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Ⅰ 調査概要

１ 調査目的

道内各医療機関の防災対策の状況、胆振東部地震発生時の対応状況等について実態

把握し、今後の防災対策の検討に資するために実施する。

２ 調査施設数及び回答数（率）

種 別 調査施設数 回答数 回答率

病 院 ５５７ ４２４ ７６．１％

有床診療所 ４１８ １９５ ４６．７％

合 計 ９７５ ６１９ ６３．５％

３ 調査期間及び方法

平成３０年１１月２９日～１２月３１日

各医療機関に対するアンケート調査

４ 調査項目

（１）日常の防災体制について １３項目

（２）災害時の応急対策について ７項目

（３）胆振東部地震災害発生時の対応について ５項目

（４）胆振東部地震災害の対応での課題（自由記載）
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Ⅱ 調査結果

（１）日常の防災体制について

問１ 自家発電設備（可搬式発電機を含む）はありますか。

施設区分 回答数 ある ない・未回答

病 院 424 391（92.2%） 33（7.8%）

有床診療所 195 79（40.5%） 116（59.5%）

合 計 619 470（75.9%） 149（24.1%）

問２ 自家発電設備を設置する意向はありますか。

（問１でないと回答した医療機関のみ回答）

施設区分 回答数 ある ない・未回答 検討中

病 院 33 7（21.2%） 11 (33.3%） 15 (45.5%)

有床診療所 116 3 (2.6%) 58 (50.0%) 55 (47.4%)

合 計 149 10 (6.7%) 69 (46.3%) 70 (47.0%)

問３ 飲用可能な水を備蓄する受水槽はありますか。

施設区分 回答数 ある ない・未回答

病 院 424 325(76.7%) 99(23.3%)

有床診療所 195 75(38.5%) 120(61.5%)

合 計 619 400(64.6%) 219(35.4%)

問４ 入院患者用の一般食（特別食以外）は、何日分確保していますか。

施設区分 回答数 １～３日分 ４～６日分 ７日分以上 確保していない

・未回答

病 院 424 285(67.2%) 73(17.2%) 11(2.6%) 55(13.0%)

有床診療所 195 83(42.6%) 9(4.6%) 9(4.6%) 94(48.2%)

合 計 619 368(59.5%) 82(13.2%) 20(3.2%) 149(24.1%)

問５ 食料が枯渇するおそれがある場合の対応を決めていますか。

施設区分 回答数 決めている 決めていない

・未回答

病 院 424 150(35.4%) 274(64.6%)

有床診療所 195 27(13.8%) 168(86.2%)

合 計 619 177(28.6%) 442(71.4%)

問６ 診療に要する医薬品を日頃から備蓄していますか。

施設区分 回答数 備蓄している 備蓄していない ・

未回答

病 院 424 293(69.1%) 131(30.9%)

有床診療所 195 123(63.1%) 72(36.9%)

合 計 619 416(67.2%) 203(32.8%)
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問７ 診療に要する医療材料を日頃から備蓄していますか。

施設区分 回答数 備蓄している 備蓄していない ・

未回答

病 院 424 283(66.7%) 141(33.3%)

有床診療所 195 122(62.6%) 73(37.4%)

合 計 619 405(65.4%) 214(34.6%)

問８ 酸素ボンベ等の医療用ガスを日頃から備蓄していますか。

施設区分 回答数 備蓄している 備蓄していない ・

未回答

病 院 424 296(69.8%) 128(30.2%)

有床診療所 195 110(56.4%) 85(43.6%)

合 計 619 406(65.6%) 213(34.4%)

問９ 災害時に優先通信を行える通話回線ははありますか。

施設区分 回答数 ある ない・未回答

病 院 424 199(46.9%) 225(53.1%)

有床診療所 195 43(22.1%) 152(77.9%)

合 計 619 242(39.1%) 377(60.9%)

問10 患者の転院先など支援を受ける医療機関は決まっていますか。

施設区分 回答数 決まっている 決まっていない ・

未回答

病 院 424 98(23.1%) 326(76.9%)

有床診療所 195 64(32.8%) 131(67.2%)

合 計 619 162(26.2%) 457(73.8%)

問11 市町村、消防、保健所等の関係機関と日常から連携していますか。

施設区分 回答数 連携している 連携していない ・

未回答

病 院 424 248(58.5%) 176(41.5%)

有床診療所 195 99(50.8%) 96(49.2%)

合 計 619 347(56.1%) 272(43.9%)

問12 防災体制、災害時の応急対応策、院内の連絡体制などを盛り込んだ災害時の対

応はマニュアル化されていますか。

施設区分 回答数 している していない・

未回答

病 院 424 297(70.0%) 127(30.0%)

有床診療所 195 82(42.1%) 113(57.9%)

合 計 619 379(61.2%) 240(38.8%)
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問13 BCP（事業継続計画）を策定していますか。

施設区分 回答数 策定済 策定していない

・未回答

病 院 424 103(24.3%) 321(75.7%)

有床診療所 195 11(5.6%) 184(94.4%)

合 計 619 114(18.4%) 505(81.6%)

（２）災害時の応急対策について

問14 災害時の対策を協議する災害対策本部などの体制は決まっていますか。

（病院のみ回答）

施設区分 回答数 決まっている 決まっていない

病 院 424 326(76.9%) 98(23.1%)

問15 災害時における診療・入院対応の統括者は決まっていますか。（病院のみ回答）

施設区分 回答数 決まっている 決まっていない ・

未回答

病 院 424 339(80.0%) 85(20.0%)

問16 災害発生時の職員の招集規定はありますか。（病院のみ回答）

施設区分 回答数 ある ない・未回答 検討中

病 院 424 242(57.1%) 99(23.3%) 83(19.6%)

問17 災害時の各部門の連絡先、伝達手段などは決まっていますか。

施設区分 回答数 決まっている 決まっていない ・

未回答

病 院 424 342(80.7%) 82(19.3%)

有床診療所 195 144(73.8%) 51(26.2%)

合 計 619 486(78.5%) 133(21.5%)

問18 EMIS（広域災害救急医療情報システム）を活用できる体制にありますか。

施設区分 回答数 ある ない・未回答

病 院 424 266(62.7%) 158(37.3%)

有床診療所 195 59(30.3%) 136(69.7%)

合計 619 325(52.5%) 294(47.5%)

問19 在宅人工呼吸患者の安否を確認する体制は整備していますか。

（在宅人工呼吸患者のいる医療機関のみ回答）

施設区分 回答数 整備している 整備していない ・

未回答

病 院 127 82(64.6%) 45(35.4%)

有床診療所 27 16(59.3%) 11(40.7%)

合 計 154 98(63.6%) 56(36.4%)
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問20 既入院患者を避難・転院させる基準はあらかじめ決まっていますか。

施設区分 回答数 決まっている 決まっていない ・

未回答

病 院 424 80(18.9%) 344(81.1%)

有床診療所 195 44(22.6%) 151(77.4%)

合 計 619 124(20.0%) 495(80.0%)

（３）胆振東部地震災害発生時の対応について

問21 地震発生後、職員は出勤できましたか（当日の診療開始時点）。

施設区分 回答数 ほぼ全員 半数以上 ３割以下しか その他（休診日等） ・

出勤した 出勤した 出勤できなかった 未回答

病 院 424 299(70.5%) 78(18.4%) 10(2.4%) 37(8.7%)

有床診療所 195 104(53.3%) 32(16.4%) 14(7.2%) 45(23.1%)

合 計 619 403(65.1%) 110(17.8%) 24(3.9%) 82(13.2%)

問22 自家発電設備（自家発電装置または可搬式発電機）は使用できましたか。

施設区分 回答数 使用できた 使用できなかった ない・未回答

病 院 424 356(84.0%) 6(1.4%) 62(14.6%)

有床診療所 195 71(36.4%) 8(4.1%) 116(59.5%)

合 計 619 427(69.0%) 14(2.3%) 178(28.8%)

問23 地震発生後の外来診療体制は確保できましたか。

施設区分 回答数 通常どおり 一部制限した 診察できなかった ・

未回答

病 院 424 84(19.8%) 202(47.6%) 138(32.5%)

有床診療所 195 27(13.8%) 68(34.9%) 100(51.3%)

合 計 619 111(17.9%) 270(43.6%) 238(38.4%)

問24 医療用酸素など、医療用ガスは通常どおり使用できましたか。

施設区分 回答数 使用できた 使用できなかった ・

未回答

病 院 424 362(85.4%) 62(14.6%)

有床診療所 195 112(57.4%) 83(42.6%)

合計 619 474(76.6%) 145(23.4%)

問25 診療機能を維持するために、関係機関等へ支援を要請しましたか。

施設区分 回答数 要請した 要請しなかった ・

未回答

病 院 424 75(17.7%) 349(82.3%)

有床診療所 195 19(9.7%) 176(90.3%)

合計 619 94(15.2%) 525(84.8%)
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（４）胆振東部地震災害の対応での課題

問26 今回の災害対応での課題をお聞かせ下さい。 【主な意見を抜粋】

①電源確保に関すること

・自家発電機は使えたが、非常用電源のみの接続で検査等ができない

・非常用電源の使用に関する職員の情報共有

・会計や厨房冷蔵庫、医療機器（Ｘ線等）が使用できない影響が大きかった

・貯水槽からの送水ポンプの停止

・自家発電で利用できる非常用コンセントの場所、最小限使用できる機器等の把握

・自家発電装置で使用する燃料が不足したこと

・非常用発電機の使用時間にも限度があった

・自家発電装置がなく、診療が全てストップしてしまった

・非常用電源の燃料（軽油）の備蓄には限界がある

・非常用電源の通電範囲の見直し

・非常用電源の増設

・電子カルテが利用できなかったため、患者情報にアクセスできる電源とバックアップデータの確保が

必要

②備蓄に関すること

・ポータブル自家発電機用の燃料（ガソリン）の備蓄が少なかった。今回のように燃料の供給に不安が

あったため、備蓄量の再検討が必要

・災害時に必要な備蓄品リストの作成と備蓄品の購入、また冬季暖房機器の購入を検討

・食事などの患者用備蓄はあったが、職員用備蓄は用意しておらず、備蓄品で不足しているもの、

数量が足りないもの等が判明。

・水道水の供給が止まった場合の水の確保

・物流停止による食材、医薬品、医療尾消耗品の確保

・重油の配送がなかったため、日常から満タンに備蓄しておくことが必要

・非常食の備蓄スペースにも限界がある

③透析患者に関すること

・外来予約患者への連絡体制（診療中止や予約変更の電話対応）

・非常電源では透析は回せない、今後は行政レベル、独自レベルで連携を考慮することが必要

・人工透析棟に自家発電装置が無いため、整備を検討

・他院の透析患者受け入れ手順の確認

・透析患者の自宅の固定電話は使用不能かつ携帯電話も繋がりにくい状況で、他病院に依頼した透

析スケジュールの連絡に苦慮した
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④ＢＣＰ・災害対策マニュアルの整備・見直し

・ＢＣＰの早期整備

・ＢＣＰの策定が急務

・災害マニュアルの策定見直し

・災害対策マニュアルの記述内容の再確認

・各部署ごとのマニュアルの整備

⑤通信手段

・通信手段が使えない場合を想定した職員の招集体制

・通信機器の不通による連絡体制の確立

・ＬＩＮＥなどの活用による連絡手段を検討

・電話設備にて、予備バッテリーが２時間程で切れることが判明し途中で使用出来なくなった・携帯電

話が混線による通信障害になった

・近隣の病院の情報などを手に入れる手段が携帯電話のみであった

・電話回線が使用不能となり、ネットも使えなかった

・通信（インターネット、携帯電話など）が一時不通となり、院内職員への連絡や、院内・院外に対する

周知が困難になった

・通常の診療ができるにも関わらず、患者と連絡手段が取れなかった

・他院など外部機関との連絡手段の確保


