選別）し、治療の優先順位を決めま

す。軽症者の方には応急処置を行い、中等症・重症者の方は

は決められた病院へ搬送します。 

 ただし、多くのけが人が出た場合は、対応が間に合わない

こともありえます。家庭や地域で救急用品を備えたり、応急

手当の方法を身につけておくことが大切です。 



医療救護所開設場所 
 市民芸術館  筑摩野中学校 

 清水中学校  明善中学校 

 Mウイング  山辺中学校 

 夜間急病センター  今井小学校 

 旭町中学校  女鳥羽中学校 

 田川小学校  中山小学校 

 鎌田中学校  会田病院 

 信明中学校  安曇小中学校 

 ゆめひろば庄内  奈川診療所 

 松島中学校  梓川中学校 

 高綱中学校  波田中学校 

 菅野中学校      以上２３ヶ所 



トリアージってなに？ 

• 大きな災害が起こったときには緊急治療を必要とする傷病者が発生

します。しかし同時に発症した多数の患者さんを治療する医師、看

護師や病院の受け皿は十分ではありません。医療の需要と供給がア

ンバランスになるのです。限られた人材・医療資源を最も有効に活

用し短時間で最善の救命効果を得るため優先度を判断する方法がト

リアージ（選別）です。救命の順序を決めるのです。 

• 判定基準は標準化されており医療従事者はトリアージタッグに書か

れた順序で分類していきます。トリアージタッグは４色（黒・赤・

黄・緑）のマーカー付きカードです。必要事項を記入し傷病者の右

手首に取り付けるようゴムバンドが付いています。トリアージの意

義を理解いただきご協力ください。 

 



クイックトリアージ
START 

ざっと見て「色分け」 

現場 

トリアージナース 

救急救命士 

二
次
ト
リ
ア
ー
ジ
（
医
師
等
） 

赤 

黒 

黄 

緑 

病状が変化しま
す。注意！ 

トリアージの実際 

赤 

黄 

緑 

黒 死亡しているか、最良の治療を施してもすぐ死亡してしまう 

即時救命治療を要する 

入院治療は必要だが応急処置のみで、即時治療を必要としない 

帰宅可能 猶予 



★トリアージ判定は迅速かつ安全に行われ、 
          再現性がなければならない★ 
 

 福知山線脱線列車事故、秋葉原殺害事件などの集団災害においてトリアージタッグ

が使用され多数負傷者が発生した状況でのトリアージについてテレビなどのメディア

でさまざまな議論がなされています。不搬送となった傷病者に対してどのような基準

で「黒」が選別されたのか割り切れない気持ちを持つ家族は少なくありません。

「黒」判断となった過程を記録することが不可欠です．しかし全国的に消防などで使

用されているタッグには再現性のある基準となる客観的な観察項目の指標が印刷され

ていません。傷病名の項はありますが混乱した現場で解剖学的にどの部位が障害を受

けたかを診断することは無理があります。医師ならばだれでも観察できる生理学的項

目（バイタルサイン）で判断するトリアージがSTART法です。これを標準的なトリ

アージ指標とした訓練は松本市防災訓練で行われています。 

 

 

 

ほ 歩行できるか できれば緑 

こ 呼吸しているか 気道開通の有無 

と 橈骨動脈は触れるか 循環のサイン 

て 手を握れるか（従命反応） 中枢神経 



トリアージタグ 



赤タグ対応病院（トリアージ赤） 
（災害拠点病院：信州大学医学部附属病院） 
（救命救急センター：相澤病院） 
（赤指定病院：県立こども病院） 
 

黄タグ対応病院（トリアージ黄） 
（まつもと医療センター松本病院、同中信松本病院、 
 松本市立病院、松本協立病院、丸の内病院、 
 安曇野赤十字病院） 
 

緑タグ対応病院（トリアージ緑） 
（会田病院、一之瀬脳神経外科病院、上條記念病院、 
 城西病院、藤森病院、松本中川病院、塩尻病院、 
 桔梗ヶ原病院、中村病院、穂高病院） 

赤 

黄 

緑 

病院の役割分担 



応急手当の心得 

地震が発生すると、多くの重軽症者が発生します。  

混乱の中救急車を待っていてもなかなか到着しませ

ん。ですから、応急手当ては地域の人で協力してで

きるようにしましょう。そのためにも最低限の知識

は必要です。応急手当を行う際にはまず安全の確保

が必要です。手当の途中で、落下物などで怪我をし

ないよう、安全な場所を選びましょう。  



応急手当の方法（骨折の疑い） 

骨折の疑いがある場合、無理に動か

すのは厳禁です。 

添え木や硬い棒や本など硬いもので

骨折箇所を固定しましょう。 

添え木などは、骨折箇所より長めの

ものを使用します。 

そしてそれらをハンカチや布、ネク

タイ、紐などで縛ります。 

あまり強く固定しすぎないで下さい。

血流が滞り、その周辺が壊死する可

能性があります。けが人の様子を見

ながら行って下さい。  



応急手当の方法（出血の場合） 

出血した場合、まず止血を行う必要があります。  

傷口が汚れていたら、水などで洗い流します。洗い流したら、傷口に

ガーゼやハンカチなどの清潔な布を当てます。 

そして、包帯や布、ネクタイ、紐などで強めに縛り止血します。  



応急手当の方法（やけどの場合） 

やけどの場合はまず流水で冷やして

下さい。 

痛みがなくなるまで冷やします。 

服の上からやけどした場合は必ず服

の上から冷やして下さい。 

冷やさずに服を脱ぐと、皮膚が服と

一緒にはがれてしまう危険性があり

ます。 

冷やした後は、清潔なガーゼなどで

軽くおおってください。薬を塗るの

は禁物です。 



非常用食料・飲料 メモ帳 ハンドタオル ライター・ろうそく 

小銭 ティッシュ 

携
帯
ラ
ジ
オ
（充
電
式
） 

かさ 手袋 

ナップザック 

ホ
イ
ッ
ス
ル 

避難袋の内容 



日頃からの備え５ヶ条 

第１条 あわてず行動できるように家族と日頃から 
    話し合おう！ 
 

第２条 地域の防災訓練やフォーラムに積極的に 
    参加しよう！ 
 

第３条 家具等転倒防止、家の耐震対策など安全を 
    確保しよう！ 
 

第４条 危険箇所や避難場所の確認など防災知識を 
    身につけよう！ 
 

第５条 非常用品の備えを万全にしよう！ 



地震が発生した場合の行動５ヶ条 

第１条 落ち着いて身の安全を確保しよう！ 
 

 
第２条 あわてず火の始末をしよう！ 
 

 
第３条 すみやかに安全な場所へ避難しよう！ 
 

 
第４条 近所と協力し助け合おう！ 
 

 
第５条 正確な情報をつかむようにしよう！ 


