赤十字救護班、施設支援、ＤＭＡＴ、ドクターヘリの出動状況

◆旭川赤十字病院災害対策本部
・院内設置の災害対策本部 ８月２日 解散
◆岩手県（陸前高田）への派遣
・北海道支部現地対策本部
・道内赤十字病院救護班
・道内こころのケア班
・道内看護ケア班
・遠野現地災害対策本部

７月５日 ～ 東北ブロックへ引継ぎ
７月５日 ～ 東北ブロックへ引継ぎ
７月 20 日～ 東北ブロックへ引継ぎ
７月 30 日～ 東北ブロックへ引継ぎ
８月１日 撤収

◆石巻赤十字病院への派遣
・救急外来応援の医師、看護師は８月中旬で終了
（道内より精神科医師の派遣を９月から予定）
・薬剤師の派遣は全国規模で継続する見込

＜ドクターヘリ＞
３月 12 日（日）
11：45

ドクターヘリ 岩手県 花巻空港へ出動
医師：大塚尚実（麻酔）
、看護師：山下亜子（ER）
※ 現地での患者の搬送を予定

午後

現地にて待機

３月 13 日（日） 患者搬送のため活動開始
３月 14 日（月） 患者搬送のため活動
３月 15 日（火） 午後より帰還。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
＜ＤＭＡＴ＞
３月 12 日（土）
11：45 ＤＭＡＴ出動 （ドクヘリに同乗し千歳航空自衛隊基地へ）
看護師：吉岡瑞子、三上淳子
※ 千歳にて広域搬送受け入れ対応予定
12：10 ＤＭＡＴメンバーを“日赤救護班”としての現地入りを模索したが、空路、
海路等の交通手段を確保することができず、現地入りを断念。
ＤＭＡＴとして千歳空港へ入り広域搬送の受け入れすることとした。
13：00 ＤＭＡＴ本体出動 千歳航空自衛隊基地へ
医師：住田臣造（副院長）
、木村慶信（麻酔）
看護師：十河幸代、高橋久美子、近井英一
ロジ：富田健二（総務）
、陶山伸一（ME）
※ 千歳にて広域搬送受け入れ対応（吉岡、三上と合流）
20：00 花巻空港より 4 人の受傷者を受け入れ、札幌近郊の病院へ搬送。
３月 13 日（日）花巻からの受け入れについて継続待機
３月 14 日（月）帰還。 18：45 に病院到着し再出動に向け待機。
３月 16 日（水）待機解除。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

＜日赤北海道支部 第６次救護班

①

＞

当院は初動でＤＭＡＴ、ドクヘリが出動したため、救護班第１班として伊達日赤が
14 日(月)夕刻に出動し、岩手県釜石市に救護所を開設し救護活動を展開。
旭川救護班は“第６次救護班”として ３/２９(火)～４/３(日) の間で活動。
＜メンバー＞【医

師】丸一(脳外)

【師 長】中川(５南)
【看護師】佐藤(３北)、柿原(HCU)
【こころのケア】阿部(７北)
【薬剤師】下道
【管理要員】新家(総務)、川崎(MSW)

＜日赤北海道支部 第１３次救護班

②＞

４/１９(火)～４/２４(日) 岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣
＜メンバー＞【医

師】久保田(脳外)、白川（研修医）

【師 長】石田(HCU･ER)
【看護師】小野田(４南)、水落(４北)
【こころのケア】川上(HCU･ER)、
【管理要員】国貞(企画)、鈴木(調度)

＜日赤北海道支部 第１４次救護班
４/２２(金)～４/２７(水)
＜メンバー＞【医

③＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】中桐（形成)、髙橋（研修医）

【師 長】十河(情報)
【看護師】太田(OP)、佐々木(HCU･ER)
【こころのケア】北村(３南)
【薬剤師】近藤
【管理要員】岡本(医情)、大西(MSW)

＜日赤北海道支部 第１６次救護班
４/２８(木)～５/３(火)

栗山班＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へで栗山班の

医師として活動
＜メンバー＞【医

師】住田（副院長）

＜日赤北海道支部 第２１次救護班
５/１３(金)～５/１８(水)
＜メンバー＞【医

④＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】木村（麻酔)

【師 長】前田（看護副部長)
【看護師】渡辺(４南)、鈴木(５北)
【こころのケア】畠山(６南)
【管理要員】陶山(臨床工学課)、富樫(会計)

＜日赤北海道支部 第２５次救護班
５/２５(水)～５/３０(月)
＜メンバー＞【医

⑤＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】小林（麻酔)

【師 長】吉岡（３みなみ)
【看護師】大槻(HCU･ER)、武田(手術室)
【こころのケア】浅沼(５みなみ)
【管理要員】寺口(医事課)、若林(医療情報課)

＜日赤北海道支部 第２８次救護班
６/３(金)～６/８(水)
＜メンバー＞【医

⑥＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】望月（麻酔)、吉田（研修医）

【師 長】野呂（手術室)
【看護師】澤田(HCU･ER)、漆原(６みなみ)
【こころのケア】多谷(ＳＣＵ)
【薬剤師】糸川
【管理要員】山田(医療情報課)、福田（リハビリ）

＜日赤北海道支部 第３２次救護班
６/１５(水)～６/２０(月)
＜メンバー＞【医

⑦＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】吉田（副院長/神内)

【師 長】杉山（３きた)
【看護師】伊藤（貴）(４みなみ)、住友（７みなみ）
【こころのケア】伊藤（由）(６きた)
【管理要員】本間(医事課)、早坂（調度課）

＜日赤北海道支部 第３４次救護班
６/２１(火)～６/２６(日)
＜メンバー＞【医

⑧＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】住田（副院長/麻酔)

【師 長】市川（内科外来)
【看護師】大塚(ICU･CCU)、橋爪（４きた）
【こころのケア】高津(７みなみ)
【薬剤師】鈴木
【管理要員】藤田(人事課)、今関（医事課）

＜日赤北海道支部 第３６次救護班
６/２７(月)～７/２(土)
＜メンバー＞【医

⑨＞

岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

師】清水（脳神経外科）

【師 長】北（看護副部長）
【看護師】大蔵（４みなみ）
、三浦（HCU･ER）
【こころのケア】長谷川（７きた）
【薬剤師】近藤
【管理要員】小松（医療情報課）、世良田（退院支援室）

＜日赤北海道支部 第３８次救護班

⑩＞（福島県派遣救護員

①）

原発事故避難住民の警戒区域内への一時立ち入りに対応する救護活動
＜派遣期間＞ 平成 23 年 10 月 18 日（火）～21 日（金）
＜派 遣 先＞ 福島県南相馬市 馬事公苑
＜メンバー＞ 【医 師】住田 臣造
【看護師】十河 幸代

（副院長／麻酔科）
（看護師長 看護情報担当）

小野田美知子 （看護係長 ４階みなみ病棟）
【主 事】森谷 幸治

＜日赤北海道支部 第３９次救護班

（会計課長）

⑪＞（福島県派遣救護員

②）

原発事故避難住民の警戒区域内への一時立ち入りに対応する救護活動
＜派遣期間＞ 平成 23 年 10 月 26 日（水）～29 日（土）
＜派 遣 先＞ 福島県南相馬市 馬事公苑
＜メンバー＞ 【医 師】牧野 憲一

（副院長）

【看護師】三上 淳子

（看護係長 ER･HCU）

近井 英一

（看 護 師 ER･HCU）

【主 事】田中 雄一

（事務副部長）

―――――――――――――――――――――――――――――――――

＜日赤救護班への“こころのケア指導者”派遣

①＞

本部要員として岩手県 陸前高田市へ派遣。救護班のこころのケア要員と共に活動
５/１３（金）旭川発～５/１９（木) 旭川着
＜派遣者＞ 三上淳子(HCU･ER)

＜日赤救護班への“こころのケア指導者”派遣

②＞

本部要員として岩手県 陸前高田市へ派遣。救護班のこころのケア要員と共に活動
５/２８（土）旭川発～６/３（金) 旭川着
＜派遣者＞ 阿部昌江(7 きた)

＜日赤救護班への“こころのケア指導者”派遣

③＞

本部要員として岩手県 陸前高田市へ派遣。救護班のこころのケア要員と共に活動
６/２７（月）旭川発～７/３（日) 旭川着
＜派遣者＞ 三上淳子(HCU･ER)

＜こころのケア班派遣＞
「こころのケア班」として岩手県 陸前高田市立第一中学校避難所へ派遣

＜期

間＞

平成 23 年 7 月 17 日（日）～7 月 23 日（土）

＜派遣者＞

阿部（７階きた）、廣崎（手術室）

―――――――――――――――――――――――――――――――――
＜看護ケア班

①＞

本社看護部の要請により看護ケア班として派遣
＜期

間＞

6 月 30 日（木）～7 月 6 日（水）

＜派遣先＞

岩手県 陸前高田第一中学校

＜派遣者＞

五林（ＳＣＵ）、阿部（５階きた病棟）

＜看護ケア班

②＞

本社看護部の要請により看護ケア班として派遣
＜期

間＞

＜派遣先＞
＜派遣者＞

7 月 10 日（日）～7 月 16 日（土）
岩手県 陸前高田第一中学校

松田（訪問看護ステーション）、近藤（スキンケア外来

―――――――――――――――――――――――――――――――――

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

①＞

本社の要請で看護師３名を石巻赤十字病院へ派遣。
３/１９（土）旭川発～３/２６（土) 旭川着
＜メンバー＞ 金田師長(６きた)、荒木(SCU)、宮崎(５みなみ)）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

②＞

石巻赤十字病院への継続支援として派遣。
４/３（日）旭川発～４/１０（日) 旭川着
＜メンバー＞ 横尾(HCU･ER)、本間(HCU･ER)

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

薬剤師

①＞

本社の要請で薬剤師１名を石巻赤十字病院へ派遣。
４/３（日）旭川発～４/１０（日) 旭川着
＜メンバー＞ 橋本課長（製剤課）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

医師

①＞

本社の要請で医師師１名を石巻赤十字病院へ派遣。
４/３（日）旭川発～４/１０（日) 旭川着
＜メンバー＞ 大塚 Dr（麻酔科）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

ＭＥ ①＞

本社の要請でＭＥ１名を石巻赤十字病院へ派遣。
４/１８（月）旭川発～４/２５（月) 旭川着
＜メンバー＞ 貝沼（臨床工学課）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

医師

②＞

本社の要請で医師師１名を石巻赤十字病院へ派遣。
４/１８（月）旭川発～４/２５（月) 旭川着
＜メンバー＞ 諏訪 Dr（小児科）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

事務

①＞

石巻赤十字病院への事務要員として派遣。
５/３（火）旭川発～５/１０（火) 旭川着
＜メンバー＞ 橋本(検査科)

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

石巻赤十字病院への継続支援として派遣
５/３（火）旭川発～５/１０（火) 旭川着
＜メンバー＞ 鈴木(ＳＣＵ)、越智(HCU･ER)

③＞

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

④＞

石巻赤十字病院への継続支援として派遣。
６/２（木）旭川発～６/１４（火) 旭川着
＜メンバー＞ 本間(HCU･ER)、佐々木(HCU･ER)

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

⑤＞

石巻赤十字病院への継続支援として派遣。
６/１２（日）旭川発～６/２４（金) 旭川着
＜メンバー＞ 唐牛(HCU･ER)、横山(HCU･ER)

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

薬剤師

②＞

本社の要請で薬剤師１名を石巻赤十字病院へ派遣。
６/１２（日）旭川発～６/２３（木) 旭川着
＜メンバー＞ 牧瀬課長（薬剤部）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

医師

③＞

本社の要請で医師師１名を石巻赤十字病院へ派遣。
７/９（土）旭川発～７/１５（金) 旭川着
＜メンバー＞ 藤田 Dr（耳鼻咽喉科）

＜石巻赤十字病院への支援要員派遣

看護師

石巻赤十字病院への継続支援として派遣。
７/１３（水）旭川発～７/２６（火) 旭川着
＜メンバー＞ 新谷(ICU･CCU)、木内(HCU･ER)

⑥＞

