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災害医療支援部報告 
【国内災害】 

1．熊本地震対応 
（株）日立製作所の協力により、被災地救護所へポータブル撮影装置を設置。救護班に帯同した

診療放射線技師によって、X 線撮影等診療補助活動を行った。 
同時に、救護所に富士フイルムの協力によりポータブルエコー装置の設置も行った。 
［支援期間］ 2016 年 4 月 22 日（土）～27 日（水） 
［支援場所］ 熊本県益城町総合体育館避難所 
［連絡調整］   戸口豊宏（副会長）・中田正明（神戸・災害医療支援部） 

安部一成（中・四国ブロック理事） 
［設置担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部） 
         秋友信男（岡山）・岡川貢（高松） 

 
［撮影担当者］ 坂井征一郎（唐津・災害医療支援部）・秋友信男（岡山） 
         岡川貢（高松）・米倉広宣（徳島）・岡田秀美（三原） （敬称略） 
［撮影患者数］ 17 人 

 
2．被災病院への診療放射線技師派遣についての本社への働きかけ 

東日本大震災においても平成 28 年熊本地震においても、被災地の赤十字病院へ被災地外からの

技師の支援は行われなかった。その大きな要因は、被災病院の放射線科から支援要請が出なかっ

たことであるが、本社の支援対象が基本的に医師・看護師・主事であることも少なからず影響し

ている。バランスの良い病院支援を行うため、上記支援対象にコメディカルを加えるよう本社医

療事業推進局に要望するとともに、放射線科が支援要請を出さなかった理由の一つに、装置メー

カーによる放射線機器操作の独自性を挙げ、支援要員の選出には注意を要すること、その点で技

師会がお手伝いできる可能性があることを示した。 
上記事項は 2 回にわたる協議の末、コメディカルを支援対象に加えることを、医療事業推進本部

から社内提案することが決まった（2017.02.17）。 
 
3．可搬型デジタル X 線撮影装置の活用 

東日本大震災の折、（株）キヤノンマーケティングジャパンから日本赤十字社に 5 台の可搬型デ

ジタル X 線撮影装置（CXDI-50G）が寄贈され、東北各地へ配備されたが、現在は使命を終え本

社で保管されている。それらの今後の有効利用方法を本社救護福祉部と協議中。 
 
4．国内災害担当者増員 

第 3 回常任理事会にて、以下の方々が国内災害担当者として承認された。 
 山根 晴一    （鳥取赤十字病院） 
 嶋田 祐子    （大阪赤十字病院） 
 及川 林（しげる）（石巻赤十字病院）          （敬称略） 

 



本会の動き 
 

- 48 - 
 

5．第 25 回日本赤十字社診療放射線技師会近畿ブロック研修会への講師派遣（2017.02.25） 
「熊本地震における日本赤十字社診療放射線技師会の活動報告」（中田） 
「パネルディスカッション災害対策『来るべき大災害が来る前に』」（駒井・中田） 

 
6．学会発表等 

・第 32 回日本診療放射線技師学術大会（2016.09.16-18） 
「日放シンポジウム 1（災害対策委員会）熊本地震への対応と今後の地震対策：日本赤十字社放

射線技師会の活動」（中田） 
「日本赤十字社診療放射線技師会における熊本地震に対する支援活動について〜東日本大震災

の活動からの進歩〜」（中田） 
・第 22 回日本集団災害医学会総会・学術集会（2017.02.13-15） 
「日本赤十字社診療放射線技師会における熊本地震に対する支援活動報告」（中田） 
 

【原子力災害】 
1．原子力災害対応基礎研修会参加 

平成 28 年度日本赤十字社第 4 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2016.11.26 大阪 磯田・駒井・松井・坂井） 
平成 28 年度日本赤十字社第 6 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2017.01.18 福岡 駒井・坂井・高本） 
平成 28 年度日本赤十字社第 2 ブロック原子力災害対応基礎研修会 
（2017.02.22 東京 磯田・駒井・松井・高本） 
今年度からブロック単位の開催になった。講師は開催ブロック、近隣ブロック所属の技師を中心

に選定した。 
 
2．緊急被ばく医療アドバイザー会議への出席 

平成 28 年度第 1 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議（2016.07.21-22） 
平成 28 年度第 2 回日本赤十字社緊急被ばく医療アドバイザー会議（2016.12.12-13） 
（磯田・駒井・松井・坂井・高本） 

 
3．原子力災害対応検討委員会への出席 

平成 28 年度第 1 回日本赤十字社原子力災害対応検討委員会（2016.11.09） 
平成 28 年度第 2 回日本赤十字社原子力災害対応検討委員会（2017.01.31） 
（駒井） 
当委員会は日赤の原子力災害対応において、全社的に取り組む必要のある課題について検討し、

必要な対応策を講じることを目的として、今年度新たに設置された。 
主に原発事故被災病院の病院避難、被災病院からの患者受け入れ、被災病院への支援について協

議された。 
 

4．第 17 回日本赤十字社診療放射線技師会九州ブロック研修会への講師派遣（2016.09.24-25 大分） 
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「日本赤十字社診療放射線技師会災害医療支援部の活動（原子力災害について）」 
（駒井） 
「放射線防護資機材について・原子力災害における安全確保について」（坂井） 
「サーベイメータ・デジタル個人被ばく線量計の保守管理と使用方法」（磯田） 
「線量計算」（駒井） 

 
5．IFRC (CB)RN WORKSHOP 参加（2016.12.05-09 ウィーン）（駒井） 

2017 年 10 月に策定された国際赤十字赤新月社連盟の“Nuclear and Radiological Emergency 
Guidelines”の内容に基づき、各国赤十字赤新月社が自社の原子力災害対応能力を向上させるこ

とを目的として開催された、初めてのワークショップ。連盟 CBRN 災害担当官、オーストリア

赤十字社の運営の下、参加者は 15 社からの災害企画担当者 20 名。日本からの参加者は駒井を含

め 2 名で、日本赤十字社の原子力災害への取り組みと、福島の現状についての報告も行った。 
 

【国際救援】 
1．平成 28 年日本赤十字社診療放射線技師学術総会にて海外派遣報告（2016.06.03-04） 

「ネパール地震救援事業における診療放射線技師の活動」（駒井） 
 

2．第 29 回日本赤十字社診療放射線技師東部ブロック研修会にて講演 
(2016.11.05-06 東京) 
「国際救援における診療放射線技師の活動」（駒井） 

 
【災害医療支援部会】 

2017年2月24日(金)に神戸赤十字病院にて開催。 
出席者は磯田康範副会長他、全災害医療支援部員が出席。今年度の反省と来年度の活動方針が協

議された。 
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 IFRC CBRN ワークショップに参加して 

災害医療支援部（名古屋第二赤十字病院） 駒井一洋 

 
2016年 12月 5日から 9日までオーストリア ウィーンにて、国際赤十字社赤新月社連盟（以下 IFRC）

とオーストリア赤十字社により、「CBRN 緊急事態における事前対策ワークショップ」が開催された。

自分は日本赤十字社本社 救護福祉部赤十字原子力災害情報センターの藤巻三洋氏と共に、本ワークシ

ョップに参加する機会を得たので報告する。 
 
【背景】 
福島第一原子力発電所事故を受け、各国赤十字・赤新月社は 2011 年 11 月に開催された第 18 回 IFRC

総会において「原子力事故による人道的影響に関する決議」を採択した。この決議の目的は、放射線／

原子力災害への備えと対応を強化するために IFRCおよび各国赤十字赤新月社の知識と能力を向上させ

ること、そして原子力災害時／災害後における人道的影響に対処するための能力を増強させることであ

った。 
IFRC は各国赤十字・赤新月社の支援のもと 2015 年 10 月、「原子力・放射線災害における事前対策

及び応急対応ガイドライン」（以下ガイドライン）を作成。今回の「CBRN 緊急事態における事前対策

ワークショップ」は、当ガイドラインを基盤として企画された。 
 

【目的】 
今回のワークショップの目的はガイドラインの普及と、各国赤

十字・赤新月社からの参加者に、実践的な情報及びノウハウを提供

することであり、以下の事項等を最終的なゴールとしている。 
 
 各国赤十字・赤新月社が、行政当局から割り当てられた

任務に基づき、CBRN 緊急事態対応計画を作成できる。 
 CBRN 緊急事態における、各国赤十字・赤新月社の役割

の政治的枠組みを理解する。 
オーストリア赤十字社本社 
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 CBRN の危険性と影響の規模を予測し、人道的影響とニーズの評価方法について認識できる。 
 CBRN 災害に対応するスタッフおよびボランティアを保護するための義務および責務、なら

びに各国赤十字・赤新月社が実行できる／実行すべき防護措置について認識できる。 
 CBRN 緊急事態対応計画の作成時および対応時における、国内外のその他の当事者の役割に

ついて理解できる。 
 
【概要】 
ガイドラインは、IFRC および各国赤十字・赤新月社が、化学・

生物・放射線・原子力（Chemical Biological Radiological Nuclear 
- CBRN）災害に対応するシステムを構築するための必須事項を

網羅しており、それを基盤とする今回のワークショップの参加対

象者は、各国赤十字・赤新月社における災害対応の専門家、ある

いはこれから原子力災害の対応プログラムを構築しようとする

立場にある方々で、17 の赤十字・赤新月社から 31 名が集まった

（別図 1）。 
別図 2に本ワークショップのプログラムを示す。放射線・原子

力に関する基礎的な知識から、災害時対応、リスク・コミュニケ

ーションまで、原子力災害に関する幅広い知識とノウハウを網羅

している。オーストリアの関係省庁（日本でいう原子力規制庁）

と国際原子力機関（IAEA）を訪問して各組織の役割を伺うプロ

グラムも含まれていた。別図 2の各プログラム項目をクリックす

ると資料が表示されるので、興味のある方はご覧いただきたい。 
日本からは本社の藤巻氏と自分が参加したが、二人にはワーク

ショップに参加すること以外にも役割があった。それは日本赤十字社が現在行っている原子力災害対策

について、そして福島の現状について報告することであった（プログラム No.4）。二人で 1 時間半の時

間枠をいただき、藤巻氏は日本赤十字社の原子力災害対策についての全体像を、自分は現在進行中であ

る原子力災害対応基礎研修会の内容と福島の現状について述べた。報告後には 20 分以上質問が続き、

参加者の関心の高さがうかがえた。 
 
【印象】 
 非常に詳細な研修内容が丁寧に進められており、各赤十字・赤新月社が CBRN 緊急事態対応計画を

構築する手がかりとしてふさわしいものと感じた。しかしながら

人体に対するスクリーニングのデモンストレーションでは、被災

者一人の測定に時間がかかりすぎていたし、汚染した車両の除染

に大量の水を使うなど、原発事故を経験した私たちの目には非現

実的に映る部分もあり、今後も日本赤十字社が国際的に原子力災

害対応のリーダーシップをとる必要があると感じた。 
 

研修風景 

IAEA での講義 

日赤の活動について講演する本社
藤巻氏 

http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072871.pdf
http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072872.pdf
http://ndrc.jrc.or.jp/infolib/cont/mst/G0000001nrcarchive/000/072/000072872.pdf
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【最後に】 
 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部は、日本赤十字社の原子

力災害対応活動に早くから関わっており、今まで全国の赤十字病院への線

量計の配備、原子力災害対応基礎研修会の運営などを本社と共に進めてき

た。そして次のステップの一つとして、海外での活動の可能性が今、示さ

れているわけである。この可能性は災害医療支援部や日赤技師会だけのも

のではなく、広く会員の皆様全員に向けられている。原子力災害により一

層の関心をお持ちいただき、知見を広め、今後とも日本赤十字診療放射線

技師会および災害医療支援部へのご支援、ご協力をお願いしたい。 

スクリーニングのデモ 
スクリーニングレベルは
B.G.の 3 倍 
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専門部報告 
平成 28 年度活動案として、専門部活動の活性化を図るために専門部員登録を進めてきた。 

これまでの専門部（CT、MRI、医療画像情報、乳房画像、治療、核医学）6 部門にて活動しているが近

年、デジタル画像が急速普及する中で、一般・透視とアンギオの 2 部門を追加登録とした。また IT 推

進部と連携して、会員 SNS の利用状況が向上し、各部門にて連携し会員に相互の情報を提供した。 
1．平成 28 年度 専門部世話人会議 

平成 29 年 2 月 25 日（土）13:00～17：00 
日赤医療センター 12 階会議室 
出席者 専門部世話人 14 名 理事 7 名 
〈議事内容〉 
① 学術総会活動 
② 検査方法 
③ 医療安全 
④ チーム医療 
⑤ 医療監査等に関する書類 
⑥ 災害医療への協力 
⑦ SNS 活用方法 
⑧ 世話人更新 

 
2．専門部登録状況（平成 29 年 2 月 28 日現在） 

CT、MRI、医療画像情報、乳房画像、治療、核医学 63％（58 施設/92 施設） 
一般・透視、アンギオ 13％（12 施設/92 施設） 

 
3．部門活動 
【CT】 
世話人：河本勲則（京二）、加賀久喜（大阪）、笹田勇造（成田）、川嶋宏樹、小林弘幸（和歌山） 

①施設紹介、アンケート調査報告（ホームページ掲載） 
②会員からの質問対応 
③平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 

 
【MRI】 

世話人：大澤哲平（八戸）、宇田暢樹（小川）、佐藤統幸（大田原）、揚出泰弘（秋田） 
①SNS による質問対応 
②装置リスト情報収集 
③平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 
④医療安全情報取得 
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【治 療】 
世話人：小山登美夫（長野）、上田真吾（松山）、簾谷和夫（足利）、丸山大樹（日赤医療センター） 
①ホームページ利用促進、情報発信 
②施設間交流（武蔵野赤十字）、近隣施設との情報交換 
③SNS にて会員からのわかりやすい質問システム構築 
④平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 

 
【核医学】 

世話人：小池克美（さいたま）、坪井孝達（浜松）、星野洋満（前橋）、岸本義幸（神戸） 
①装置リスト調査中 
②検査数、保守点検、管理状況の取得 
③学術総会開催案内（第 36 回日本核医学会・技術学会） 
④平成 28 年学術総会座長、シンポジスト（乳がん） 
 

【医療画像情報】 
世話人：加藤秀之（松江）、西小野昭人（熊本）、西村英明(福井) 

①平成 28 年学術総会シンポジウム（乳がん）について 
②メーリングリストにて調査、 

 
【乳房画像】 
世話人：尾形智幸（さいたま）、西関剛（長浜）、梶迫絵美（京二）、出井愛子（大森） 
①平成 28 年学術総会シンポジウム「乳がん－診断から治療－」の提案、座長およびシンポジスト 

 


