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はじめに
高知県は南海トラフ地震（以下南海地震）が発生す

ると揺れと津波による甚大な被害を受け，長期間の浸
水と陸路交通網の寸断などから，近隣の県から孤立す
ることが予想される．東日本大震災後，高知県はそれ
までの災害時医療救護計画を見直し，平成 27 年 3 月に
高知県災害時医療救護計画（以下災害時医療救護計画）
の大幅な改訂が行われた．

高知県災害時医療救護計画
平成 17 年 3 月に作成された災害時医療救護計画は，

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災後に見直され，
平成 24 年 3 月に新たな災害時医療救護計画１）に変更さ
れた．内閣府は平成 24 年 8 月に南海地震の被害想定見
直しの公表２）を行った．これを受けて，高知県では平成
25 年 5 月に県独自の被害想定を新たに発表３）４）し，災害
時医療救護計画の改訂版５）が平成 27 年 3 月に施行され
た．今回の改訂では，DMAT，総合防災拠点，災害医
療コーディネーターや災害薬事コーディネーターなど
新しい項目も取り入れられたが，輸血用血液の供給体
制についても見直しを行い大幅に改訂された．

輸血用血液の緊急供給体制
従来の災害時医療救護計画上の輸血用血液の供給体

制（図 1）では，医療機関からの輸血用血液の供給要請
は直接血液センターに行われず，最終的に県災害医療
対策本部から血液センターに供給要請が行われる手順
であった．改訂された災害時医療救護計画では，災害
時も平時と同様に医療機関の輸血担当者から血液セン
ターに供給要請を行う手順に変更した（図 2）．しかし，
平成 24年度に開催された災害時医療救護計画の医薬品

部会において，1）血液センター本体が港のすぐ近くに
あり被災し施設が使用不能になり，在庫している輸血
用血液も使用不能になる可能性が高いこと，2）想定さ
れる津波と地盤沈下による浸水のため陸路で輸血用血
液の搬送が困難になることなどから，机上の計画では
なく現実的な計画を立てる必要があると委員から指摘
を受けた．医薬品については，災害拠点病院などで備
蓄する医薬品，急性期に薬品卸業者からヘリなどを使
用して搬送する医薬品のリストアップなどを行い，現
実的な運用について検討が進んでいた．そのため，輸
血用血液の供給体制について，高知県と災害拠点病院，
血液センター間で協議が開始された．

1）高知県赤十字血液センターの移転
現在の血液センター建物は高知港の近くにあり，津

波の直撃を受け長期にわたる浸水が予想される．その
ため新築移転の準備を開始した．津波被害を受けず，
ヘリポートが利用でき，高速道路からのアクセスのい
い場所を候補地としている．移転により，血液センター
本体は業務を継続でき，在庫している輸血用血液も有
効に利用できる．しかし，新築移転までの間に被災し
た場合，血液センターは建物が使用不能となっても，
本部連絡機能は日本赤十字社高知県支部に移転して業
務を継続するよう考えている．この場合は輸血用血液
の在庫は行わず，外部との連絡機能のみを維持するこ
とになる．

2）輸血用血液の搬送
血液センターが新築移転しても，被害想定上は津波

による浸水が長期化し，ほとんどの医療機関に陸路に
よる輸血用血液の搬送は不可能となる．その場合は空
路搬送しかないが，ヘリ搬送は，被災者や傷病者の搬
送が優先され，医療資材や輸血用血液などは優先順位
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図 1　従来の輸血用血液の供給フロー図 1）（著者改変）
平成 24 年 3 月施行の高知県災害時医療救護計画における輸血用血液の供給フロー図

図 2　変更された輸血用血液の供給フロー図 5）（著者改変）
平成 27 年 3 月改訂版の新たな高知県災害時医療救護計画における輸血用血液の供給フロー図

が低くなる．そのため，一回のヘリ搬送で，ある程度
の量の輸血用血液を搬送し医療機関に保管する方が効
率的であり，保管用の保冷庫の整備が必要であると考
えた．

3）輸血用血液の災害時緊急供給体制
輸血用血液の災害時緊急供給体制について，高知県

健康対策部医事薬務課と災害拠点病院と血液センター
で協議を行った．「災害時に被災した県民のための輸血
用血液を災害拠点病院に搬送し，保管する緊急供給体

制であり，その際に輸血用血液を保管する保冷庫を災
害拠点病院に県の補助で配置する」という高知県主導
のコンセプトで協議を進めた（図 3）．平成 26 年度には
高知県が災害時緊急供給血液用保冷庫を県内の災害拠
点病院に整備する予算を計上した．高知県と血液セン
ターと医療機関の三者で「災害時緊急供給に関する協
定書」を締結した医療機関に，高知県災害時輸血用血
液供給体制整備事業費補助金として県から全額補助で，
保冷庫を整備する体制が整い，平成 26 年度には 6医療



558 Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy, Vol. 61. No. 6

図 3　輸血用血液の供給体制のイメージ図
各部署への説明用に作成した災害時緊急供給体制のイメージ図

図 4　高知県内の総合防災拠点と災害時に利用できる緊急
供給血液用保冷庫の配置図

機関に保冷庫を整備した．平成 27 年度には 2災害拠点
病院を追加する予定である．血液センターでは平時か
ら遠方の県西部の2医療機関に輸血用血液の備蓄を行っ
ている．これらの医療機関には今回の協定締結は不要
であり，新たな保冷庫の整備は行わない．この 2医療
機関も合わせると最終で 10 カ所の医療機関に，災害時
に輸血用血液が保管できることになる．図 4にこれら
の医療機関を表示するが，県が整備を行っている総合

防災拠点（後述）の近くには災害時緊急供給血液用保
冷庫が整備できることになり，災害時医療に必要な輸
血用血液の有効な配置が可能となる．

4）総合防災拠点
県の災害時医療救護計画には総合防災拠点の整備方

針と機能が明記され整備が進んでいる．総合防災拠点
とは，平常時の予防対策から災害時の応急復旧対策ま
でを総合的に推進する地域の中核的な防災拠点とされ，
その機能として，災害対策本部等との連絡機能，情報
通信機能，ヘリポート機能，応急救助機関のベースキャ
ンプ機能，災害時医療活動の支援機能，支援物資の集
積・仕分け機能，備蓄機能などがあげられている．

血液センター内での災害対応
血液センターでは，血液事業危機管理ガイドライン６）

が全国共通で策定され，その中に災害編として大地震
時の対応についてのガイドラインが示されている．東
日本大震災発災をきっかけに，平成 23 年度から高知県
赤十字血液センターでは災害対応ワーキンググループ
を立ち上げ，自センターで独自のマニュアル作りを進
めてきた．平成 24 年 9 月に高知センター版の総則とし
ての「災害対応マニュアル」と部門別に行動内容をカー
ドで示した「災害対応行動マニュアル」を施行した．
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その後，毎年災害対応訓練を行い，マニュアルの改訂
を行っている．平成 25 年 11 月には，高知県内の災害
拠点病院のヘリポートを使用した輸血用血液のヘリ搬
送訓練を行った．実際にブロックセンターから高知県
まで，職員と輸血用血液をヘリ搬送した．
平成 26 年度に，中四国ブロックセンターでも災害時

の供給体制を検討する危機管理作業部会が立ち上がり，
ブロック内での輸血用血液の搬送体制の構築を目指し
ている．

考 察
高知県は，南海地震発生時には，津波被害等により

42,000 人の死者，36,000 人の負傷者（うち重症者 20,000
人）が想定され，防災対策による被害の軽減，発災後
の対応計画，復旧対策などに積極的である．今回，災
害時医療救護計画上の輸血用血液の供給体制について，
高知県と医療機関と協議を重ね体制を構築することが
できたが，問題点をいくつか挙げる．
県が補助して整備した災害時緊急供給血液用保冷庫

は各医療機関の備品となるために，電気代や修理費な
どは医療機関の負担であるが，保冷庫の廃棄・更新な
ど今後も継続して検討が必要である．また，保冷庫は
通常は通電し，温度管理が必要な医薬品を保管して日
常業務で使用することとしている．可能であれば輸血
用血液を保管し，院内の血液保管マニュアルに従い温
度管理を行うことにより災害時にも保冷庫が使用でき
ることを担保したいと考えている．
災害時に，その保冷庫に保管する輸血用血液は血液

センターの在庫として管理され，医療機関に払いださ
れた時点でコストが発生する運用を想定しているが，
血液センター職員が保冷庫内の輸血用血液の在庫管理
のために確実に派遣できるか不明である．センター職
員が派遣されなくても輸血用血液が使用できるよう，
保冷庫を整備している医療機関の輸血担当職員が紙伝
票を使用し払い出しできる手順としている．
保冷庫を整備していない救護病院などから輸血用血

液の供給要請があった場合は，近隣の保冷庫を整備し
ている災害拠点病院から血液センターが調達した搬送
手段で搬送する手順であるが，災害時には搬送手段や
人員を確保できない可能性もある．搬送手段も患者搬
送を優先するため，できるだけ輸血が必要な患者は，
保冷庫を整備している災害拠点病院に搬送することと
災害時医療救護計画に明記した．限られた医療資源を
災害拠点病院に集中して，医療活動を展開する方が効
率的である．いくつかの問題点は残るが，必要な時に
輸血が行えず死亡する患者を減らすことが重要であり，
災害時には，最低限の手順で，ある程度の例外的な運

用は認容することも必要である．ただし，輸血用血液
については，適正な保管とトレーサビリティの維持は
必要である．その観点からも，災害時緊急供給血液の
在庫管理はコンピューターシステムを使用する方が簡
便で望ましい．そのうえ在庫が自センターやブロック
センターなどでリアルタイムに閲覧可能であれば，他
県からの在庫補充の際にも利用できる．今後は，その
システムや携帯端末などの整備についても検討が必要
である．
現在，災害時緊急供給体制で保管する輸血用血液は

人赤血球液のみであり，今後は濃厚血小板液や新鮮凍
結血漿の供給体制の検討も必要である．
高知県のように，血液事業と行政，医療機関が協議

し，災害時の対応計画を策定していくことは各都道府
県においても必要であると考える．

結 語
今回，災害時医療救護計画上の輸血用血液の緊急供

給体制を構築し災害時緊急供給血液の保管用の保冷庫
を災害拠点病院に整備することができた．今後も検討
を重ね，災害時に輸血用血液を供給できる体制をより
確実なものにしていきたい．
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