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札幌市中心部など停電 信号機消え、コンビニ営業停止も．2018-09-06，朝日新聞デジタル，
https://www.asahi.com/articles/ASL961JP2L96UCVL001.html?iref=pc_photo_gallery_b
readcrumb (アクセス日 2021-10-15)

2011年3月 東日本大震災

2014年9月 広島市豪雨土砂災害

2016年4月 熊本地震

2018年7月 西日本豪雨

2018年8月 北海道豪雨

2018年9月 北海道胆振東部地震

2019年8月 九州北部豪雨

…

備えよう その災害はあしたかも…



札幌市, 第4次地震被害想定, 2021年3月

内閣府, 防災情報のページ, 地震災害,
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html（アクセス日 2022年11月27日）



温暖化の影響により、水害リスクも高まっている。
日本は国土の約7割が山地であり、急勾配な川が多く、もともと洪水
や土砂崩れなどの災害が発生しやすい。

内閣府, 防災情報のページ, 水害被害, https://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/suigai.html（アクセス日 2022年11月27日）

日本の年平均気温偏差 降水量80mm/時間以上の年間発生回数



きょうの流れ

• 重心児（者）の災害対策

• 北海道胆振東部地震の経験から

• 個別避難計画について
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重心児（者）の
災害対策



• 電気に依存する医療・福祉機器が多い

• 移動が容易ではない

• 環境の変化に影響を受けやすい

• 体調が不安定な方が多い

• 平時から複数の支援者がいる

災害対策からみた重心児（者）の特徴



• 人工呼吸器

• 加温加湿器

• 酸素濃縮器

• たん吸引器

• 電動式ベッド・エアマット

医療機器は電気に依存している

• 機械式排痰補助装置

• 電気毛布

• 吸入器

照明、冷暖房、エレベーター、携帯電話にも電気が必要
写真の掲載について本人および保護者の了承を得ています

…



• 人工呼吸器

• 加温加湿器

• 酸素濃縮器

• たん吸引器

• 電動式ベッド・エアマット

平時より電源の使わない方法を確認

⇒ 専用バッテリー、蘇生用バッグ

⇒ 人工鼻

⇒ 酸素ボンベ

⇒ 専用バッテリー、手動式吸引器

⇒ 専用ハンドルなど

日々の外出は良い機会、少しずつ確認していく



人工呼吸器のバッテリー目安時間

人工呼吸器 内部バッテリー 外部バッテリー 合計

Trilogy100plus 3時間（9時間） 3時間（9時間） 6時間

Trilogy Evo 7.5時間 7.5時間 15時間

クリーンエアASTRAL 8時間（4時間） 8時間 16時間

ViVO45/45LS 2.5時間（2時間） 6.5時間（6時間） 9時間

ViVO50/60 3時間（3時間） 8時間（3時間） 11時間

NIPネーザルV-E 2時間 5時間（10時間） 7時間

（ ）内は満充電にかかる時間の目安



酸素ボンベついて

HOT入門, エア・ウォーター株式会社

温度などの条件で変化するため圧力計を確認しながら使用する



人工鼻

シリンジでのたん吸引

手動式たん吸引

足踏み式たん吸引



非常用電源
各自治体に助成制度を確認する

発電機
・ガソリン式
・ガスボンベ式（5℃以下では使えない）
・屋外で使用を！

蓄電池
・複数個あるのが理想 自動車

・カーインバーター
・PHV・EV
・V2H

住宅用太陽光発電
・スマートハウス
・ZEH（ゼッチ）

正弦波のものを選ぶ



医療的ケア児等の災害支援に関わる参考資料

国立研究開発法人国立成育医療研究センター
「医療機器が必要な子どものための災害対策マニュアル」

北海道小児等在宅医療連携拠点事業
「停電時の停電確保について」



備蓄の準備

• 医薬品・衛生材料・栄養剤は手に入りにくい

• 処方薬は2週間分程度多めに出してもらい、１週間ごとに
分散して備蓄しておく

• 入院用の持ち出しバッグの準備は避難時にも活用可

15



16

避難方法の確認

• マンションではエレベーターの停止を想定

• ハザードマップの活用 ・ 個別避難計画 ・ 避難訓練



北海道胆振東部地震の
経験から



北海道胆振東部地震 概要

• 発生日時 2018年9月6日 3:07

• 規模 マグニチュード 6.7

• 震源の深さ 37km

• 最大震度 7（厚真町）札幌から70km

• 札幌市の震度
• 6弱 東区、5強 手稲区、清田区、白
石区、北区、5弱 厚別区、豊平区、
西区

• 発災後1週間の余震
• 震度1以上 240回（5弱 1回、4が14回、
3が27回、2が68回、1が130回）

気象協会HPより



9/6 3:07発災 9/7 9/8

中央区

白石区

厚別区

清田区

北区

手稲区

豊平区

西区

東区

南区

停電時間

50時間で
99%が復旧



発災後～電気復旧までの在宅患者の状況
震災当時：在宅患者190名 人工呼吸器患者 160名

自宅待機, 126名
避難入院, 43名

急性期入院中, 8名

短期入所中, 5名

道外旅行中, 2名 知人、身内宅、介護事業所へ避難, 6名

23%
66%



電源依存度別・全患者クロノロ
依存度C ：人工呼吸器・気管切開・吸引なし

黒の帯：停電時間
黄色の丸：安否確認時間
緑の帯：避難入院
オレンジの矢印：自宅以外で電源確保
肌色の帯：病院以外の場所に避難

9/6 発災 9/7 9/8



依存度 B ：夜間のみ人工呼吸器、口鼻吸引のみ
9/6 発災 9/7 9/8



依存度 A ： 24時間人工呼吸器/在宅酸素、気管切開
9/6 発災 9/7 9/8



非常用電源確保 のべ 42名（21%）

• 自宅にあった発電機を使用 8名
• ガソリン・ガスボンベ式 3／太陽光発電 5

• 発電機を借りて自宅で使用 8名
• 近所・知人から 4

• 父の職場から 2

• 福祉事業所 2

• 呼吸器バッテリー以外の蓄電池 10名

• 自家用車からの充電 16名



札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業,
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_08.html（アクセス日 2022年11月27日）

2019年10月より札幌市でも

非常用電源の購入費助成制度が実施

自治体によるばらつきも課題



• 24時間人工呼吸器の方を中心に、電源確保や体調

の維持に不安がある場合は、主治医病院や近隣の病

院に避難入院した。

• 一方で、札幌市内では家屋の被害が少なく、自宅に

とどまる方も多かった。避難所の利用はなかった。

• 非常用電源の購入費助成制度が出来て、蓄電池など

を準備する家庭が多くなった。



個別避難計画

について





ハザードマップの活用

どのような被害が想定されているか事前に確認する





避難先についての選択肢
在宅避難、親戚・知人宅避難

• 慣れた環境でプライバシーも確保される。

• 非常用電源、食料・医薬品・衛生材料・生活用品などの
備蓄が必要になる。

避難所避難

• 公的な支援を受けやすい。

• どんな場所でどんな配慮があるかわからない場合が多い。

避難入院

• 電源や医療が確保でき、安心感がある。

• 事前に申し合わせるのが望ましい。





札幌市, 災害時ささえ合いガイドブック

普段からのご近所づきあいが大切

災害対策が地域と繋がる機会に
ならないだろうか



まとめ

• 非常用電源の確保や電源を用いないケア方法など、平時から

の備えが不可欠となる。 災害時のみではなく、外出など普段

から活用しておくとよい。

• 想定される災害や被害を確認し、個別避難計画を作成する。

• 地域住民との繋がりは、災害時の支えあいにも活かされる。


