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第４ マニュアル

「第２ 医療救護活動」の中で、「⇒」マークで示した個々のマニュアルを記載しています。
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２ 県保健医療支部の運営 ････････････････ 2-1

３ 医療救護所 ････････････････････ 3-1

４ 救護病院 ････････････････････ 4-1

５ 災害拠点病院 ････････････････････ 5-1

６ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）･･････････････････ 6-1

７ 広域医療搬送 ････････････････････ 7-1
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９ ＥＭＩＳ ）･････････ 9-1（広域災害救急医療情報システム

10 避難所の医療ニーズ調査 ･･･････････････････ 10-1

〔避難所アセスメントシートの様式〕

11 トリアージ ･･･････････････････ 11-1

12 災害診療記録とお薬手帳 ･･････････････････ 12-1

〔災害診療記録の様式〕

13 遺体の仮安置と搬送 ･･･････････････････ 13-1
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15 災害医療コーディネーター ･･･････････････････ 15-1
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＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 県保健医療支部や広域的な災害拠点病院等を通じて、医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情

報などを収集し、整理してクロノロジーに記載し、県保健医療支部の活動状況や災害拠点病院の活動状

況など、表に取りまとめるべき情報は、情報分析班へ伝達します。患者搬送要請や医療従事者派遣要請

など検討が必要な要請は対策企画班に伝達します。伝達は書面で行うことを基本とし、また情報を本部

内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

（見える化する情報）

県保健医療支部の活動状況（参集職員数、ライフライン等）、災害拠点病院活動状況（職員数、空床数、

＜マニュアル 1＞ 県保健医療本部の運営

１ 設置及び運営体制

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 県保健医療支部や広域的な災害拠点病院等を通じて、医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情

報などを収集し、整理してクロノロジーに記載するとともに、情報分析班(追加)に伝達します。伝達は
書面で行うことを基本とし、また情報を本部内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

追加

本部長

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

・本部のロジスティクス機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

高知県保健医療調整本部 総務部長

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策統括

責任者が災害医療コーディネーター、統括 DMAT、
関係団体の意見を聞き、対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

計画情報部

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

県医師会の連絡調整員

日赤(高知県支部)の連絡調整員

本部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

・本部のロジスティクス機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

副本部長 対策統括責任者

総務部

対策企画班

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事、透析、歯科、看護

災害時周産期リエゾン

県医師会の連絡調整員

日赤(高知県支部)の連絡調整員

・計画情報部が企画･立案した対策をもとに、対策統括

責任者が災害医療コーディネーター、統括 DMAT、
関係団体の意見を聞き、対策を決定

・本部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

高知県保健医療調整本部 総務部長

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

計画情報部

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン

調整会議

県医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

等DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

・庁内外からの情報の収集によるﾆｰｽﾞとﾘｿｰｽの把握

・災害対策本部との連絡調整

・EMIS管理、クロノロ作成

情報収集班

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

情報収集班

調整会議

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括) 県医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)
薬事、透析、歯科、看護、

災害時周産期リエゾン

DMAT高知県調整本部の
統括 DMAT

等

・県内外からの医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療本部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

情報分析班

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達
対策企画班
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手術機能、ライフライン等）、医薬品備蓄医療機関の医薬品等の在庫状況、道路通行状況の地図への落

とし込み、医療救護チームの活動状況（活動中のチーム総数、活動期間、活動場所及び活動内容）など

イ 情報の見える化のために、必要な情報があれば収集を行います。

④ 対策企画班

エ 県保健医療本部の活動方針を作成し、県保健医療本部内、県保健医療支部、県災害対策本部、市

町村災害対策本部、医療機関と共有します。また、ToDoリストを作成し、情報の管理、共有を行
い、対応漏れがないように努めます。

⑤ 総務部

ア 県保健医療本部のロジスティクス機能として、広報、県保健医療本部運営に必要な資機材の調達、職

員の労務管理や仮眠場所の確保を行います。

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

イ 情報収集班は、ＥＭＩＳまたは共通様式１、共通様式２等により、県保健医療支部及び広域的な災害

拠点病院の医療救護活動に関する情報を収集し、情報分析班に伝達します。

＜情報の項目＞

(ｱ)医療救護所、救護病院の開設状況、医療スタッフ等の充足状況、人員・医療資源の充足状況等(ＥＭ

ＩＳから収集。入力されていない場合は県保健医療支部へ伝達する)

(ｲ) 災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の在庫等(Ｅ

ＭＩＳから収集。入力されていない場合は県保健医療支部へ伝達する)

(ｳ) 県保健医療支部の活動状況(参集職員、ライフライン等)

(ｴ) 広域的な災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の

在庫等

～省略～

エ 情報分析班は、収集、伝達された情報を分析、評価し、対策企画班に伝えます。対策企画班は、伝達

された情報について、対策が必要なものがあれば、対策を立案し、対策統括責任者の決定により実施し

ます。その内容は、県保健医療支部、広域的な災害拠点病院、県災害対策本部等の関係機関に伝達し、

情報を共有します。

～省略～

（２）国への情報伝達

(ｲ) 県保健医療本部から、厚生労働省医政局地域医療計画課及び経済課や、日本赤十字社などに伝達しま

す。日本赤十字社高知県支部の連絡調整員が派遣されている場合は、連絡員を通じて日本赤十字社へ

伝達します。

３ 支援要請への対応

（２）重症患者の搬送要請への対応

イ 必要に応じて、情報の収集を情報収集班に指示します。

④ 対策企画班

エ 調整内容は文書で書き残し、一覧表に整理するなど、情報の管理と共有に努めます。

⑤ 総務部

ア 県保健医療本部のロジスティクス機能として、広報、（追加）必要な資機材の調達、職員の労務管理

を行います。

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

イ 情報収集班は、ＥＭＩＳまたは共通様式１、共通様式２等により、県保健医療支部及び広域的な災害

拠点病院の医療救護活動に関する情報を収集し、情報分析班に伝達します。

＜情報の項目＞

(ｱ) 医療救護所、救護病院の開設状況、医療スタッフ等の充足状況、人員・医療資源の充足状況等(追

加)

(ｲ) 災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の在庫等(追

加)

(ｳ) 県保健医療支部の活動状況(参集職員、ライフライン等)

(ｴ) 広域的な災害拠点病院の活動の状況、職員の参集、空床数、手術機能、ライフライン、医薬品等の

在庫等

～省略～

エ 情報分析班は、収集、伝達された情報を分析、評価し、対策企画班に伝えます。対策企画班は、伝達

された情報をもとに、(追加)対策を立案し、対策統括責任者の決定により実施します。その内容は、県
保健医療支部、広域的な災害拠点病院、県災害対策本部等の関係機関に伝達し、情報を共有します。

～省略～

（２）国への情報伝達

(ｲ) 県保健医療本部から、厚生労働省医政局地域医療計画課及び経済課や、日本赤十字社などに伝達しま

す。(追加)

３ 支援要請への対応
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ア 情報収集班は、県保健医療支部等からＥＭＩＳまたは共通様式５によって重症患者の受入要請を受理

した場合、対策企画班に伝達します。

イ 対策企画班は、情報分析班が見える化している広域的な災害拠点病院や災害拠点病院等の空床情報を

もとに、適切な受入病院を選択します。、対策企画班に伝達します。

４ 医療支援の受入調整

（２）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴ等を除く）

ア 県外から派遣される医療救護チーム等の受入は、県保健医療本部が窓口となります。その派遣先につ

いては、県保健医療支部からの情報や支援要請に基づき、原則県保健医療本部に設置される調整会議に

おいて、災害医療コーディネーター等と協議の上で決定します。受入については対策企画班に設置する

受援係が行います。

⇒＜マニュアル21＞医療救護チームの受援

（４）協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整

イ 要請を受けた団体は県保健医療本部及び県保健医療支部と連携し、速やかに医療救護支援チームを編

成し、これを支援要請元に派遣します。

～省略～

（２）重症患者の搬送要請への対応

ア 情報収集班は、県保健医療支部等からＥＭＩＳまたは共通様式５によって重症患者の受入要請を受理

した場合、情報分析班に伝達します。

イ 情報分析班は、(追加)広域的な災害拠点病院や災害拠点病院等の空床情報をもとに、適切な受入病院
を選択し、対策企画班に伝達します。

４ 医療支援の受入調整

（２）県外から派遣される医療救護チーム（ＤＭＡＴを除く）

ア 県外から派遣される医療救護チーム等の受入は、県保健医療本部が窓口となります。その派遣先につ

いては、県保健医療支部からの情報や支援要請に基づき、原則県保健医療本部に設置される調整会議に

おいて、災害医療コーディネーター等と協議の上で決定します。(追加)

（４）協定締結団体に対する医療支援の要請及び受入れの調整

イ 要請を受けた団体は県保健医療本部及び県保健医療支部と連携し、速やかに支援チームを編成し、こ

れを支援要請元に派遣します。

～省略～

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）

共通様式３ 医療救護所活動状況報告

共通様式４ 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼受入応諾連絡書

共通様式７ 協定締結団体医療支援要請書兼受入応諾連絡書

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書

様式 14-1 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力）

共通様式３ 医療救護所活動状況報告

共通様式４ 医療従事者等派遣要請書・医療従事者等派遣応諾連絡書

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼受入応諾連絡書

共通様式７ 物資等供給要請書兼応諾連絡書

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書

様式 14-1 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書
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＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 管内の市町村の状況、災害拠点病院等を通じた医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情報など

を収集、整理してクロノロジーに記載し、災害拠点病院や医療救護施設の状況など表に取りまとめるべ

き情報は、情報分析班に伝達します。患者搬送要請や医療従事者派遣要請など検討が必要な要請は対策

企画班に伝達します。伝達は書面で行うことを基本とし、また情報を県保健医療支部内で共有できるよ

うにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。

（見える化する情報）

管内市町村の活動状況（参集職員数、ライフライン、活動状況、医療救護所等設置状況）、災害拠点病

院の活動状況（職員数、空床数、手術機能、ライフライン）医療救護所・救護病院活動状況（職員数、

活動状況）道路通行状況の地図への落とし込み、医療救護チームの活動状況（活動中のチーム総数、活

動期間、活動場所及び活動内容）、医薬品備蓄医療機関の医薬品等の在庫状況など

イ 情報の見える化のために、必要な情報があれば収集を行います。

＜マニュアル２＞ 県保健医療支部の運営

（２）高知県保健医療調整支部の体制と情報伝達方法

（３）各部及び班の役割分担

② 情報収集班

ウ 管内の市町村の状況、災害拠点病院等を通じた医療機能や医療救護活動の状況、支援要請の情報など

を収集、整理してクロノロジーに記載するとともに、(追加)情報分析班に伝達します。伝達は書面で行
うことを基本とし、また情報を県保健医療支部内で共有できるようにします。

③ 情報分析班

ア 情報収集班からの情報を分析、評価し、緊急度やカテゴリーで分類するなどして、見える化を図りま

す。また、必要に応じて、整理した情報を関係機関と共有します。(追加)
イ 必要に応じて、情報の収集を情報収集班に指示します。

・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）総務部

高知県保健医療調整支部

・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

対策統括責任者副支部長支部長

・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

計画情報部
災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

対策企画班

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

情報収集班

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

等

調整会議

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

・ＳＣＵ本部の運営SCU 本部運営チーム

（安芸、中央東、幡多）

情報収集班
・支部内外からの情報の収集によるニーズとリソースの把握

・保健医療調整本部等との連絡調整

・ＥＭＩＳ管理、クロノロ作成

・情報収集班の情報を分析、評価し、見える化情報分析班

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

対策企画班
・情報分析班の分析結果等をもとに対策を企画・立案

・決定された対策を受援側に伝達

・医療救護チームの受援

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

計画情報部

支部長 対策統括責任者 ・計画情報部が企画・立案した対策をもとに、対策統括責任

者が災害医療コーディネーター、関係団体の意見を聞き、

対策を決定

・支部長の意思決定が必要と判断した場合は意見具申

・調整会議の設置運営

総務部

高知県保健医療調整支部
・支部のロジスティック機能全般

（広報、必要な資機材の調達、労務管理等）

等

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)
Ｌ(各分野のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等)
薬事・透析

郡市医師会の連絡調整員

日赤（高知県支部）の連絡調整員

・支部管内の医療救護施設等への医療支援の受入調整等の協議調整

・県保健医療支部の方針や調整会議の決定事項に基づき、関係団体等に対して活動内容等を指示

調整会議

副支部長
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２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

キ 情報収集は、電話、衛星携帯電話、ＥＭＩＳ、防災行政無線、電子メール、防災ファックスなどあら

ゆる通信手段で行います。指示や要請など情報を伝達するときは、メールやファックス等の文字情報と

して残せる通信手段を優先的に使用します。メールやファックスなどが使用できない場合は、衛星携帯

電話や防災行政無線等の使用可能な通信手段で行います。

＜マニュアル４＞ 救護病院

２ 医療救護活動

（２）救護病院の運営

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、災害拠点病院等に搬送します。搬

送先病院の手配については共通様式５により市町村災害対策本部に要請します。

ただし、重症患者等の搬送先を緊急に手配する必要がある場合は、救護病院は行政機関を介さず、災

害拠点病院等に患者の受入れについて直接要請することができることとします。その場合、救護病院は

患者搬送先が決定した後に、搬送患者の情報・搬送先医療機関を通常の要請先である市町村災害対策本

部に災害拠点病院との調整で使用した共通様式５を用いて報告します。市町村災害対策本部は報告を受

けた後、県保健医療支部に同様に共通様式５を用いて報告をします。

＜マニュアル５＞ 災害拠点病院

（２）災害拠点病院の運営

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・災害拠点病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します）

・災害拠点病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、要請時刻

・災害拠点病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等

～省略～

２ 医療救護活動についての情報収集と伝達

（１）情報収集と対応

キ 情報収集と伝達は、基本的に防災ファックスまたはＥＭＩＳや電子メールを使用します。電子メール

等が使用できない場合は、防災行政無線（音声・ファックス）、衛星携帯電話等の可能な通信手段を使

用します。

＜マニュアル４＞ 救護病院

２ 医療救護活動

（２）救護病院の運営

キ 当該病院の医療機能では対応が困難な医療救護対象者については、災害拠点病院等に搬送します。搬

送先病院の手配については共通様式５により市町村災害対策本部に要請します。

ただし、重症患者等の搬送先を緊急に手配する必要がある場合は、救護病院は(追加)災害拠点病院等
に患者の受入れについて直接要請することができることとします。その場合、救護病院は患者搬送先が

決定した後に、搬送患者の情報・搬送先医療機関を(追加)市町村災害対策本部に報告します。(追加)

＜マニュアル５＞ 災害拠点病院

（２）災害拠点病院の運営

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・当該病院に支援に入った医療救護チーム等の名簿

・災害拠点病院で取り扱った傷病者名簿（疾病状況、搬送先を明記します）

・災害拠点病院からの支援要請の内容、要請時刻、支援要請先、要請時刻

・災害拠点病院からの支援要請に対する諾否、支援の内容、回答時刻等

～省略～
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様式名 送付先

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力） 県保健医療支部（※）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力） 県保健医療支部（※）

共通様式４
医療従事者等派遣要請書・

医療従事者等派遣応諾連絡書
県保健医療支部（※）

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部等（※）

共通様式６－１ 緊急支援物資輸送 要請票 市町村災害対策本部

共通様式８ 燃料調整シート 市町村災害対策本部

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書 県保健医療本部

様式１４－１ 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部（※）

様式名 送付先

共通様式１ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（緊急時入力） 県保健医療支部（※）

共通様式２ ＥＭＩＳ代行入力依頼書（詳細入力） 県保健医療支部（※）

共通様式４
医療従事者等派遣要請書・

医療従事者等派遣応諾連絡書
県保健医療支部（※）

共通様式５ 重症患者等受入要請書兼応諾連絡書 県保健医療支部等（※）

共通様式６－１ 緊急支援物資輸送 要請票 市町村災害対策本部

共通様式８ 燃料調整シート 市町村災害対策本部

共通様式９ 広域医療搬送適用患者報告書 県保健医療本部

様式１４－１ 医薬品等供給要請書兼応諾連絡書 市町村災害対策本部



該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

P.6-3

P.6-3

P.6-4

＜マニュアル 6＞ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

２ 高知県外からのＤＭＡＴの派遣
県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請を受けた他の

都道府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の派遣要請がない場合であっ

ても、緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派遣を要請することができる

としています。

（１）地方ブロック
ア 地方ブロックの名称及び当該ブロックに属する都道府県は次のとおりです。

北海道ブロック：北海道

東北ブロック：青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県

関東ブロック：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

中部ブロック：富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

近畿ブロック：滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

中国ブロック：鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国ブロック：香川県、愛媛県、徳島県、高知県

九州・沖縄ブロック：福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

イ 各地方ブロックごとの隣接ブロックは次のとおりです。

北海道ブロック：東北

東北ブロック：北海道及び関東

関東ブロック：東北及び中部

中部ブロック：関東及び近畿

近畿ブロック：中部、中国及び四国

中国ブロック：近畿、四国及び九州・沖縄

四国ブロック：近畿、中国及び九州・沖縄

九州・沖縄ブロック：中国及び四国

（２）ＤＭＡＴの待機要請

イ 次の場合には、該当のＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県または厚生労

働省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。

(ｱ)東京 23 区で震度５強以上の地震が発生した場合、その他の地域で震度６弱の地震が発生した場

合、特別警報が発表された場合

→該当する都道府県並びに該当する都道府県に隣接する都道府県及び該当する都道府県が属する

地方ブロック管内の DMAT 指定医療機関。（高知県で震度６弱の地震が発生した場合、特別警報が

発表された場合は香川県、愛媛県、徳島県）

(ｲ)震度６強の地震が発生した場合

→該当する都道府県並びに該当する都道府県に隣接する都道府県、該当する都道府県が属する地方

ブロック及び該当する都道府県が属する地方ブロックに隣接する地方ブロック管内の DMAT 指定

医療機関。（高知県で震度６強の地震が発生した場合は四国、近畿、中国、九州・沖縄ブロック

の都道府県）

(ｳ)震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場合

→全国の DMAT 指定医療機関（高知県で震度７の地震が発生した場合、大津波警報が発表された場

合は全国）

(ｴ)東海地震注意情報が発表された場合

(ｵ)国内で大規模な航空機墜落事故が発生した場合

(ｶ)高知ＤＭＡＴの出動を要すると判断するような災害等が発生した場合

ウ 上記(ｱ)から(ｳ)による待機については、厚生労働省が解除します。

＜マニュアル 6＞ ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）

２ 高知県外からのＤＭＡＴの派遣
県外からのＤＭＡＴの派遣は、原則として被災地域である県の派遣要請に基づき、要請を受け

た他の都道府県が派遣するものです。ただし、厚生労働省は当分の間、被災地域の派遣要請がな

い場合であっても、緊急の必要があると認めるときは、都道府県等に対してＤＭＡＴの派遣を要

請することができるとしています。

追加（（２）ＤＭＡＴの派遣要請 イから順番変更）

追加

（１）ＤＭＡＴの待機要請

イ 次の場合には、すべてのＤＭＡＴ指定医療機関は被災の状況にかかわらず、都道府県または厚生

労働省等からの要請を待たずにＤＭＡＴ派遣のための待機を行います。

(ｱ) 東京都 23 区で震度５強以上の地震が発生した場合

(ｲ) (ｱ)以外の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合

(ｳ) 国内で津波警報（大津波）が発表された場合

(ｴ) 東海地震注意情報が発表された場合

(ｵ) 国内で大規模な航空機墜落事故が発生した場合

(ｶ) 高知ＤＭＡＴの出動を要すると判断するような災害等が発生した場合

追加
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P.9-1
＜マニュアル９＞ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）

１ ＥＭＩＳの概要

（１）ＥＭＩＳとは

エ ＥＭＩＳ登録医療機関は、平時に医療機関情報管理から施設情報やライフライン情報を入力できま

す。これに入力していただくことで、災害時に医療機関の支援を行う際に活用することができます。

オ スマートフォンのアプリであるＥＭＩＳ（医療機関用）では、お手持ちのスマートオンから緊急時入

力、詳細入力を行うことができます。

カ ＥＭＩＳの具体的操作については、ＥＭＩＳ上にも掲載されている、「操作説明書」をダウンロード

してご覧ください。

＜マニュアル９＞ ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）

１ ＥＭＩＳの概要

（１）ＥＭＩＳとは

追加

エ ＥＭＩＳの具体的操作については、ＥＭＩＳ上にも掲載されている、「操作説明書」をダウンロード

してご覧ください。



該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

P.9-2

P.9-3

（２）院内状況の入力

①「緊急時入力」を行います。

（２）院内状況の入力

①「緊急時入力」を行います。

「所属」を「高知県」にしてログインを

クリックします。

「こうち医療ネット」で使用している「機

関コード」、「パスワード」を入力します。

「所属」を「高知県」にしてログインを

クリックします。

「こうち医療ネット」で使用している「機

関コード」、「パスワード」を入力します。

まず「緊急時入力」を入力し、その後

「詳細入力」を入力します。
まず「緊急時入力」を入力し、その後

「詳細入力」を入力します。
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P.9-3

P.9-4

【緊急時入力画面 1/2】

【緊急時入力画面 2/2】

【緊急時入力画面 1/2】

【緊急時入力画面 2/2】

被災状況を選択入力
被災状況を入力



該当ページ 新（赤字は現計画からの変更点） 旧（青字は改定箇所）

P.9-4 【入力終了画面】 【入力終了画面】

引き続き、詳細入力が可能
引き続き、詳細入力が可能
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P.9-5 ②「詳細入力」を行います。

ある程度、病院内の状況が把握できた頃に具体的な被災状況、医療提供体制の実績等を入力します。

全項目を一度に入力する必要は無く、状況が判明次第、その都度、入力を実施してください。（数字は

半角。）

【詳細入力画面 1/3】

【詳細入力画面 2/3】

②「詳細入力」を行います。

ある程度、病院内の状況が把握できた頃に具体的な被災状況、医療提供体制の実績等を入力します。

全項目を一度に入力する必要は無く、状況が判明次第、その都度、入力を実施してください。（数字は

半角。）

該当する事項を選択、または数字を入力する。 該当する事項を選択、または数字を入力する。
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新規
【詳細入力画面 3/3】
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P.9-6 （３）医療機関の状況の閲覧

① 医療機関状況の閲覧・出力

関係者メニューの「医療機関」、「医療機関等状況モニター」を選択

（３）医療機関の状況の閲覧

① 医療機関状況の閲覧・出力

関係者メニューの「災害共通」、「医療機関等・支援状況モニター」を選択

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

検索結果画面

赤：要手配。支援が必要な旨の入力があるが、支援

チームがいない。

青：被災なし。入力された内容が支援の必要なし。

桃：未入力。

黄：支援チームの手配は完了しているが、まだ支援

活動が行われていない。

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

検索結果画面
赤：要手配。支援が必要な旨の入力があるが、支援

チームがいない。

青：被災なし。入力された内容が支援の必要なし。

桃：未入力。

黄：支援チームの手配は完了しているが、まだ支援

活動が行われていない。
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P.9-7

P.9-8

（４）ＤＭＡＴの活動状況の閲覧

関係者メニューの「共通」、「活動状況モニター」を選択

５）医療搬送（ＭＡＴＴＳ）

ア 広域医療搬送を行う場合、被災地域内から搬送される広域医療搬送適用患者の情報を被災地域内のＳ

ＣＵから県外の航空搬送拠点を経由し、最終受け入れ病院まで、逐次入力、更新、閲覧できるようにし

ます。

域内
搬送

災害医療
対策本部

災害拠点病院 ＳＣＵ
被災地内
航空搬送拠点

ＳＣＵ
被災地外
航空搬送拠点

受入病院

インターネット

閲覧

閲覧

閲覧
情報入力

閲覧
情報更新

閲覧
情報更新

閲覧

１

２

３

厚生労働省等

域内
搬送

広域
搬送

（４）ＤＭＡＴの活動状況の閲覧

関係者メニューの「災害共通」、「活動状況モニター」を選択

（５）医療搬送（ＭＡＴＴＳ）

ア 広域医療搬送を行う場合、被災地域内から搬送される広域医療搬送適用患者の情報を被災地域内のＳ

ＣＵから県外の航空搬送拠点を経由し、最終受け入れ病院まで、逐次入力、更新、閲覧できるようにし

ます。

域内
搬送

災害医療
対策本部

災害拠点病院 ＳＣＵ
被災地内
航空搬送拠点

ＳＣＵ
被災地外
航空搬送拠点

受入病院

インターネット

閲覧

閲覧

閲覧
情報入力

閲覧
情報更新

閲覧
情報更新

閲覧

１

２

３

厚生労働省等

域内
搬送

広域
搬送

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。

保健医療

調整本部

検索条件で「高知県」を選択します。

キーワードで絞り込みも可能です。
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P.9-8

P.9-9

① 関係者メニューの「ＭＡＴＴＳ」、「医療搬送患者登録」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「ＭＡＴＴＳ」、「搭乗者名簿作成」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「医療搬送」、「医療搬送患者登録」をクリックします。

～省略～

① 関係者メニューの「災害共通」、「搭乗者名簿作成」をクリックします。

～省略～
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P.9-11 ⑤ 「ＭＡＴＴＳ」のメニューから、広域医療搬送適用患者の状況を、県保健医療調整本部、厚生労働

省等の関係機関が閲覧できます。

⑤ 「災害共通」のメニューから、広域医療搬送適用患者の状況を、県保健医療調整本部、厚生労働省

等の関係機関が閲覧できます。
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P.10-3
＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

（４）避難所等での医療救護

イ 県保健医療支部は、市町村から共通様式４により要請があった場合や、県保健医療支部が調査を代行

した場合は、調整会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で、医療救護チームの派遣を

調整します。また、必要に応じて県保健医療本部に共通様式４により支援を要請します。

＜マニュアル 10＞ 避難所の医療ニーズ調査

１ 調査の必要性

（４）避難所等での医療救護

イ 県保健医療支部は、市町村から共通様式４により要請があった場合や、県保健医療支部が調査を代行

した場合は、調整会議において、災害医療コーディネーター等と協議の上で、医療救護チームの派遣を

調整します。また、必要に応じて県保健医療支部に共通様式４により支援を要請します。
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P.10-5 ピンクセルは活動初期に重点的に把握すべき事項

避難所名 避難所コード

指定避難所以外の場合 所在地

電話 FAX

活動日 　　　　年　　月　　日 記載者(所属・職名・職種）

人 夜： 約 人 昼：約　　　　　　　　人

食事提供人数 約 人 車中泊 □無・□有（約　　　　　人　　）

避難所運営組織 □有（組織：□自治組織・□自治体・□学校・□その他（　　　　　　　　　　　　　））・□無

外部支援・ボランティア

救護所設置

巡回診療

　　　　　　　　　　　　　　　現在の状況 　　　　　　　　　　　　　特記事項（課題も含む）

電気 □開通・□不通　 予定：

ガス □開通・□不通　 予定：

水道 □開通・□不通　 予定：

下水道 □開通・□不通　 予定：

飲料水 □充足・□不足　 予定：

固定電話 □開通・□不通　 予定：

携帯電話 □開通・□不通　 予定：

スペース過密度 □適度・□過密

プライバシーの確保 □適・□不適

更衣室 □有・□無

授乳室 □有・□無

トイレ □充足（　　　　基）・□不足

トイレ衛生状態 □良・□不良 　

手洗い場 □有・□無 手指消毒 □有・□無

トイレ照明 □適・□不適 風呂・シャワー □有・□無

冷暖房 □有・□無 洗濯機 □有・□無

喫煙 □禁煙・□分煙・□その他

温度 □適・□不適 換気・湿度 □適・□不適

土足禁止 □有・□無 清掃状況 □良・□不良

ゴミ収積場所 □有・□無

粉塵 □無・□有 生活騒音 □適・□不適

寝具乾燥対策 □適・□不適 ペット対策 □適・□不適

主食提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

おかず提供回数 □3回・□2回・□1回・□無し

特別食提供 □有・□無

炊き出し □該当・□無 残品処理 □適・□不適

調理設備 □有・□無 冷蔵庫 □有・□無

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

施設定員
(指定避難所)

避難者数
（施設内）

□有（種類(職種)・人数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

□有（所属：　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・□無　

避
難
施
設
基
本
情
報

医
療

生
活
環
境

食
事
提
供

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

設
備
状
況
と
衛
生
面

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難所状況）共通様式）
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P.10-6
ピンクセルは活動初期に重点的に把握すべき事項

避難所名 避難所コード

活動日 　　　　　　年　　　　月　　　　日 記載者(所属・職名・職種）

◆配慮を要する者◆　

高齢者（65歳以上） 人 人 障害者 人 人 服薬者 人 人

うち75歳以上 人 人 身体障害者 人 人 降圧薬 人 人

要介護認定者 人 人 知的障害者 人 人 糖尿病薬 人 人

妊婦 人 人 精神障害者 人 人 向精神薬 人 人

じょく婦 人 人 難病患者 人 人 他の治療薬 人 人

乳児 人 人 人 人 その他 人 人

幼児・児童 人 人 人 人

人 人 アレルギー疾患 人 人

特記事項

◆対応すべきニーズがある者◆ ＊まだ解決しておらず、速やかに対応しなければならないニーズがある避難者数を記載する。

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

医療ニーズのある者 □無・□有 人

うち医薬品がない者 □無・□有（ 人）

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

保健福祉ニーズのある者 □無・□有 人

高齢者 □無・□有（ 人）

障害者・児 □無・□有（ 人）

その他 □無・□有（ 人）

こころのケアが必要な者 □無・□有（ 人）

◆感染症・食中毒等症状がある者◆

該当 特記事項（→左の欄のその内容、アセスメント等記載）

総数（実人数） □無・□有 人

発熱 □無・□有（ 人）

咳・痰 □無・□有（ 人）

下痢・嘔吐 □無・□有（ 人）

対応内容・結果

課題/申し送り

（2020年版） 写真送信の場合は再度記載→ 避難所コード

※全国保健師長会作成「災害時の保健活動推進マニュアル」掲載の共通様式「避難所日報（避難所状況）」「避難所日報（避難者状況）」をもとに作成。

人数
うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数 人数

うち要継続
支援人数

在宅酸素療法・呼吸器療法

透析（腹膜透析含む）

うち障害児・医療的ケア児

要継続支援合計
人数（実人数）

人

避難所の状況調査（避難所アセスメント）

（避難所日報（避難者状況）共通様式）


