
東日本大震災の被災地にいる
一人として看護管理者の皆さ

んにお伝えしたいこと

せんカフェ 共同代表／夜考虫。 副代表

大友浩平



略歴

1993年山形大学人文学部卒業、同年より医療介護系出版社の
仙台事務所に勤務、看護管理者対象の雑誌、地域連携に関する雑
誌などの創刊に携わる。

著書に、「医療への『患者参加』を促進するリレーションシッ
プ・マーケティング」（共著）がある。

現在、せんカフェ 共同代表、夜考虫。 副代表、ささかま
hands「MED仙台」実行委員、東北７県医療連携実務者協議会
世話人会幹事。



せんカフェ

• 毎月第三火曜日夜７時から、仙台の中心部
の公共施設で開催。

• 専門職も、病気や障害のある人も、地域の
人も「ごちゃまぜ」。

• 参加の条件は、自分の「思い」と「食べ物
一品」を持ち寄ること。

• 自分たちの地域やその中の医療・福祉につ
いて自由に対話。

• 場と飲み物を提供。



夜考虫。

• 仙台とその周辺の医療・介護職で組織し、
地域をよくし、福祉の魅力を伝える目的
で活動。

• 活動の中に、医療・介護関係者の震災時
の対応や思いについて聞き取り、情報発
信する「記憶の記録プロジェクト
『田』」がある。

• 2014年から活動、これまでに合計100名
の医療・介護関係者にアプローチ。

• 毎年、年度末に活動報告書を公表。



今日お伝えしたいこと

１．東日本大震災の概要

２．看護管理者の方々からの伝言

３．「経験知」は正しいか

４．看護管理者の皆さんに伝えたいこと



１．東日本大震災の概要

仙台市沿岸を襲う大津波（「仙台市 震災記録誌」より）



アラスカ地震
1964年３月27日
M9.2

チリ地震
1960年５月22日
M9.5

スマトラ島沖地震
2004年12月26日
M9.1-9.3

東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）
2011年３月11日
M9.0

東日本大震災は世界で４番目に大きな地震



東北地方太平洋沖地震
（東日本大震災）の概要

• 発生日時：平成23年３月11日（金）14時46分
• 震源・規模：三陸沖深さ24㎞、M9.0
• 最大震度：７（宮城県栗原市）
• 津波：最大遡上高43.3m（宮城県女川町・笠貝島）≒ビルの12階
• 人的被害

死者 19,689名（※震災関連死含む）
行方不明 2,563名

• 住家被害
全壊 121,995戸
半壊 282,939戸





２．看護管理者の方々からの伝言

①震災体験を経てこの８年間、看護管理者として力を入れてきた
ことは何か、どんな思いを持っているか。

②震災への備え、対応について全国の同じ看護管理者の方々に一
番伝えたいことは何か 。

※時間の関係で全ては紹介できないので、

全文は追って拙ブログにて公開します。

「東北ブログ」 http://touhoku.blog.jp



西山幸江さん

震災当時：双葉厚生病院看護部長

福島第一原発から最も近い総合病院。津波は辛うじて病院の手前で止
まったものの、福島第一原発の全電源喪失という予想だにしなかった
事態を受けて、避難指示が出された。重症者も含めて病院の全入院患
者と職員が、避難を余儀なくされた。指示命令系統が混乱する中、過
酷な避難を強いられて、亡くなった患者も何人も出た。

その後：塙厚生病院看護部長、白河厚生総合病院看護部長

現在：福島第一病院看護部長



西山幸江さん
①力を入れてきたこと、思い

• 原発事故には理不尽さと見えない恐怖を感じた。重要なのは平時の対応。震災前は、原子力は安全だと聞かされ

ていて、災害対策に関心があまりなく、常日頃やっていなかったが、日頃の備えがやはり重要と痛感した。日々

の活動の結果が災害時に出る。

• 仕事では震災を機にいろいろな経験をさせてもらった。何もなかったらこうしたことは経験できなかった。

• でも、仕事を離れるといまだに心に傷がある。震災の話は嫌という気持ちがいつもある。震災のことを思い出す

と心が切れて、泣きそうになる。今も戻れない故郷の双葉町には、今ここにないものがたくさんあった。なくす

ことの影響がこれだけあることを痛感する。心が満たされていないのを感じる。ずっとこの思いは死ぬまでもっ

ていくのだと思う。

②伝えたいこと

• 災害対応は年間を通してやるべきこととして、医療安全や感染対策と同じように常に日常に組み込まれないとい

けない。「火事場の馬鹿力」は一瞬のことであり、その後の持続力が大事。

• つくづく思うのは人間関係の大事さ。地域の人と仲良くしておくことが災害時にも活きる。日頃やったことの答

えが災害時に出る。



長かおるさん

震災当時：女川町立病院 看護師長

海岸そばの標高16ｍの場所に立つ病院。ちょうど指定管理者制
度へと移行する調印式の最中に被災。大津波は高台の病院にも容
赦なく押し寄せ、病院の１階部分まで浸水。当初は患者に加え、
避難者への対応に追われた。

現在：女川町地域医療センター 看護介護部長



長かおるさん
①力を入れてきたこと、思い

• 震災時に多職種の支援チームで始まった状況確認のためのミーティングが、今も「女川町地域包括
ケアネットワーク会議」として続いている。震災の体験が今も活きている。

• 患者・利用者の安全を守るには、スタッフが元気なことが前提。そのためにスタッフの思いを聞き
取る機会をつくることが有効だった。

• あの震災を乗り越えたからこそ今がある。震災を経験して、自分の力ではどうにもできないことが
起こり得ると腹を括った。その経験知は伝えていきたい。

②伝えたいこと

• 「自分の命は自分で守る」を身につけるべき。専門職として、自身が要救護者にはならないように
意識したい。

• 発災時には病院は「安心の場所」として、避難者もやってくる。災害対策を立てる時はそのことを
踏まえた覚悟も必要。一方で、スタッフも被災者であることを忘れずに。

• 備蓄は分散させること。その中で、自分たちの分は自分たちで日常的に確保しておく。

• 連携ネットワークは平常時から構築しておかないと、いざという時に機能しない。



横井智美さん

震災当時：女川町老人保健施設 看護師長

町立病院に隣接。発災時、施設には44名の入所者と８名の通所
リハビリテーションの利用者がいた。避難マニュアルでは施設の
１階に避難することとされていたが、大津波警報が出されたこと
で３階屋上に避難することを決断して難を逃れた。

現在：女川町地域医療センター 外来看護師長

ちえみ



横井智美さん
①力を入れてきたこと、思い

• 震災前には「震度４以上で参集」という基準があったが、参集の途中で生命の危険に遭遇した職員
がいた。まずは自分の命と家族の命を守ることが先決と、優先順位を改めた。

• 発災後は、協力し合って、応援が来るのを信じて、しのぐ、つなぐという思いだった。

• ネットワークは平時からつくらなければ、いざという時につながらない。

• いつでも管理者がいるとは限らない。いる人たちでリーダーシップを発揮して対応できるように日
頃からしておかないといけない。いつでも備える気持ちが必要。

②伝えたいこと

• 自分たちが体験したことは皆さんの命をつなぐヒントになるかもしれない。次世代につないでいか
ないと、という意識を持っている。

• 「自分だけは大丈夫」という思いは禁物。人は自分の都合のよい考え方をするものと思っておく。
マニュアル通りでなく、臨機応変に自分を守る行動をしてほしい。

• 被災時に自分たちの状況を発信するすべがなかった。情報を伝えるすべを確保しておきたい。

ちえみ



鈴木のり子さん

震災当時：いわき市立総合磐城共立病院看護師長

発災時、いわき市は福島第一原発と同じ浜通りにあるということで、
風評被害から物資が届かなくなり、医薬品や医療材料などが極端に不
足したが、病院一丸となって懸命に地域医療を守った。老朽化が進ん
だ病院から患者を外に避難させ、安全が確認できてからまた院内に戻
すなどの対応にも追われた。

その後：同院で副看護部長、副院長兼看護部長を歴任。

現在：いわき市医療センター患者サポートセンター副センター長



鈴木のり子さん
①力を入れてきたこと、思い

• マニュアルをもっと実用的なものにしなくては、と痛感した。ただ、震災時は動転しながらも年２回やっていた防災
訓練に準じて動けた。

• 震災後は防災訓練も「ブラインド訓練」にした。震災後、ＤＭＡＴを編成、他地域に応援に行ける体制をつくった。
看護部としても災害支援看護師を多く育成し、災害対策委員を置いた。

• 自主避難して戻ってきた人、避難せずに残った人、お互いに苦しかった。お互いの気持ちを聞きながら、時間は掛
かっても理解し、認め合うことに努めた。悲しみや苦しみは乗り越え、教訓は忘れないという思いで。

②伝えたいこと

• 専門職として、命を落としてはいけない。

• 災害は他人事ではない。備えだけは忘れないでほしい。その思いは今後もつないでいきたい。

• なぜ看護師になったか、なんのために看護しているのか、看護・医療に対する価値観、倫理感、看護観を意識的に自
分の中に育んでいってほしい。いざという時に迷ったり後悔したりしないように。最後は自分で判断できるように。

• 震災前は地域との連携が弱かった。困ったときはどう助け合うのか、地域を回って、お互いの状況を話し合い、確認
し合った。顔が見える、困ったときに困ったと言える関係の構築が必要。お互い様で、有事に備えよう。

• 自分の施設の備えの総点検をしてほしい。



３．「経験知」は正しいか？

「経験知」は貴重！ただし、それが普遍的なものかどうかについ
ては十分な検証が必要。

１）津波の前には引き潮がある

２）仙台平野に津波は来ない

３）大きな地震の時には津波が来る

４）38年に一度宮城県沖地震が起こる

５）ハザードマップを頭に入れて行動する

６）「津波てんでんこ」



３．「経験知」は正しいか？

「経験知」は貴重！ただし、それが普遍的なものかどうかについ
ては十分な検証が必要。

１）津波の前には引き潮がある→引き潮がなくても津波は来る！

２）仙台平野に津波は来ない→歴史上度々襲来している！

３）大きな地震の時には津波が来る→小さな地震でもあり得る！

４）38年に一度宮城県沖地震が起こる

５）ハザードマップを頭に入れて行動する

６）「津波てんでんこ」



４）38年に一度宮城県沖地震がある

• 1793年2月17日（M8.2前後）（寛政地震）

• 1835年7月20日（M7.0前後）前の地震の42年後

• 1861年10月21日（M7.3）前の地震の26年後

• 1897年2月20日（M7.4）前の地震の35年後

• 1933年6月19日（M7.1）前の地震の36年後

• 1936年11月3日（M7.4）前の地震の３年後

• 1937年7月27日（M7.1）前の地震の１年後

• 1978年6月12日（M7.4）前の地震の41年後

• 2011年3月11日（M9.0）（東日本大震災）前の地震の33年後

「災害は忘れた頃にやってくる」、ではない！
「災害は忘れる前にやってくる」かもしれない。



５）ハザードマップを頭に入れて行動する



５）ハザードマップを頭に入れて行動する



ハザードマップは絶対ではない！

• ハザードマップはある条件内で想定される被害予測。

• しかし、実際にはその条件を上回る災害が起こることもある。

• ハザードマップはその時点でのもので、今後も改訂されていく
もの。

•ハザードマップは参考にはしても、決して絶対のものと考えて
はいけない！



６）「津波てんでんこ」

• 「てんでんこ」とは岩手県三陸地方の言葉で「各自」「めいめ
い」「てんでんばらばら」という意味。

• 「津波てんでんこ」は「津波から逃げる時はてんでんばらばら
に逃げろ」、「命てんでんこ」は「命はめいめいが守れ」とい
う、いずれも三陸地方に伝わる教訓。

• この「津波てんでんこ」に批判の声！「自分さえ助かればそれ
でいいのか？！」

• しかし、「津波てんでんこ」の真意はそうではない！



大事なのは非常時より平時！

• いざ地震が起きた際のアクションばかりがクローズアップされ
ているが、最も重要なのは、平時のアクションの方。

•いざという時にめいめいが自分のことだけを心配して逃げれば
いいように、普段から非常時のアクションについて話し合い、
その通りに行動するように申し合わせておくことがベース。

• これによって、いざという時には家族、知人も同じように避難
していると考えて、自分の身を守ることだけに専念できる態勢
になれる。

•日常からの相互の信頼関係があってこその「てんでんこ」。



「津波てんでんこ」の一例

• 釜石市は高さ18.3m（両石湾）に襲われたが、自宅にいた５名を除
く小学生1,927名、中学生999名は難を逃れた。マスメディアに「釜
石の奇跡」として取り上げられた。

• 小中学生は日ごろ教えられていた「津波てんでんこ」を実践。

• 「君たちは守られる側ではなく、守る側だ。自分より弱い立場にあ
る小学生や高齢者を連れて逃げるんだ」（片田敏孝氏）

• 「津波が来るぞ、逃げるぞ」と声を出しながら、保育園児のベビー
カーを押し、小学生や高齢者の手を引いて高台に向かって走り続け
た。

• 「釜石の奇跡」は「奇跡」じゃない。日ごろの心構えと訓練の賜物。



津波避難の三原則（片田敏孝氏）

１．想定にとらわれるな

２．いかなる状況でも最善を尽くせ

３．率先避難者たれ → 「正常性バイアス」の打破



４．看護管理者の皆さんに伝えたいこと

１）古文書・地域の伝承に耳を傾ける

２）BCPから地域連携BCPへ

３）自分の命を守ることを最優先に

４）体験したことを伝え続けること



１）古文書・地域の伝承に耳を傾ける



「日本三大実録」に記録されていた
• 「日本三大実録」：901年に成立した歴史書。

• 869年の「貞観地震」についての記述あり（巻十六）。

• 「貞観11年５月26日。陸奥国に大地震があった。…しばらくの間、人々は恐怖のあまり
叫び声を発し、地面に伏したまま起き上がることもできなかった。ある者は家屋が倒壊
して圧死し、ある者は大地が裂けて生き埋めになった。馬や牛は驚いて走り回り、互い
を踏みつけ合ったりした。多賀城の城郭、倉庫、門、櫓、垣や壁などは崩れ落ちたり
覆ったりした。河口の海は、雷のような音を立てて吠え狂った。荒れ狂い湧き返る大波
は、河を遡り膨張して、忽ち城下に達した。海は、数十里乃至百里にわたって広々と広
がり、どこが地面と海との境だったのか分からない有様であった。原や野や道路は、す
べて蒼々とした海に覆われてしまった。船に乗って逃げる暇もなく、山に登って避難す
ることもできなかった。溺死する者も千人ほどいた。人々は資産も稲の苗も失い、ほと
んど何一つ残るものがなかった。」

• 仙台平野にあった多賀城にまで津波が押し寄せ、1000人以上が亡くなった。

• 砂質堆積物の地質調査で事実と判明。



書かれているのと同じ状況が今回も…



「貞観地震」と「東日本大震災」の一致



地名が過去の災害を表している例も

政府広報オンラインより



浪分神社（仙台市若林区）



浪分神社（仙台市若林区）

• 江戸時代に仙台平野を襲った津波（慶長三陸地震津波）の際、
この神社のある場所で波が分かれて引いた、との伝承。

しかし！

• その伝承は震災前には地域に伝わっていないかった。

• 今回の地震でも神社のすぐ近くまで津波が押し寄せた。

• どんな伝承も教訓も、伝わらなければ意味がない！



大津波記念碑（岩手県宮古市姉吉地区）



大津波記念碑（岩手県宮古市姉吉地区）

• 「高き住居は児孫の和楽 想へ惨禍の大津浪 此処より下に家
を建てるな」

• 昭和三陸沖地震（1933年）の後に建てられた。

• 姉吉地区は明治三陸沖地震（1896年）の津波で壊滅したが、そ
の教訓が伝えられず昭和三陸地震でも甚大な被害。

• 東日本大震災の際、石碑より低い場所には大津波が押し寄せた
が、教えを守った全11世帯の家屋は被害を免れた。

• 悲劇は二度繰り返されたが、三度目は被害を最小限に食い止め
た。



２）BCPから地域連携BCPへ

• 「災害時における医療体制の充実強化について」（平成24年3
月21日医政発第0321第2号厚生労働省医政局長通知）において
BCP（事業継続計画）の作成を要請。

• 「病院におけるBCPの考え方に基づいた災害対策マニュアルに
ついて」（医政指発第0904第２号、平成25年９月４日）におい
て 「ＢＣＰの考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引
き」を示す。



病院の業務継続計画(ＢＣＰ)策定状況

厚労省医政局 平成30年12月調べ



BCPから地域BCPへ

• 策定されたBCPが本当に災害時に機能するものかどうか検証が
必要。

• 日常の医療も一病院完結型から地域完結型へと転換している。

• 災害時のBCPも他病院など関係機関との連携を前提にすべき。

• 地域の病院がBCPを持ち寄って、発災時の役割分担や連携の方
法を検討し、それを各病院のBCPに反映させてより実効ある
BCPとすることで、災害時の地域医療を守る「地域BCP」を。

• 「備え」とは、ただ単にないものをつくるというものではなく、
いざという時に機能するものをつくること。



３）自分の命を守ることを最優先に

• 特に専門職は、発災時に自分の能力の限界を超えて完璧を目指
してはいけない。

•まず自分の命を守ることを最優先に。

•自分を助けることが、その先何人もの患者、地域住民を助ける
ことにつながる。

• そのことをスタッフ一人ひとりにも繰り返し伝えてほしい。



４）体験したことを伝え続けること

•忘れないこと、伝え続けることによって、次の災害による被害
を最小限に防ぐことができる。

•一人ひとりの経験を「知」として共有することで、「想定外」
の領域を狭くできる。

•災害を「非日常」としてでなく、「日常」の一部として捉える
ことにもつながる。

• でも、決してムリはしない。避難と同じように、復興も一人ひ
とり「てんでんこ」で。



「『田』の窓」

自分も周りも知って
いる震災体験

自分は知らないが周
りが知っている震災
体験

自分は知っているが
周りは知らない震災
体験

自分も周りも知らな
い震災体験



「『田』の窓」

自分も周りも
知っている震
災体験

自分は知ら
ないが周り
が知ってい
る震災体験

自分は知っているが周りは知らない震災
体験

自分も周りも知
らない震災体験

「想定外」の領域をできる限り小さくする



４．体験したことを伝え続けること

• 忘れないこと、伝え続けることによって、次の災害による被害
を最小限に防ぐことができる。

• 一人ひとりの経験を「知」として共有することで、「想定外」
の領域を狭くできる。

• 災害を「非日常」としてでなく、「日常」の一部として捉える
ことにもつながる。

•でも、決してムリはしない。避難と同じように、復興も一人ひ
とり「てんでんこ」で。



ご清聴ありがとうございました。

• 災害発生時に一人でも犠牲になる人が
少なくなるよう、一人ひとりが、でき
ることを地道に着実に、やり続けま
しょう。

大友浩平連絡先：

Eメール kouhei-o@ops.dti.ne.jp

Facebook https://www.facebook.com/

kouhei.ootomo/

東北ブログ http://touhoku.blog.jp/


