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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.3

１ 総則

５ 計画の不断の見直し

（２）上記の改定に当たっては、高知県災害医療対策会議に「災害時医療救護計画見直し検討部会」を設

置し、具体的な検討を行いました。また、特に発災後１カ月程度の応急期における活動のあり方につ

いては、別途県において設置した有識者会議である「南海トラフ地震における応急期対策のあり方に

関する懇談会」の意見も参考にしました。

～省略～

（４）令和４年９月の改定においては、災害時に支援に入る県外の医療救護チームを対象に受付から派遣

先の決定、帰還までをまとめた受援マニュアルの追加や、南海トラフ地震臨時情報発表時の保健医療

調整本部、保健医療調整支部の体制や対応の追加などの改定を行いました。

令和元年 12月に発生した新型コロナウイルス感染症の影響がこの改定時点で続いています。本計
画における各活動においても、個人防護具など感染症に対応できる資材を医療救護施設等に備蓄のう

え、ウイルスの性質と感染状況に応じた感染対策の実施が必要となります。

（５）県においては、情報通信が途絶し、県内各地域の被災状況が分からないことが見込まれる中で、で

きるだけ早期に市町村の医療救護活動を支援する必要があります。

（６）このため、県は市町村、関係機関との通信手段を確保するとともに、連携した医療救護に関する実

動訓練や机上訓練等を継続的に実施し、計画の実効性を追求します。

（７）各地域では、本計画に基づき、市町村や関係機関が連携して、地域ごとの医療救護プラン（行動計

画）を策定するとともに、訓練による検証等を通じて常に計画のバージョンアップを行います。

（８）本計画は、今後も、国の災害医療に関する計画の見直し、公衆衛生や保健活動、避難所等の運営な

どの災害時に関する他の計画等に見直しがあった場合、また、（７）の行動計画を踏まえて必要な改定

を行います。

第１ 総則

５ 計画の不断の見直し

（２）上記の改定に当たっては、高知県災害医療対策本部会議に「災害時医療救護計画見直し検討部会」を

設置し、具体的な検討を行いました。また、特に発災後１カ月程度の応急期における活動のあり方につ

いては、別途県において設置した有識者会議である「南海トラフ地震における応急期対策のあり方に関

する懇談会」の意見も参考にしました。

～省略～

追加

（４）県においては、情報通信が途絶し、県内各地域の被災状況が分からないことが見込まれる中で、でき

るだけ早期に市町村の医療救護活動を支援する必要があります。

（５）このため、県は市町村、関係機関との通信手段を確保するとともに、連携した医療救護に関する実動

訓練や机上訓練等を継続的に実施し、計画の実効性を追求します。

（６）各地域では、本計画に基づき、市町村や関係機関が連携して、地域ごとの医療救護プラン（行動計画）

を策定するとともに、訓練による検証等を通じて常に計画のバージョンアップを行います。

（７）本計画は、今後も、国の災害医療に関する計画の見直し、公衆衛生や保健活動、避難所等の運営など

の災害時に関する他の計画等に見直しがあった場合、また、（６）の行動計画を踏まえて必要な改定を行

います。
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P.５
６ 南海トラフ地震対策に関する他の計画等との関係

本計画に関連する、国・県等が定めた南海トラフ地震対策に関する計画等は次のとおりです。

災害対応全般 『高知県地域防災計画』＊１

県職員の応急活動 『高知県南海トラフ地震応急対策活動要領』＊２

保健医療活動全般 『災害時の保健医療活動における組織体制計画』＊３

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム) 『高知ＤＭＡＴ運用計画』＊３

広域医療搬送 『東南海・南海地震応急対策活動要領に基づく

具体的な活動内容に係る計画』＊４

保健活動 『高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン
（Ver.3）』＊３

『高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援ガイ

ドライン（Ver.1）』＊３

重点継続要医療者 『高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援

マニュアル』（平成 27 年度）＊５

避難所 『大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成

の手引き』＊６

福祉避難所 『福祉避難所設置・運営に係るガイドライン』＊７

ＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)『高知県災害時の心のケアマニュアル 第３版』＊８

検案 『死体取扱規則』＊９

歯科保健医療活動 『高知県災害時歯科保健医療対策活動指針』＊３

（所管）

＊１ 危機管理部危機管理・防災課、南海トラフ地震対策課 ＊２ 危機管理部危機管理・防災課

＊３ 健康政策部保健政策課 ＊４ 健康政策部医事薬務課 ＊４ 中央防災会議幹事会(内閣府)
＊５ 健康政策部健康対策課 ＊６ 危機管理部南海トラフ地震対策課 ＊７ 子ども・福祉部地域福祉政策課

＊８ 子ども・福祉部障害保健支援課 ＊９ 国家公安委員会規則

平成 24 年３月 「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」（平成 17 年３月策

定）を見直し、「高知県災害時医療救護計画」を策定

平成 27年３月 改定

平成 29年４月 改定

平成 30年６月 改定

平成 31年４月 改定

令和４年９月 改定

６ 南海トラフ地震対策に関する他の計画等との関係

本計画に関連する、国・県等が定めた南海トラフ地震対策に関する計画等は次のとおりです。

災害対応全般 『高知県地域防災計画』＊１

県職員の応急活動 『高知県南海トラフ地震応急対策活動要領』＊２

保健医療活動全般 『災害時の保健医療活動における組織体制計画』＊３

ＤＭＡＴ(災害派遣医療チーム) 『高知ＤＭＡＴ運用計画』＊４

広域医療搬送 『東南海・南海地震応急対策活動要領に基づく

具体的な活動内容に係る計画』＊５

保健活動 『高知県南海トラフ地震時保健活動ガイドライン
（Ver.2）』＊３

『高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援ガイ

ドライン（Ver.1）』＊３

重点継続要医療者 『高知県南海トラフ地震時重点継続要医療者支援

マニュアル』（平成 27 年度）＊６

避難所 『大規模災害に備えた避難所運営マニュアル作成

の手引き』＊７

福祉避難所 『福祉避難所設置・運営に係るガイドライン』＊８

ＤＰＡＴ(災害派遣精神医療チーム)『高知県災害時の心のケアマニュアル 第３版』＊９

検案 『死体取扱規則』＊１０

歯科保健医療活動 『高知県災害時歯科保健医療対策活動指針』

＊５

（所管）

＊１ 危機管理部危機管理・防災課、南海トラフ地震対策課 ＊２ 危機管理部危機管理・防災課

＊３ 健康政策部健康長寿政策課 ＊４ 健康政策部医事薬務課 ＊５ 中央防災会議幹事会(内閣府)
＊６ 健康政策部健康対策課 ＊７ 危機管理部南海トラフ地震対策課 ＊８ 地域福祉部地域福祉政策課

＊９ 地域福祉部障害保健支援課 ＊１０ 国家公安委員会規則

平成 24 年３月 「高知県災害医療救護計画・高知県災害救急医療活動マニュアル」（平成 17 年３月策定）

を見直し、「高知県災害時医療救護計画」を策定

平成 27年３月 改定

平成 29年４月 改定

平成 30年６月 改定

平成 31年４月 改定

追加



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.22

P.24

第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

（11）南海トラフ地震臨時情報

（発表時の対応）

ア 県は、気象庁から南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）が発表された際は、以

下のとおり対応します。

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒、巨大地震注意）

県保健医療本部、県保健医療支部を設置し、衛星携帯電話等の通信機器の確認を行うとともに、

医療機関の状況を収集します。医療機関に水や食料、燃料等の備蓄物資や医薬品の備蓄状況を確

認し、不足が見込まれる場合は補充を行うよう依頼します。また、後発地震発生の際に迅速に対

応を行うため、巨大地震警戒の場合は発表後２週間は体制を継続します。巨大地震注意の場合は

１週間、ゆっくりすべり※によるものの場合は、ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化して

いた期間と同程度の期間体制を継続します。

※プレート境界の固着が通常とは異なってゆっくりすべる現象。

３ 情報の収集と伝達

（３）緊急通行車両及び規制除外車両の確保

ア 大規模災害発生時に災害応急対策を実施するための緊急通行車両（緊急自動車、自衛隊車両、緊急

物資の運搬車両）等の通行を円滑にするため、幹線道路において交通規制が実施される可能性があり

ます。交通規制された区間（緊急交通路）は、一般車両の通行は禁止され、次の緊急通行車両及び規

制除外車両のみ通行することができます。このため、医療救護活動にあたっては、幹線道路を通行す

る際には、県の公安委員会から緊急通行車両又は規制除外車両の「確認標章」及び「緊急通行車両等

又は規制除外車両の確認証明書」の交付を受けておく必要があります。

第２ 医療救護活動

２ 県の役割と初動体制

追加

３ 情報の収集と伝達

（３）緊急通行車両及び規制除外車両の確保

ア 地震発生後は幹線道路等で交通規制が実施されるため、特に、医療救護活動にあたって高速道路や市

街地を通行する際には、緊急自動車以外の車両は、県公安委員会より緊急通行車両または規制除外車両

の標章の交付を受ける必要があります。対象となる車両は次のとおりです。

(ｱ)緊急通行車両

災害対策基本法に規定する災害応急対策のために使用される予定の車両で、県内の国又は地方公共

団体、指定行政機関等が保有する車両及びこれらの機関等と協定を締結している会社や団体が該当し

拠点名 応急救助機関の

ベースキャンプ機能

支援物資等の

収集・仕分け機能

備蓄機能 備考

室戸広域公園 ○ ○ ○

春野総合運動公園 ○ ○ ○

宿毛市総合運動公

園

○ ○ ○ ＳＣＵ

高知大学医学部 － － － ＳＣＵ

四万十緑林公園 ○ － ○

安芸市総合運動場 ○ － ○ ＳＣＵ

土佐清水総合公園 ○ － ○

拠点名 応急救助機関の

ベースキャンプ機能

支援物資等の

収集・仕分け機能

備蓄機能 備考

室戸広域公園 ○ ○ ○

春野総合運動公園 ○ ○ ○

宿毛市総合運動公

園

○ ○ ○ ＳＣＵ

高知大学医学部 － － － ＳＣＵ

四万十緑林公園 ○ ○ ○

安芸市総合運動場 ○ ○ ○ ＳＣＵ

土佐清水総合公園 ○ ○ ○
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P.24

P.25

（緊急交通路指定予定路線）

高知自動車道等の高速道路（大豊 IC～四万十町中央 IC）

(ｱ) 緊急通行車両

ｱ) 緊急自動車（パトカー、救急車、消防車等）

ｲ) 国、県、指定公共機関等による災害応急対策に使用される計画のある次の車両で、県の公安委

員会による確認を受け、「確認標章」及び「緊急通行車両等確認証明書」の交付を受けたもの。

・被災者の救難、救助その他の保護に使用する車両

・施設及び設備の応急の復旧に使用する車両

・緊急輸送の確保に使用する車両 等

(ｲ) 規制除外車両

民間事業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される次の

車両で、県の公安委員会による確認を受け、「確認標章」及び「規制除外車両確認証明書」の交付を

受けたもの（緊急通行車両となるものは除く）。

・医師･歯科医師、医療機関等が使用する車両

・医薬品･医療機器･医療用資材等を輸送する車両

・患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。） 等

イ 確認標章及び確認証明書の交付手続

確認標章及び確認証明書の交付手続の概要は以下のとおりです。詳しい交付手続や様式については、

高知県警察ホームページに記載されています。

https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html

(ｱ) 事前に届出を行う場合

ｱ) 事前の届出

災害応急対策に使用することがあらかじめ決定してる車両については、緊急通行車両及び規制

除外車両の確認事務の省力化・効率化を図るため、あらかじめ緊急通行車両及び規制除外車両に

該当するか審査を済ませておくことができます。

ｲ) 緊急交通路が指定された際の交付手続

事前に届出をしている車両については、緊急交通路が指定された後、最寄りの警察署、交通検

問所又は警察本部（交通規制課）に事前届出を行った際に交付された事前届出済証を提出して所

要の手続を行うことになります。

(ｲ) 事前の届出をしていない場合

事前の届出をしていない場合は、緊急交通路が指定された後に事前の届出と同様の手続を行うこ

ととなります。

事前の届出を行っていない場合、「確認標章」及び「確認証明書」の交付に時間を要します。速や

かに交付を受けるためにも、できる限り事前に届出を行っておく必要があります。

⇒＜資料３＞緊急通行車両・規制除外車両の事前届出

ます。

(ｲ)規制除外車両

緊急通行車両とならないもので、以下のものが該当します。

・医師･歯科医師、医療機関等が使用する車両

・医薬品･医療機器･医療用資材等を輸送する車両

・患者等搬送用車両（特別な構造又は装置があるものに限る。）

イ 標章は災害が発生し、緊急通行路が指定された後でないと交付されません。ただし、車両を使用する

本拠地を所轄する警察署に事前届出の手続きをしておけば、発生後に迅速に標章の交付を受けることが

できます。

ウ 事前登録をしている車両については、発災後に最寄りの警察署あるいは警察本部（交通規制課）で緊

急通行車両または規制除外車両確認証明申請を行う際に、届出済証を添付し、県公安委員会から確認標

章及び各証明書の交付を受けます。詳しい手続きや様式は、高知県警察ホームページに掲載されていま

す。

https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kisei/kinkyuusyaryou_zizen_todokede.html
エ 事前登録をしていない車両は、発災後に事前登録と同等の発行申請を行うこととなります。

⇒＜資料３＞緊急通行車両・規制除外車両の事前届出
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P.32
４ 医療機関の役割 ４ 医療機関の役割

航空搬送拠点
高知県ＳＣＵ本部

●安芸市総合運動場

●高知大学医学部

●宿毛市総合運動公園

避難所等での診療

広域的な災害拠点病院（県内全域の対応）(3)

災害拠点病院（各支部管内の対応）(9)

<安芸支部>

●あき総合病院

<中央東支部>

●ＪＡ高知病院

<高知市支部>
●近森病院

●国立病院機構高知病院

救護病院（69） ※市町村が指定

安芸支部（安芸福祉保健所）

中央東支部（中央東福祉保健所）

高知市支部（高知市保健所）

中央西支部（中央西福祉保健所）

高幡支部（須崎福祉保健所）

幡多支部（幡多福祉保健所）

市町村災害対策本部

（医療対策部門）

<中央西支部>

●仁淀病院

●土佐市民病院

<高幡支部>

●須崎くろしお病院

●くぼかわ病院

<幡多支部>

●幡多けんみん病院

高知県災害対策本部

DMAT・SCU 本部

DMAT 活動拠点本部

医療救護所 (78) ※市町村が指定

病院・診療所 48 箇所

その他 30 箇所

＜県・市町村の体制＞ ＜医療救護施設等＞

後方搬送・医療支援など

室戸中央病院/森澤病院/海南病院(徳島県)/田野病院/芸西病院/南国厚生病院/

南国病院/南国中央病院/藤原病院/野市中央病院/香北病院/前田メディカルク

リニック/岩河整形外科/嶺北中央病院/早明浦病院/大杉中央病院/大田口医院/

高橋医院/高知脳神経外科病院/高知生協病院/高知西病院/細木病院/国吉病院/

竹下病院/愛宕病院/いずみの病院/三愛病院/図南病院/高知高須病院/高知厚生

病院/潮江高橋病院/長浜病院/海里マリン病院/永井病院/リハビリテーション

病院すこやかな杜/高知整形･脳外科病院/田中整形外科病院/もみのき病院/島

津病院/土佐市民病院/白菊園病院/井上病院/仁淀病院/さくら病院/高北病院/

山﨑外科整形外科病院/前田病院/北島病院/山崎病院/岡本内科/高陵病院/なか

とさ病院/くぼかわ病院/梼原病院/大西病院/大井田病院/聖ヶ丘病院/筒井病院

/木俵病院/竹本病院/森下病院/中村病院/国保西土佐診療所/沖の島へき地診療

所/渭南病院/足摺病院/松谷病院/四万十市立市民病院/大月病院

●高知医療センター（基幹災害拠点病院）

●高知赤十字病院 ●高知大学医学部附属病院

DMAT 現場活動指揮所

病院・診療所等

高知県保健医療調整本部

(県保健医療本部)

DMAT 高知県調整本部

（県外）航空搬送拠点

DMAT 域外拠点本部

後方搬送・医療支援など

広域医療搬送

DMAT 活動拠点本部

被災市町村

高 知 県

情報収集・伝達災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括）

※必要に応じて医療
アドバイザーを委嘱

仮設診療所
(必要に応じて設置)

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

DMAT 病院支援指揮所

地域医療搬送

(域内搬送)

後方搬送

医療支援など

高知県保健医療調整支部

(県保健医療支部)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害看護ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害時周産期リエゾン

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(ﾌﾞﾛｯｸ担当)

県医師会の連絡調整員

郡市医師会の連絡調整員

高知県災害対策支部

日赤高知県支部の連絡調整員

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・

伝達

日赤(高知県支部)の連絡調整員

航空搬送拠点
高知県ＳＣＵ本部

●安芸市総合運動場

●高知大学医学部

●宿毛市総合運動公園

避難所等での診療

広域的な災害拠点病院（県内全域の対応）（3）

災害拠点病院（各支部管内の対応）（9）

<安芸支部>

●あき総合病院

<中央東支部>

●ＪＡ高知病院

<高知市支部>
●近森病院

●国立病院機構高知病院

救護病院（64） ※市町村が指定

市町村災害対策本部

（医療対策部門）

<中央西支部>

●仁淀病院

●土佐市民病院

<幡多支部>

●幡多けんみん病院

<高幡支部>

●須崎くろしお病院

●くぼかわ病院

高知県災害対策本部

DMAT・SCU 本部

DMAT 活動拠点本部

医療救護所 (79) ※市町村が指定

病院・診療所 48 箇所

その他 31 箇所

＜県・市町村の体制＞ ＜医療救護施設等＞

後方搬送・医療支援など

森澤病院/海南病院(徳島県)/田野病院/芸西病院/南国厚生病院/藤原病院/野市

中央病院/香北病院/前田メディカルクリニック/岩河整形外科/嶺北中央病院/

大杉中央病院/大田口医院/高知脳神経外科病院/高知生協病院/高知西病院/細

木病院/国吉病院/竹下病院/愛宕病院/いずみの病院/三愛病院/図南病院/高知

高須病院/高知厚生病院/潮江高橋病院/長浜病院/海里マリン病院/永井病院/ﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院すこやかな杜/高知整形･脳外科病院/田中整形外科病院/もみのき

病院/島津病院/土佐市民病院/仁淀病院/さくら病院/高北病院/山﨑外科整形外

科病院/前田病院/北島病院/山崎病院/岡本内科/高陵病院/なかとさ病院/くぼ

かわ病院/梼原病院/大西病院/大井田病院/聖ヶ丘病院/筒井病院/木俵病院/竹

本病院/森下病院/中村病院/国保西土佐診療所/沖の島へき地診療所/渭南病院/

足摺病院/松谷病院/四万十市立市民病院/大月病院/三原村国保診療所/渡川病

院

●高知医療センター（基幹災害拠点病院）

●高知赤十字病院 ●高知大学医学部附属病院

DMAT 現場活動指揮所

病院・診療所等

高知県保健医療調整本部

(県保健医療本部)

DMAT 高知県調整本部

（県外）航空搬送拠点

DMAT 域外拠点本部

後方搬送・医療支援など

広域医療搬送

DMAT 活動拠点本部

被災市町村

高 知 県

情報収集・伝達災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括）

※必要に応じて医療
アドバイザーを委嘱

仮設診療所

(必要に応じて設置)

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

DMAT 病院支援指揮所

地域医療搬送

(域内搬送)

高知県保健医療調整支部

(県保健医療支部)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(総括)

災害歯科ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害看護ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

災害時周産期リエゾン

災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害薬事ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(支部担当)

災害透析ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ(ﾌﾞﾛｯｸ担当)

県医師会の連絡調整員

郡市医師会の連絡調整員

高知県災害対策支部

日赤(高知県支部)の連絡調整員

支援調整

情報収集・伝達

支援調整

情報収集・

伝達

情報収集・伝達

支援調整

日赤(高知県支部)の連絡調整員

安芸支部（安芸福祉保健所）

中央東支部（中央東福祉保健所）

高知市支部（高知市保健所）

中央西支部（中央西福祉保健所）

高幡支部（須崎福祉保健所）

幡多支部（幡多福祉保健所）

DPAT 高知県調整本部

後方搬送

医療支援など
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５ 医療救護チームの活動

（１）県外からの医療支援

（支援の調整）

ウ 医療救護チームや医療ボランティアの受け入れに関しては、県保健医療本部が窓口となり、原則調

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派遣先等の調整を行います。

⇒＜ﾏﾆｭｱﾙ 21＞医療救護チームの受援

第３ 局地災害編

１ 災害発生時の初動対応

（２）発生の第一報を受けた対応

（県の対応）

ア 高知県健康政策部保健政策課は、多数の医療救護対象者発生の情報を得た場合、直ちに県危機管理

部、災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所と医療救護活動に関する協議を行います。

５ 医療救護チームの活動

（１）県外からの医療支援

（支援の調整）

ウ 医療救護チームや医療ボランティアの受け入れに関しては、県保健医療本部が窓口となり、原則調整

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派遣先等の調整を行います。

追加

第３ 局地災害編

１ 災害発生時の初動対応

（２）発生の第一報を受けた対応

（県の対応）

ア 高知県健康政策部医事薬務課は、多数の医療救護対象者発生の情報を得た場合、直ちに県危機管理部、

災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所と医療救護活動に関する協議を行います。

県医師会災害対策本部

高知県医師会高知県
①連絡調整員の派遣
・ＪＭＡＴ等の派遣先の調整

・支援調整、情報収集、情報伝達

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

郡市医師会災害対策本部

高知市医師会／安芸郡医師会

香美郡医師会／土佐長岡郡医師会

吾川郡医師会／高岡郡医師会

幡多医師会／高知大学医師会

・被災地医師会への状況報告

・非被災地医師会への要員、

機器等の応援要請

①連絡調整員の派遣
・支援調整、情報収集、情報伝達

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（総括）

・県医師会連絡調整員

連携
県保健医療調整支部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（支部担当）

・郡市医師会連絡調整

郡市医師会

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

・地域内の医療機関の状況把握

・非被災地医師会への要員、機

器等の応援要請

医療救護所、救護病院で

の医療救護活動の支援市町村

連携

災害対策本部

高知県医師会
①連絡調整員の派遣
・ＪＭＡＴ等の派遣先の調整

・支援調整、情報収集、情報伝達

高知県

県医師会災害対策本部

・被災地医師会への状況報告

・非被災地医師会への要員、

機器等の応援要請

②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（総括）

・県医師会連絡調整員

郡市医師会

連携

①連絡調整員の派遣
・支援調整、情報収集、情報伝達

県保健医療調整本部

･災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（支部担当）

・郡市医師会連絡調整
・地域内の医療機関の状況把握

・非被災地医師会への要員、機

器等の応援要請

郡市医師会災害対策本部
②災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの選出
・災害医療から地域医療への円滑

な移行の支援

高知市医師会／安芸郡医師会

香美郡医師会／土佐長岡郡医師会

吾川郡医師会／高岡郡医師会

幡多医師会／高知大学医師会

医療救護所、救護病院で

の医療救護活動の支援市町村

連携

災害対策本部
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～省略～

（保健所の対応）

エ 災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所（以下「保健所」という。）は、多数の医療救

護対象者発生の情報を得た場合、直ちに、保健政策課及び災害現場のある市町村と医療救護活動に関

する協議を行います。

～省略～

（県保健医療本部及び県保健医療支部の設置）

キ 保健政策課は、収集した情報に基づき「重症患者が１０名以上発生、または発生することが予測さ

れ、かつ、当該地域の通常の救急医療体制では対応が困難である」と判断した場合には、県災害対策

本部（未設置の場合は県危機管理部）と協議のうえ、県保健医療本部及び県保健医療支部の設置を検

討します。

～省略～

（保健所の対応）

エ 災害現場を所管する県福祉保健所または高知市保健所（以下「保健所」という。）は、多数の医療救護

対象者発生の情報を得た場合、直ちに、医事薬務課及び災害現場のある市町村と医療救護活動に関する

協議を行います。

～省略～

（県保健医療本部及び県保健医療支部の設置）

キ 医事薬務課は、収集した情報に基づき「重症患者が１０名以上発生、または発生することが予測され、

かつ、当該地域の通常の救急医療体制では対応が困難である」と判断した場合には、県災害対策本部（未

設置の場合は県危機管理部）と協議のうえ、県保健医療本部及び県保健医療支部の設置を検討します。


