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１．はじめに 

1.1 研究の背景 

 現在、首都直下地震が懸念されており、その事態

に備え、様々な組織や企業で対応策が検討され、整

備が進められている。 

一方、都心部には多くの人々が様々な目的で集ま

り、地域内に居住していない非定住者が多く存在し

ている。都心部における震災時において、都心部に

集中した人口によって多数の負傷者が生じ、治療提

供が十分に行われず、多くの負傷者たちが路頭に迷

う可能性がある。しかし、都心部に多く滞在してい

る非定住者に対する防災計画や受療計画の立案は困

難であり、検討は必要だが、手つかずの状態になっ

ているのが現状である。 

 

1.2 研究の目的 

都市防災計画の課題である都心部の溢れた人口と、

震災時に予想される多くの死傷者に対し、円滑な医

療提供が行えるよう、都心部の災害医療の可能性を

探ることを目的として、本研究では非定住者に着目

し、これまでの定住者中心の想定とは異なる、震災

時の受療計画について検討する。 

震災時においては、救護所等の受け入れ体制が整う

までの間に治療が必要な人や、足の負傷等により自

力で救護所に辿り着けない人、救護所や医療施設等

の場所が分からず治療を受けられない人たちのため

に、最前線医療拠点が必要と考える。本研究の仮説

では、公共空間や施設・オフィスビルのホール等を

利用し、最前線医療拠点を設け、行政(区・都・消防・

自衛隊等)や DMAT 等によって、被災患者に対して医

療提供が可能ではないかというものであり、その条

件を整理することが具体的な検討課題である。 

 

 

 

 

1.3 研究の方法 

 都心部の震災時における救急医療計画を検討して

いくため、新都心である新宿駅周辺注１）を今回の研

究対象とし、新宿区地域防災計画と同様に東京湾北

部地震 M7.3 風速 15m１）を想定するものとする。 

 この想定をもとに、医療施設や救護所等の位置関

係、死傷者数の分布、負傷者の受療行動などから、

震災時における救急医療計画を検討する。具体的に

は、新宿駅周辺の路上空間における交通量調査から

死傷者分布を推計し、また被災者の受療行動をアン

ケート調査によって明らかにすることにより、最前

線救急医療拠点の配置方法や拠点数、拠点規模等を

検討していく。 

 

1.4 新宿区の現状と非定住者 

 新宿区の昼間人口は、夜間人口の約 2.5 倍に当た

る 77 万人程度であり、就業や観光などのために地域

外から多くの人たちが訪れ、震災時には買い物客等

の非定住被災者が最も多く発生するエリアである

(表 1)。また新宿駅周辺エリアには災害拠点病院は 2

つあるが、救護所や避難所等は 1 つもなく(図 1)、

震災時において避難や受療計画に不安がある地域と

なっている。 

 

 

表 1.新宿区の人口２）  図 1.新宿駅周辺地図 

 

1＊     ：工学院大学大学院工学研究科 教授・工学博士 

2＊＊    ：工学院大学大学院工学研究科 教授・博士（工学） 

3＊＊＊   ：工学院大学大学院工学研究科 教授・博士（工学） 

4＊＊＊＊  ：工学院大学大学院工学研究科 准教授・博士（工学） 

5＊＊＊＊＊：工学院大学大学院工学研究科 建築学専攻（所属：山下てつろう研究室） 
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２．新宿駅周辺の屋外死傷者分布 

2.1 屋外死傷者分布の概要 

 死傷者の多い地域を明らかにするために、屋外の

人口分布を地上と地下に分け、路上空間における歩

行者交通量調査注２）により把握し、屋外死傷者算定

式３）を用いて屋外死傷者分布を推計した。調査は平

日/休日・晴れ/雨・朝(8 時)/昼(13 時)/夜(19 時)に

行い、屋外死傷者は屋外落下物、ブロック塀等の倒

壊によるものとした。また、屋外死傷者を算定する

にあたり、地下街や地区内残留地区も、他の地域と

同様の算定式により算出して検討する。尚本研究で

言う分布とは地理的位置と人数の情報を示している。 

2.2 屋外における地上歩行者の交通量調査 

地上歩行者の交通量調査は、デジタルカメラの録

画機能を使用し、自転車で調査範囲を回り録画した

ものを、地図上に人数をカウントし、記載すること

で実施した。調査の結果として、西口は 4,000 人か

ら 6,000 人程度に安定しており、東口は 2,000 人か

ら 10,000 人程度と時間によって人口が大きく異な

った。 

 
写真 1.地上調査時の様子   図 2.地上歩行者人口 

 

2.3 地上歩行者の死傷者分布 

 図 3～5 は、平日・晴・朝/昼/夜における死傷者分

布で、図中の円は新宿駅から直線距離 250、500、

1,000ｍのラインを示したものである。負傷者と新宿

駅までの距離の関係性から、地上歩行者の死傷者分

布は駅から 500m 圏内が多いということが分かる。 

平日の新宿駅西口周辺をみると、屋外地上滞留人

口の時間帯による差は 1,000 人程度と小さいため、

朝/昼/夜において負傷者数は約 50 人と時間帯によ

る変化は見られない。一方、平日の東口周辺では、

滞在者は時間帯によって 5,000 人程度の差があり、

死傷者数は朝が 25 人、昼が 55 人、夜が 80 人程度と

時間帯によって死傷者数に変化が大きく見られる。

尚、屋外地上負傷者算定式は注 3)に示す。 

 

 

 

図 3.地上新宿駅周辺の人口分布図(平日・晴・朝) 

 

 

図 4.地上新宿駅周辺の人口分布図(平日・晴・昼) 

 

 

図 5.地上新宿駅周辺の人口分布図(平日・晴・夜) 
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2.4 地下歩行者の交通量調査 

 地下歩行者の交通量調査は、5 分間の交通量をタ

ップ式カウンターによって計 56 ヶ所測定した。また

調査で得た数値から、地下空間の歩行者人数を求め

るのに用いた式は注 4)に示す。調査の結果として、

西口の平日・朝が 5,000 人程度、東口は夜 2,000 人

程度と多く滞在が存在している。 

 

写真 2.地下調査時の様子   図 6.地下歩行者人口 

 

2.5 地下歩行者の死傷者 

 地下死傷者分布を図 7～9 に示した。新宿の地下街

は通勤利用が多くオフィス街のような特徴を持ち、

平日をみると、朝の負傷者は約 60 人で広域に負傷者

が発生する(図 7)。昼の負傷者数は朝夜に比べ約 30

人と低く(図 8)、夜は約 50 人の負傷者が狭い範囲で

発生すると予想される(図 9)。また西口周辺では朝

に負傷者が 50 人程度と多く、東口周辺では夜に 20

人程度と多くの負傷者が発生する。尚、屋外負傷者

算定式は注 5)に示す。 

 

2.6 小結 

 屋外負傷者数を新宿駅西口周辺と東口周辺で分け

ると、平日/休日、朝/昼/夜で地域の特徴が顕著に現

れているのが分かる(表 2)。西口周辺では、平日は

時間帯に関係なく負傷者が 90 人程度発生し、休日は

平日よりも負傷者数は 40 人程度減少する。東口周辺

では、朝は負傷者数が 35 人程度であるが、昼頃から

85 人程度と増え、夜にも 100 人程度と多くの負傷者

が発生する。 

 総合病院と死傷者分布の関係を見ると(図 10)、多

くの負傷者が発生する地域には大きな病院がないこ

とが分かる。平日・晴・昼の死傷者分布図で見ると、

総合病院から 500m 以上の距離に位置している場所

に、死傷者が多く発生する地域が含まれている。ま

た、この地域を訪れている人々の中には、多くの非

定住者が滞在していると予想される。これらから、

近くの大病院までの距離が少し離れていることや、

非定住滞在者が多い地域中で、非定住者に土地勘の

 

図 7.地下新宿駅周辺の屋外死傷者分布（平日・晴れ・朝） 

 

 

図 8.地下新宿駅周辺の屋外死傷者分布（平日・晴れ・昼） 

 

 

図 9.地下新宿駅周辺の屋外死傷者分布（平日・晴れ・夜） 
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無いことなどから、震災時に被災者が自力で病院に

向かうことは少ないのではないかと予想される。 

 

表 2.屋外負傷者数（西、東、合計） 

 

 

 

図 10.死傷者分布と病院との位置関係図(平日・晴れ・昼) 

 

３ . 新宿駅周辺の屋内死傷者分布  

3.1 屋内死傷者分布の概要 

 地域内のどこに多くの屋内死傷者が発生するかを

把握する。屋内人口分布を、街区面積と容積率から

算出した仮想延べ床面積と、パーソントリップ調査

の施設内滞留者から、屋内人口分布を算出する。こ

の屋内人口分布に屋内死傷者算定式４）を用いて、屋

内死傷者分布を推計する。屋内負傷者はゆれ・液状

化等の建物被害、屋内移動・転倒物、屋内落下物に

よる負傷とし、それぞれの死傷者算定式を用いて算

出した。 

 また、屋内死傷者を算定するに辺り、火災による

死傷者数については、火災の発生場所が推測できず、

分布としては現せないため、ここでの屋内死傷者数

の推計では除外して計算しており、パーソントリッ

プ調査データは平日・晴れのものとして扱うものと

する。 

図 11.新宿駅周辺の屋内死傷者分布（朝） 

 

 

図 12.新宿駅周辺の屋内死傷者分布（昼） 

 

 

図 13.新宿駅周辺の屋内死傷者分布（夜） 
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3.2 屋内死傷者分布 

 図 11～13 は、朝/昼/夜における屋内死傷者分布で

ある。図を見ると、新宿駅周辺の西口、東口ともに  

駅前で屋内死傷者発生することが分かる。特に西口

は駅から少し離れた都庁周辺でも、超高層ビル群が

建ち並び、土地面積に比べ集客率が高く屋内人口が

多いため、屋内死傷者数が多発する地域だと分かる。 

また、新宿駅周辺は商業地域のため、就業時間前

の朝方の時間帯では屋内にいる人数が少なく、あま

り死傷者を出さない。しかし、就業時間帯中は就業

者や観光客等で多くの人が屋内に滞在しているため、

多くの死傷者を発生させてしまうことが分かり、就

業時間帯か否かで死傷者の発生が大きく異なるとい

うことが分かる。尚、屋内負傷者算定式は注 6)に示

す。 

 

3.3 小結 

 屋内死傷者数を新宿駅西口周辺と東口周辺で分け

ると、西口の死傷者数が新宿駅周辺全体の死傷者の

65%で、東口が 35%と、西口の方が東口に比べ多くの

死傷者が発生するのが分かる(図 14)。 

 また新宿駅周辺は就業時間と就業時間外で死傷者

数が大きく変わり、昼は朝の 5〜6 倍、夜は朝の約 4

倍の死傷者が発生する。震災時間によって、負傷者

数が大きく変わってくるのが、新宿駅周辺の震災被

害の特徴だと言え、そのため時間帯別に必要とされ

る医療拠点数も変わってくるため、医療拠点配置方

法を就業時間帯と就業時間帯外の 2 つに分けて、検

討した方が良いと思われる。 

 

 

図 14.屋内死傷者数（西、東、合計） 

 

４ . 被災時の行動予測  

4.1 被災時行動予測の概要 

 新宿駅周辺の被災者が震災時において、どのよう

な受療行動を取るものか把握しなければ、災害時に

おける救急医療計画は検討し得ない。そのためアン

ケート調査をもとに、首都直下地震を想定した被災

者の受療行動を予測していく。 

4.2 アンケート調査の概要 

 アンケート調査は、新宿区役所前と工学院大学前

広場で H23 年 10 月 7 日から 11 月 15 日までの 21 日

間、12 時から 17 時の間で行った。調査方法は、各

場所で来訪者および職員等に対し、街頭アンケート

を行うものである。具体的には、東日本大震災直後

に取った行動、その日の夜はどこで過ごしたか、帰

宅開始時間や手段などを聞く、東日本大震災時の行

動調査アンケートと、首都直下地震想定時の、負傷

を負った時の受療行動、病院の認知度、受療するた

めの情報収集の在り方などを聞く、首都直下地震時

における受療行動アンケートである。尚、アンケー

トの有効回答数が 1,184 枚であった。しかし、東日  

本大震災時の行動調査では、最大震度 4 以下５）の県

等や海外にいたものを除き、また各問いに対して不

明や不正回答を除いているため、各問いによって有

効回答数はそれぞれ異なっている。 

 

表 3.アンケート結果 
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4.3 首都直下地震時における受療行動予測 

 捻挫程度の軽傷を負った場合の受療行動に関して

見ると、この質問の有効回答数が 1,131 人に対して

79%に当たる 900 人が、治療しない、または自分・自

宅で治療すると答えた。つまり、重傷者・死者の

100％の人と、軽傷者の 21％の人が医療施設や救護

所に向かうと、このアンケート結果から予想され、

震災時刻を 13 時と想定すると軽傷者 366 人、重傷者

253 人、死者 21 人、合計 640 人が震災時に受診を望

むことになる。 

 しかし、新宿駅周辺の総合病院の場所の認知度を

調べると、知っていると答えた人の割合はどれも

50％以下であり、特にほぼ毎日新宿を訪れている人

を除いた各病院の認知度は、大久保病院が 37％、JR

総合病院が 26％、東京医科大学病院が 40％となり、

病院の場所の認知度は低いと言える。救護所や避難

所等の場所の認知度も全体で 21％と低いことが分

かった。また治療できる施設を探す際に利用する情

報媒体を見ると、携帯電話等、近くの人、誘導員等

がアンケート回答者数に対して約 6 割の回答率と情

報媒体として高い利用が予想される結果になった。 

 

4.4 小結 

 死傷者推計と受療行動から被災時の受診者数を推

定すると、新宿駅周辺では 640 人となる。そのうち

重傷者数が 253 人で受診者数の約 40％に当たり、大

きな数値を占めている（表 4）。また病院や救護 

所など場所の認知度は全体で 36%と低く、認知度の

低さから多くの非定住者が自力で治療できる施設を

見つけ出すのは困難だと思われる。負傷した際に治

療を行う施設を利用する情報媒体は、携帯電話等、

近くの人、誘導員が回答として多く、この３種が震

災時における情報媒体としての利用や期待を示して

いるのが推測される。 

 

表 4.死傷者想定と患者推定６） 

 

 

 

 

５ . 総括  

5.1 最前線医療拠点の可能性 

 新宿駅周辺地域の土地面積は新宿区の約 10%７）な

のに対し、負傷者数は 1,744 人と新宿区の約 20%で

あり、多くの負傷者が発生してしまう地域と言える。

また、受診者数は 13 時で 640 人であり、医療提供を

行う必要があるが、新宿駅周辺の医療施設だけでは

到底全ての受診者に医療提供し得ないと考えられる。

周辺の医療施設で補えきれない受診者に関しては、

救護所などで対処していかなくてはならないが、新

宿駅周辺では救護所が少ないのが現状である。その

ために、溢れた受診者に対してオフィスビルなどの

ホール等を利用した最前線医療拠点を設置し、十分

な医療提供と、円滑な医療提供が行えるよう最前線

医療拠点を配置することが、新宿駅周辺の医療提供

において有効な手段ではないだろうか。 

 

5.2 最前線医療拠点の配置 

 本研究の結果は仮説を裏付けるものと考え、最前

線医療拠点の配置方法としては、本稿では仮に就業

時間帯において新宿駅周辺に 11 個の最前線医療拠

点を配置すると仮定する。 

 まず、東西の死傷者数の割合は、西口が約 65%であ

り、東口が約 35%であることから、西口に 7 個、東

口に 4 個、医療拠点を配置することになり、災害拠

点病院も合わせると西口に 8 拠点、東口に 5 拠点と

なる。また、駅までの距離負傷者の割合から（表 5）、  

 

表 5.駅との距離と負傷者 

 

 

駅からの距離と拠点数の割合を導くと、西口の 200m

に 1 拠点、500m に 3 拠点、800m に 3 拠点、1,100m

に 1 拠点を配置することになり、東口では 200m に 1

拠点、500m に 2 拠点、800m に 1 拠点、1,100m に 1

拠点となる。 さらに、時間帯別の負傷者の割合が、

就業時間帯と就業時間帯外で 5:1 となるので、就業

時間帯外ならば死傷者の割合より西口と東口にそれ

ぞれ災害拠点病院が 1 病院ずつと、最前線医療拠点

が 1 拠点ずつ設ければ良いことになる。  
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 東西の負傷者数の関係、負傷者数と駅までの距離

の関係、就業時間帯と就業時間帯外の負傷者の関係

から以上の最前線医療拠点配置を導いた。最終的に

死傷者分布図から、最前線医療拠点を配置すると図

16 のようになる。  

 

 

図 15.平日屋内外負傷者人数と駅までの距離 

 

 

図 16.最前線医療拠点配置 

 

5.3 今後の災害時救急医療計画について 

 本稿における死傷者算定では、超高層ビルの揺れ

等について考慮されておらず、今後、超高層ビルの

揺れによる死傷者算定式が確立し次第、死傷者算定

式を改善し、死傷者数やその分布等について追求し

ていく必要がある。 

 また最前線医療拠点数や具体的な配置方法の提案

を、本稿の屋内外死傷者分布や震災時における受療

行動予測結果から、医療機関や行政等と議論し、震

災時に医療施設では賄いきれない受診者数や、派遣

医療チーム数とその単位時間当たりの診察可能人数

などを把握することで、更なる最前線医療拠点の検

討をしていく。 
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注 

注 1)新宿駅周辺は新宿駅、西新宿駅、都庁前駅、西武新 

宿駅、新宿 3 丁目駅、東新宿駅を含む、西を JR 線路・ 

十二社通り・青梅街道・甲州街道、東を明治通り・JR 

線路・甲州街道・職安通りの幹線道路で囲まれた地域と 

する。 

注 2)地上・地下交通量調査実施日(H22 年度) 

 新宿区の特徴から平日は月曜から木曜日までとし、金曜 

日は平日から除外して調査を行った。 
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注 3)屋外地上負傷者算定式 

  

注 4)地下交通量算定式 

 歩行者数＝道路距離÷調査時間÷平均歩行速度×調査 

実施歩行者数 ※平均歩行速度は 80m/分を使用 

注 5) 屋外地下負傷者算定式 

  

注 6)屋内死傷者計算式 

  

注 7) 火災死傷者算定式 

  

 


