
令和２年度災害対策に関する調査集計結果　※調査対象医療機関数：67箇所(有床診療所)
質問1　自施設の耐震化について

質問２　自施設のスプリンクラー設備状況について

質問３　据え付けタイプの自家発電装置について

質問４　据え付けタイプの自家発電装置がある場合の設置場所について

質問５　据え付けタイプの整備している発電機の出力（複数台ある場合は合計）について

質問６　据え付けタイプの整備している発電機の燃料について ※複数回答あり

質問７　据え付けタイプの発電機の運転可能時間について

78%

15%

7%

耐震性がある

耐震性がない

耐震性の有無不明

質問1

30%

70%

据え付けタイプがある

据え付けタイプがない

質問３

95%

5%
津波・地震の影響なし（浸水範囲

外・浸水深度より上、設置場所の耐

震化済）

津波・地震の影響あり

質問４

15%

85%

平常時の電気量のおおむね６

割以上ある

平常時の電気量のおおむね６

割はない

質問５

A重油 軽油 ガソリン 灯油 LPガス その他

質問６

70 %
5%

10%

10%

0%5
% 8時間未満

8時間以上12時間未満

12時間以上24時間未満

1日以上3日未満

3日以上1週間未満

1週間以上

質問７

◇耐震性がある　⇒　５２診療所

◇耐震性がない　⇒　１０診療所

　　・耐震改修や建替え等の予定がある　→　１診療所

    ・耐震対策の予定なし　→　９診療所

◇耐震性の有無不明　⇒　５診療所

※未耐震の建物がある場合は、「耐震性がない」でカウント

◇津波・地震の影響なし　⇒　１９診療所

◇津波・地震の影響あり　⇒　１診療所

※質問３で据え付けタイプがあると回答した２０診療所を対象

◇平常時の電気量のおおむね6割以上ある　⇒　３診療所

◇平常時の電気量のおおむね6割はない　⇒　１７診療所

　　

※質問３で据え付けタイプがあると回答した２０診療所を対象

◇A重油→４診療所　　　 　◇軽油→１５診療所

◇ガソリン→１診療所　　 　◇灯油→なし　　

◇LPガス→なし　　 　　　　 ◇その他→１診療所

※質問３で据え付けタイプがあると回答した20診療所を対象

◇8時間未満　⇒　１４診療所

◇8時間以上12時間未満　⇒　１診療所

◇12時間以上24時間未満　⇒　２診療所

◇1日以上3日未満　⇒　２診療所

◇３日以上１週間未満　⇒　１診療所

◇１週間以上　⇒　なし

　※質問３で据え付けタイプがあると回答した２０診療所を対象

（自家発電機）

◇据え付けタイプがある　⇒　２０診療所

◇据え付けタイプがない　⇒　４７診療所

　　

48%52%
スプリンクラー設備がある

スプリンクラー設備がない

質問2

◇スプリンクラー設備がある　⇒　３２診療所

◇スプリンクラー設備がない　⇒　３５診療所



令和２年度災害対策に関する調査集計結果　※調査対象医療機関数：67箇所(有床診療所)
質問８　ポータブルタイプの自家発電装置について

質問9　ポータブルタイプの整備している発電機の燃料の種類について　※複数回答あり

質問10　ポータブルタイプの発電機の運転可能時間について

質問11　据え付けタイプの自家発電機やポータブル発電機以外の電源確保について　※複数回答あり

質問12　エレベーターの設備について

質問13　水道水が供給されない場合の診療に要する水の確保対策について　※複数回答あり

質問14　災害対応マニュアルの有無とマニュアルに基づいた訓練の実施について　　※有床診療所のみ回答

21%

79%

ポータブルタイプがある

ポータブルタイプがない

質問８

A重油 軽油 ガソリン 灯油 LPガス その他

質問９

57%

14%

14%

7.5%

7.5%
0%

8時間未満

8時間以上12時間未満

12時間以上24時間未満

1日以上3日未満

3日以上1週間未満

1週間以上

質問10

69%

31% 対策あり

対策なし

質問13

◇A重油→なし　　　　◇軽油→なし　◇ガソリン→８診療所　　 　

◇灯油→１診療所　　◇LPガス→２診療所

◇その他→６診療所

※質問８でポータブルタイプがあると回答した１４診療所を対象

◇8時間未満　⇒　８診療所

◇8時間以上12時間未満　⇒　２診療所　　

◇12時間以上24時間未満　⇒　２診療所　　　

◇１日以上３日未満　⇒　１診療所　　　　　

◇３日以上１週間未満　⇒　１診療所

◇1週間以上　⇒　なし

※質問８でポータブルタイプがあると回答した１４診療所を対象

◇対策あり　⇒　４６診療所

　　・井戸を設置している　→　１０診療所

　　・受水槽タンクがある　→　３４診療所　　

　　・その他　→　１０診療所　　　　　　　　

◇対策なし　⇒　２１診療所

（自家発電機）

◇ポータブルタイプがある　⇒　１４診療所

◇ポータブルタイプがない　⇒　５３診療所

　　

9%

91%

代替の発電機を有している

代替の発電機を有していない

質問11

◇代替の発電機を有している　⇒　６診療所

　　・太陽光発電設備　２診療所

　　・蓄電池　２診療所

　　・その他　３診療所　　

◇代替の発電機を有していない　⇒　６１診療所

69%

31%
エレベーターがある

エレベーターがない

質問12
◇エレベーターがある　⇒　４６診療所

　　・地震時管制運転装置が全て・一部付いている　→　３１診療所

　　・地震時管制運転装置が付いていない　→　１５診療所

　　・自動診断復旧機能が全て・一部付いている　　→　２３診療所

　　・自動診断復旧機能が付いていない　→　２３診療所

◇エレベーターがない　⇒　２１診療所　

55%

45%

災害対応マニュアルがある

災害対応マニュアルはない

質問14
◇災害対応マニュアルがある　⇒　３７診療所

  　・マニュアルに基づいた訓練を実施している　→　２７診療所

　　・マニュアルに基づいた訓練は実施していない　→　１０診療所

　　

◇災害対応マニュアルはない　⇒　３０診療所

　　・現在策定中　→　８診療所

　　・策定する予定　→　１０診療所

　　・策定の予定はない　→　１２診療所



令和２年度災害対策に関する調査集計結果　※調査対象医療機関数：67箇所(有床診療所)
質問15　業務継続計画（BCP）の有無と計画に基づいた訓練の実施状況について

質問16　衛星携帯電話など災害時の外部との通信手段について　　

質問17　令和元年度に実施した災害に関する訓練等について　※複数回答あり

質問18　食料や飲料水の備蓄について

質問19　通常診療に必要な医薬品(入院、外来患者用)の在庫（備蓄）について

質問20　上記以外の災害時に必要な医薬品（入院、外来患者用）の在庫（備蓄）について

質問21　災害時の医療用ガス（酸素）の備蓄について

13%

87%

BCPを策定している

BCPは策定していない

質問15

24%

76%

整備している

整備していない

質問16

72%

28%
実施した

実施していない

質問17

73%

27%
備蓄している

備蓄していない

質問18

84%

16%

在庫（備蓄）がある

在庫（備蓄）がない

質問19

8%

52%

40%

通常診療に必要な医薬品の備蓄とは

別に災害時医薬品を備蓄している

備蓄していない

通常診療に必要な医薬品の備蓄に

災害時医薬品を含んでいる

質問20

45%
55%

備蓄している

備蓄していない

質問21

◇整備している　⇒　１６診療所

　　・訓練を年1回以上行っている　　 →　９診療所

　　・訓練を年1回以上行っていない　→  ７診療所

◇整備していない　⇒　５１診療所

◇実施した　⇒　４８診療所　　

　　・院内トリアージ訓練　→　３診療所

　　・情報伝達訓練　→　２６診療所

　　・院内災害対策本部運営訓練　→　６診療所

　　･DMAT受入訓練　→　なし

　　・入院患者等の避難訓練　→　２０診療所

　　・その他訓練　→　１２診療所

◇実施していない　⇒　１９診療所

◇備蓄している　⇒　４９診療所

　　　・特別食の備蓄がある　→　２診療所

　　　・特別食の備蓄がない　→　４７診療所

◇備蓄していない　⇒　１８診療所

◇通常診療に必要な医薬品とは別に備蓄　⇒　５診療所

◇備蓄していない　⇒　３５診療所

　　・災害時医薬品の備蓄を検討している　→　１１診療所

　　・災害時医薬品の備蓄の予定はない　→　２４診療所

◇通常診療に必要な医薬品に含む　⇒　２７診療所

◇BCPは策定している　⇒　９診療所

　　・BCPに基づいた訓練を実施している　→　４診療所

　　・BCPに基づいた訓練は実施していない　→　５診療所

◇BCPは策定していない　⇒　５８診療所

　　・現在策定中　→　６診療所

　　・策定する予定　→　２３診療所

　　・策定の予定はなし　→　２９診療所

◇在庫（備蓄）がある　⇒　５６診療所

　　　

◇在庫（備蓄）がない　⇒　１１診療所

◇備蓄している　⇒　３０診療所

◇備蓄していない　⇒　３７診療所



令和２年度災害対策に関する調査集計結果　※調査対象医療機関数：67箇所(有床診療所)
質問22　自家発電以外で災害時に使用する備蓄燃料について

質問23　病院の機能が失われた場合の、入院患者の避難先（入院移送先）について

質問24　災害発生時に、職員の安否確認方法についての取り決めについて

質問25　自施設に勤務する医師の居住地について　※常勤医師を対象

質問26　県が主催（郡市医師会と共催）する地域の医師を対象とした災害医療研修について

24%

76%

備蓄している

備蓄していない

質問22

33%

67%

移送先を検討済み

未検討

質問23

55%
45%

取り決めがある

取り決めはない

質問24

88%

5%
6% 1%

自施設と同じ市町村在住の医師

自施設と同じ市町村ではないが同じ

保健所管内在住の医師

自施設が所在する保健所管外在住の

医師

県外在住の医師

質問25

81%

19%
知っている

知らない

質問26

◇知っている　⇒　５４診療所

　　・自院の医師が参加したことがある　→　１８診療所

　　・自院の医師が参加したことはない　→　２８診療所

　　・自院の医師の参加については不明　→　８診療所

◇知らない　⇒　１３診療所

◇自施設と同じ市町村在住の医師

　　⇒　該当医療機関：６０診療所　９０名

◇同じ保健所管内在住の医師

　　⇒　該当医療機関：４診療所　５名

◇保健所管外在住の医師

　　⇒　該当医療機関：５診療所　６名

◇県外在住の医師

　　⇒　該当医療機関：１診療所　１名

◇取り決めがある　⇒　３７診療所

◇取り決めはない　⇒　３０診療所

◇備蓄している　⇒　１６診療所

◇備蓄していない　⇒　５１診療所

◇移送先を検討済み　⇒　２２診療所

◇未検討　⇒　４５診療所


