
2 透 析 室 の 災 害 対 応 マ ニ ュ ア ル 作 成 へ の 取 り 組 み

Ⅰ はじめに

2006年 7月に県下を襲った集中豪雨災害の教

訓をうけて､当院でも避難対策が追加修正された｡

危機管理体制の見直しと訓練は､頻発する災害か

ら大切な命を守るために必須なことであり各施設､

団体で積極的に取 り組んでいるDまた 2005年の

県透析学会では42題中､災害危機管理に関する

検討が7題発表されていた｡その時点では当院の

透析室に災害対応マニュアルはなくスタッフの役

割分担や患者-のオリエンテーションが十分でな

かった｡そこで透析スタッフと外来部門の看護師､

事務職の協力を得て現在マニュアル化されている

当院の ｢自衛消防活動任務分担｣に沿って透析室

の災害対応マニュアルを作成 したのでその経過を

報告する｡

Ⅱ 目的

1)透析中に災害が発生 したときの透析スタ

ッフの役割行動を明らかにする｡

2)応援者 (透析室以外のスタッフ)

の協力体制を明らかにする｡

3)透析患者に透析中の災害を想定

したインフォメーションを行 う｡

Ⅲ 対象および透析室の概要

(D透析患者 26名 (内2名が入院患

者)男性22名 :女性4名

内山美智子 (看護印 ):長野赤十字上山田病院

透析重 〒389-0800千曲市上山田温泉 3-34-3

ThO26-275-1581

長野赤十字上山田病院 透析室 第二内科*

○内山美智子　田中紀子　近藤洋一郎

本道真美　監物大介　林圭介

平均年齢64歳

(29-40歳2名 40歳代1名

50歳代7名 ･60歳代 4名

70歳代9名 ･80-87歳3名)

透析歴 導入後 1ケ月～ 1年未満 6名

1-5年 11名 ･5-10年 6名

10-31年 3名

(参スタッフ

看護師4名 ･臨床工学技士 1名

透析室経験年数 ･看護師 10年､4年

1,5年､0,5年 ･臨床工学技士 10年

(診応援者 3名 (外来看護師 1名 ･事務

職員 2名)

④透析用患者監視装置 15台

⑤ 1部透析

Ⅳ 用語の定義

(》災害とは停電､火災､地震､水害を示

す｡

②離脱とは透析を中断 して器械および

回路から体が離れることをいう｡

(診応援者 とは透析室スタッフ以外の外

来看護師および医事課職員を示す｡

Ⅴ 方法

1)当院の ｢自衛消防活動任務分担｣を参考に透

析室スタッフ4名の任務分担表を作成 した｡

(表 1)看護師4名の配置であるが常時日勤者

は3名である｡臨床工学技士の配置は1名であ

るが本院透析室の応援により常時日勤者 1名

体制がとれている｡
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画 看護師1名 :災害の情報収集･総務課-

の連絡 ･応援者の要請と指揮 ･透析の継続また

は離脱の判断をしてB･Cに指示をだす｡

D3息考対応匝講師2名 ‥患者のパニック防止･離

脱の決定後は離脱操作を開始する｡

Ic機械再検睡床工学技士1名‥透析器械および機

械室の被害状況確認･離脱の決定後は離脱操作

を開始する｡

離脱操作には専門的な技術が必要となるので､応

援者の協力を最大限活用できるように ｢応援者の

役割｣を加えた｡(表2)

2)災害発生時の各スタッフ行動のフローチャー

トを作成した｡1)の役割分担をチャー トにして

各自の行動､全体のスタッフの動きを整理した｡

応援者にも動きをイメージしてもらえるように

配布し説明を加えた｡応援者が駆けつけた時点で

A責任者は情報収集､伝達を応援者に依頼し､患

者対応に加わり離脱操作に加われるように考慮

した｡(図1)

3)看護度別患者選定基準と担送区分による患者

一覧を作成した｡患者一覧表については普段の

移動手段をもとに､透析終了時の移動方法 (痩

労感から車椅子介助となる場合など)､現疾患

から出現する症状のリスクを考えて独歩 (緑

色)護送 (黄色)車椅子介助 (赤色)として1

週間分が一覧できるようにした.(表3)離脱

の順番はまず独歩避難の可能な患者､次に付き

添い誘導で可能な護送患者､次に車椅子介助患

者とした｡また､応援者にも患者の避難誘導方
l

法を判断してもらえるためにベッドサイ ドカ

ルテにカラーテープで識別した｡

4)透析患者にも危機管理-の意識を高めパニッ

ク状態の防止目的で ｢透析中に災害がおきたら､

どうしようJと題して(D停電 ②火災 ③地震

④水害の項目でインフォメーション用パンフレ
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ットを作成して説明､配布した｡(図2)

5)避難経路の再検討

状況に応じて避美津できるように複数路の検討と

整備をおこなった｡

表1 透析室スタッフ任務分担表

区分 資格 ノ割

'析室 ノい援要請 総務課-連絡

責任者 看護師 ′い援者の指揮 透析の継

1名 統または離脱の判断をし

てB,Cに指示をだす○

透析室 患者のパニック防止 離

患 者 対 看 護 師 脱の決定後は離脱操作開

′しヽ 2名 始

C 械 点檎 臨床工学技 士1名 械 .設備の被害状況確詔 .離脱駄定後は離脱換作開

表2 応援者任務分担表

区分 資格 `割

1 の透析重安任者と情

.い接着3外来看護師 報交換をして被害､応援1名 の必要状況などの連絡

役を交代する○

2 D3 患者のパニック防止

医事課職員 ､難時は離脱完了患者



った｡

フロー･チャート
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図2インフォメーション用パンフレット

Ⅵ 結果

1)任務分担表の作成により透析室スタッフは､

透析中に災害が発生した場合の初期行動から

患者対応､避難までの動きがイメージできた｡

また応援者が駆けつけたときに即､行動してほ

しいことを確認することができた｡

2)各スタッフ行動のフローチャー トは各自の行

動と全体のスタッフの行動が見えるものとな

表3 担送区分による患者一覧表

虫歩 書送 担送

月 ○ 田 ○ 男○ 山 ○ 子○ 谷 ○ 郎様 ○林○美 様 ○崎○香 様

○木○子 様○中O- 様 ○川○子 様

∫○ 野 ○ 樹様○ 原 ○ 子○ 藤 ○ 江 ○沢○雄 様 ○田○男 様

○山○子 様 ○山○子 様○谷○郎 様

火○ 田○ 男○ 山 ○ 子 ○林○美 様 ○崎○香 様

3)看護度別患者選定基準と担送区分による患者

一覧表には普段の移送方法を基に区分している｡

その日の患者の状態を見ながら独歩､護送､車椅

子介助の方法に変更がある場合は即日書き換え

を行い患者の看護度を常に意識するようにした｡

4)患者-のインフォメーションの反応は r避難

訓練をしてください｣｢分かりました｡皆さん

を信じて待っています｣という声が聞かれた｡

反面 ｢大丈夫でしょう｡今までなにもないんだ

から｣｢そのときは看護師さん達､逃げてね｣

という声も聞かれた｡

5)避難経路の検討は当院の透析室の構造上､平

屋建築で北端の袋小路になる造りである｡避難

経路は 1箇所で記されていた｡しかしその経路

が塞がれた場合として窓からの避粟も考慮 し

てシミュレーションをしてみた｡
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透析室内の窓側整備は即座に整えられるが､外

側 (古木の植え込みを越えて駐車場に至る)塞

備ができていないため息者の避難には危険が

あると判断された｡設備担当者と相談をして植

え込み周辺の整備をした｡

Ⅶ 考察

1)透析中の災害発生を想定して､スタッフの任務

分担表を作成したことにより各自の初期行動

を認識することができたO災害の規模により避

難状況や避難に要する時間的余裕に違いがあ

るが､透析という特殊な治療処置を受けている

状況下では継続か中断して避難か､判断のタイ

ミングが非常に難しいと思われる｡正確な情報

収集に努めるとともに安全を第-に迅速な判

断をする必要がある｡

また､離脱操作の際に透析室スタッフが操作に

集中するためには応援者の協力が不可欠であ

る｡離脱できた患者の避難誘導は応援者に依頼

することになるため応援者の役割を明確に提

示することが必要である｡

2)患者の ｢看護度別患者選定基準と担送区分J

は1週間の患者の動きが一覧できるので､患者

の状況把握に役立っている｡しかし災害時に患

者の状態はどのように変化するか予測ができ

ないこともある｡不測の事態にも患者を安全に

避難誘導するために透析窒スタッフは緊急離

脱の操作中でも患者のトリアージをしながら

優先度を判断していくこと必要がある｡

3)患者-のインフォメーションについては､患

者の反応から災害に対する意識付けに役立っ

たと思われる｡しかし中には消極的な考えの患

者もいることから避難訓練の実施を今後､考え

ていきたい｡

4)避難経路は複数設定しておくことが望ましい

また､避難経路となる箇所および通路の整備を

しておくことで災害発生時にも避難経路の状

況判断が可能と考えられる｡

Ⅷ まとめ

①透析室スタッフの役割分担をしたことや行動

の流れをチャー トにしたことで自らの取るべ

き行動をイメージすることができた｡

②応援者の協力も最大限活用できるために作成

の段階で外来看護師および医事課職員の参加

は意義があった｡

③透析患者には災害発生時の心構えを定期的に

伝え理解と協力を得られるように日々のケア

のなかで信頼関係を築いていくことが必要で

ある｡

ⅠⅩ おわりに

まだ机上のシミュレーションではあるが､災害発

生時の緊張感と不安感を語り合い文章化とチャ

ー ト化したことでイメージを掴むことができた｡

年 2回の防災訓練計画に参加要請をしてより具

体的に使えるマニュアルとしていきたいと考え

ている｡
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