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第一章 災害時保健医療の体制 ～目的・被害想定～
本マニュアルの目的
被害想定





市域に大規模な災害が発生した場合に、市地域防災計画に基づき活動する保健医療救護
活動について、より具体的かつ実効性を確保するため、松戸市救護本部の設置や関係機
関の役割等を明記したもの。

令和元年度実施の松戸市防災アセスメント調査による

松戸市の直下約５㎞で発生、マグニチュード７．１
市の南西部及び小金地区の谷底平野で震度６強、北東部で震度６弱を予測
江戸川沿いの低地と谷底平野で液状化の可能性が非常に大きいと予測
約6,000人が死傷し、2万人以上が避難すると予想

項 目
建物被害

全 壊

揺れ＋液状化
急傾斜地崩壊
総計※１

半 壊

揺れ＋液状化
急傾斜地崩壊
総計

（想定地震による震度分布）

（想定地震による液状化予測）

火

災

※１

炎上出火件数
焼失棟数※２

人的被害

死 者

建物被害
火

災

急傾斜地崩壊
ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物
総計※１
ライフラ

電力施設

停電率（1 日後）

イン被害

都市ガス

供給停止率
復旧日数
転倒率
断水率（1 日後）
供給率（１週間後）

避 難 者

246 棟
15,054 棟
48.7 件
2,545 棟

6人
8人
338 人
3,998 人
（487 人）
167 人
（47 人）
7人
（4 人）
266 人
（104 人）
4,439 人
（642 人）
47％
100％
30 日
最大 30％
44％
75％

下水道

支障人口

17,279 人

１日後

避難者数

23,310 人

避難所避難者数

13,986 人

市内常住者

54,286 人

市内に滞留する市外常住者

19,154 人

帰宅困難者・滞留者

総計※１
震災廃棄物

14,808 棟

168 人

うち

上水道

106 棟
4,097 棟

156 人

災

総計（※１）

ＬＰガス

3,991 棟

火

ブロック塀等・自動販売機等の転倒、屋外落下物

重傷者

冬 18 時、風速 8m/s

建物被害
急傾斜地崩壊

負傷者

地殻内のごく浅い地震

73,440 人
1,438 千ﾄﾝ
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第一章 災害時保健医療の体制 ～発災時間別対応～
発災時間別の対応





発災時刻にかかわらず、指揮系統、役割分担は変わらないが、医療従事者等の人的資源は大きく変化。
医療機関勤務者は、平日日中は市内の医療機関に勤務しているが、夜間休日は市外に在住している者も多い。
被災状況下では搬送や救護は通常よりも困難かつ危険だが、夜間はより危険が伴う。
発災時間帯による状況の違いに応じた対応が必要。
平日日中

夜間・休日

時間の割合

２４％

７６％

病院の状況

 設備・人員の損傷を除き、日中の病院能力発揮が可能
 病院前救護所開設準備を開始し、トリアージ後の患者
の受入れは比較的スムーズに実施
 天候が良ければヘリでの市外搬送が可能

 医師・看護師少数
 救急外来・入院受入れ・手術などの能力が低い状態
 病院前救護所開設準備を開始するが、病院機能が低下
しており、トリアージ後の患者の受入れ能力が限られる
 夜間はヘリによる市外搬送は不可能

医師会医療機関
の状況

 自己の医療機関を閉め、救護所に参集

 医師・看護師不在
 医師は自宅から救護所に参集

学校救護所の
状況

 開設準備を早期に開始
 参集要員が不完全であっても早期に診療を開始

 開設準備を早期に開始するが、夜間は危険を伴うため
夜明けを待って開設が現実的

避難所の状況

 市内勤務の医療従事者等が避難するため、避難者の中
からボランティアを募集しうる

 市内在住の医療従事者等が避難所に避難するため、避
難者の中からボランティアとして募集しうる

地域の傷病者の
状況

 住民による傷病者救護、病院搬送が積極的に行われる

 日中より市内人口が多く住民救護には多くの人材投入
が可能だが、夜間は救護に危険が伴う。

在宅医療現場の
状況

 患者の電源確保、安否確認を行う
 電源必要者の市外i搬送が可能

 患者の電源確保、安否確認を行うが、夜間は救護・安
否確認作業に危険が伴う。
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第一章 災害時保健医療の体制 ～救護本部の位置づけ～
救護本部の位置づけ

指示命令系統の体系

 多くの人命を救うために最も重要な保健医療
体制確保のため、市災対本部の対応の中で保
健医療を専門で担当する救護本部を別に設置
して対応に当たる。

県災害医療本部との調整事項
 救護本部、救護所の設置状況の報告
 DMAT派遣情報の収集
 各種要請（広域搬送、医療救護班派遣、医療器
具・医薬品の供給など）

松戸保健所との連携
 松戸市・流山市・我孫子市の３市を管轄
 千葉県が行う松戸市への医療・救護の支援活
動の窓口になるとともに、近隣市との災害対
応連携の調整役としての役割を担う。
 医薬品等の供給支援、他県からの保健師の派
遣等の調整、感染症コントロールの主導を担う。
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～活動方針～
基本方針

超急性期
（７２時間以内）

 救護本部参集要員は、市域で震度５強以上の地震があった場合や市長の指示等があった場合、直ちに参集し、
救護本部を設置する。
 救護本部は関係機関と連携し、死傷者の発生場所・規模、病院の被災状況等の情報を収集し、当面の医療救護
活動の対策を確立する。
 救護本部は、被災状況を早期に確認し、どの救護所を稼働させるかを速やかに決定する。
 救護本部は、市全体の被災状況について定期的な情報の取りまとめと関係者への情報提供を行う。
 市災害医療コーディネーターは、救護本部内各部と連携し、市内医療救護活動のコーディネートを行う。
 各救護所においてトリアージを実施する。
 トリアージに基づき、中等症、重症者を災害拠点病院と災害医療協力病院で受入れ、軽症者は学校救護所、診
療所、トリアージ実施場所において対応する。
 手術等が必要な患者や重症者で被災地外に搬送可能な者を被災地外の安全な場所に搬送する。
 派遣されるDMATは、災害拠点病院設置のDMAT活動拠点本部により、災害医療協力病院等に配分される。
 応急医療を要しない被災者の状況把握につとめ、超急性期以降の保健医療活動への体制を返還するための準
備を行う。
 在宅医療サービス事業者と連携し、電量が必要な在宅患者の電源確保、急性期医療が必要な在宅避難者を支
援する。
 要配慮者のうち、人工透析患者等７２時間以内に治療が必要な患者を適切に支援する。
 市外・県外からの医療職ボランティアを適切に組織する。

急性期
（７２時間以降～
１週間）

 病院前救護所を閉鎖し、各診療所、学校救護所、巡回医療活動を逐次充実させ、避難所及び在宅避難者等、地
域における保健医療救護活動を強化する体制へ変換する。
 市災害医療コーディネーターは、救護本部と連携し、JAMT等の外部支援チームを適切に運用する。
 県と連携して医療器材・医薬品を補給する。

亜急性期
（１週間～１か月）

 避難所生活での体調不良者、慢性疾患患者に対する医療活動・感染症対応、避難所避難者・在宅避難者の健康
管理が重要。
 市医師会、歯科医師会、薬剤師会、松戸保健所と連携し、巡回医療や健康相談により、疾患予防・感染予防、心
理的ケアを実施。
 住居を失った者には、円滑な仮設住宅への移行を推進するとともに、経済的支援、孤立死対策、自殺対策に重
点を置いて、医療・福祉の多職種による支援を継続する。
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～参集基準～
参集基準
場所

救護本部

参集基準

参集要員

・健康福祉部員
・医師会長（又は代理者）
・災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
・市域で震度５強以上観測
医師会選出
または、
総合医療ｾﾝﾀｰ選出
・市長の指示がある場合や
・医師会担当者
健康福祉部長が必要と認
・歯科医師会長
めた場合
（又は代理者）
・薬剤師会長
（又は代理者）

病院前救護所
・救護本部の指示
または、
・市域で震度６弱以上観測
学校救護所

・健康福祉部員
・医師会員
・歯科医師会員
・薬剤師会員

設置基準

・市域で震度５強以上の地震
が観測された場合
または、
・市長の指示がある場合や
健康福祉部長が必要と認
めた場合

・救護本部の要請
または、
・被災状況等から設置が必要
と判断される場合（要請を
待たず設置）
・救護本部の指示
または、
・被災状況等から設置が必要
と判断される場合（指示を
待たず設置）
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～救護本部活動内容～
救護本部の活動内容

●各部の役割
本部長［健康福祉部長］

●組織図



救護本部の指揮を執る。

医師会長（又は代理者）及び災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ



市全域に係る保健医療救護活動の対策立案・総合調整を行う。
救護本部内各部への指示・助言を行う。

総合調整部［健康福祉政策課］
 庁内関係部、救護本部内の調整、外部人材の受入調整等を行う。
 受援班を設置し、専門職ボランティア等の受入れを松戸市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝ
ﾀｰ（社会福祉協議会）と連携して行う。マッチングを行う。

医療救護情報部［地域医療課］
 情報の収集・分析及び関係機関との連絡会議、必要な人員・資機材・医薬
品・衛生材料等の確保、水・食料等の物資の供給等を実施する。

保健衛生部［健康推進課］
 超急性期は、一括集約された庁内の医療専門職による応急医療の補助活
動の調整を行う。
 急性期以降は、三師会や福祉長寿部と連携した保健活動の企画立案、総
合調整部で受け入れた外部保健師等の医療専門職による活動の調整を
実施する。

診療部［松戸市医師会・松戸歯科医師会］
 医師会連絡調整担当を派遣し、会員（医師）への連絡・調整を実施する。
 歯科医師会長又は代理者を派遣し、会員（歯科医師）への連絡・調整を実
施する。

薬剤部［松戸市薬剤師会］
 薬剤師会長又は代理者を派遣し、各会員（薬剤師）への連絡・調整を実施
する。
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～救護本部活動内容～
●要員の参集
救護本部の各要員は、次の基準で中央保健福祉センターに参集する。
災害種別等

参集時期（自動・指示）

地震 （市域で震度５強以上観測）

 各自で震度を確認後、自動参集
※震度が確認できない場合等で参集の判断ができないときは、
進んで各参集場所に参集する。

その他、市長の指示がある場合や
健康福祉部長が必要と認めた時

 必要に応じて、電話等による連絡網で参集の指示を受けた場合
に参集する。

●設置
設置基準

 市域で震度５強以上の地震が観測された場合、または、市長の指示がある場合や健康
福祉部長が必要と認めた場合に設置

設置場所

第１順位：中央保健福祉C 、 第２順位：松戸市衛生会館 、 第３順位：市立総合医療C

本部長及び本部長代理

本部長は健康福祉部長とし、必要に応じて代理を充てる。
第１順位：健康福祉部統括課長
第２順位：健康福祉部統括課長の次の職位の者

●活動事項
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）
（８）
（９）

三師会、医療機関等の被害状況の把握と整理
医療機関の傷病者受入態勢に係る情報収集
ＥＭＩＳの代行入力（市職員が医療機関に代わって入力作業）
市災害対策本部への報告・調整
定期的な連絡会議（1日1回以上）の開催
学校・病院前救護所の設置検討・指示
学校・病院前救護所の設置・運営
医薬品・衛生材料の輸送
医療機関・救護所・避難所の傷病者把握、搬送手段・搬送先調整

（10）
（11）
（12）
（13）
（14）
（15）
（16）
（17）

医薬品・衛生材料の流通状況、補充調整、調達
県災害医療本部との情報共有及び調整
県医療救護班派遣、ＤＭＡＴ派遣の要請と受入れ・配置
関係機関への要員派遣等の協力・応援要請
外部支援チーム・その他専門職ボランティアの受入れ・調整
救護所・避難所スタッフへの日々の定期的な情報提供
広報
その他、状況に応じた必要事項
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～医療機関の役割～
各医療機関の役割
種 別
災害拠点病院

 病院前救護所設置とトリアージ
 中等症、重症患者の受入、処置
 他機関からの重症者の受入

災害医療協力病院

 病院前救護所設置とトリアージ
 中等症、重症患者の受入、処置

専門的医療を行う病院
（透析、産科）

 自施設での専門的医療の継続

一般的医療を行う病院

 自施設での医療の継続

専門的医療を行う診療所
（透析、産科）

 自施設での専門的医療の継続

有床診療所

 自施設での医療の継続

一般的医療を行う診療所

 救護所での医療活動への協力＊

薬 局

 救護所での医療活動への協力＊
 薬局の業務継続

病 院

診療所
歯科診療所

役 割

（＊）救護所への参集が不可能な場合は、自施設での医療を継続
救護所へ参集する際は、自院の入口等に救護所で医療活動を行っている旨の掲示を行う
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～救護所～
救護所の設置
震度６弱以上の地震等、通常の医療体制では対応できない場合、救護所を設置
病院前救護所

学校救護所

 病院前救護所においてトリ
アージを行い、重症者・中等
症者等に対する病院の診療
機能を確保

 病院前救護所がない地域に
おける医療機能の提供
 避難生活長期化による被災
者の健康管理等

開設期間

 発災６時間後から７２時間

 発災２４時間後から
※閉所は、地域の医療機能の
回復状況から判断

設置場所

 市内災害拠点病院及び災害
 市内小・中学校の一部
医療協力病院
全１７箇所
全１０病院

機能
活動事項

 トリアージ
 軽症者（慢性疾患等含む）に
対する治療
 中等症・重症者に対する院
内受入れ又は搬送までの応
急処置

目的

[救護所開設の流れイメージ図]

 トリアージ
 軽症者（慢性疾患等含む）に
対する治療
 受入可能医療機関への搬送
 中等症・重症者に対する応
急処置
 避難者等に対する健康相談

 病院スタッフ
 医師会、歯科医師会、薬剤師
 医師会、歯科医師会、薬剤師
従事者
会からの派遣要員
（参集要員）
会からの派遣要員
 市職員
 市職員

[救護所配置図]
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～学校救護所～
学校救護所の設置
●組織及び役割
①責任者
②派遣要員

③派遣要員

④派遣要員

⑤派遣要員

組織に基づき各職種の専門知識・技術を生かして次の役割を担うことを基本とし、 必要に応じて、その場で必要
とされる業務に各要員が協力して柔軟に対応するものとする。

医療救護班長（医師）
各学校救護所 2 名
医師

救護所要員の確保、傷病者の受入れ、救護本部との調整等、学校救護所の指揮を
執る
トリアージの実務リーダー 、重症者・中等症者の病院への搬送指示等

歯科医師・看護師

トリアージの補助、軽症者の応急処置等、応急処置後の患者の状態管理、搬送補
助、医療環境等の整備、傷病者の精神的支援 要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障
害者・ 言語の障害がある者・外国人等）への対応、 傷病者及び家族の問合せや相
談への対応

薬剤師

トリアージの補助、 軽症者や慢性疾患患者等への服用薬の聞き取り、受診の必要
性の振り分け、医師の処方に基づく調剤、一般用医薬品の管理と軽症者への提供、
医療用医薬品・衛生材料の管理・要請

市職員

○事務職
救護所設営用品の確保と設営、医療材料・食料・飲料水の調達・管理、トリアージの
受付・トリアージタグの記載管理、救護本部との連絡手段の確立、連絡・調整、近隣
の稼働している医療機関の確認、医療職と協力して搬送調整等、ボランティアの
要請と配置
○医療職
トリアージ及び応急処置の補助、医療用品・薬剤の確保
○事務職・医療職共通
医療環境等の整備、傷病者の精神的支援 要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害
者・ 言語の障害がある者・外国人等）への対応、 傷病者及び家族の問合せや相談
への対応
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～学校救護所～
●要員の参集
参集要件

 学校救護所の各要員は、市域で震度 6 弱以上が観測された場合や風水害等により
同等の被災状況が生じた場合、自動的に各学校救護所に参集する。
 その他、救護本部の指示があった場合に参集する。

参集人員の配分

 医療救護班長（医師会医師）は必ず参集する。
 その他の参集した医師等の配置は、班長が指示する。
 市職員は、救護所に直行して設営・トリアージ物品整備等に関与する者を予め 設定し
ておき、発災時に適切に参集する

●設置
設置基準

 救護本部の指示に基づき設置する。
 状況が不明若しくは被災状況から必要と判断される場合や傷病者がすでに集まってい
る場合は、救護本部の指示を待たずに、参集と同時に設置し、活動を開始する。

使用する資機材等の
準備

 保健室に保管されている災害用医療資器材を活用し、活動環境を確保する。
 同資器材が不足する場合は、支所等（10 箇所）保管の災害用医療資器材を活用する。

●活動事項
①
②
③
④
⑤
⑥

傷病者のトリアージ
重症者及び中等症者を各医療機関へ搬送
軽症者への応急処置
医薬品・衛生材料の需給状況の管理
診療記録の作成
遺体発生状況に応じて死体検視及び死体検案書の作成

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

救護本部との連携及び必要な報告
傷病者からの様々な問い合わせに対する対応
傷病者及び家族の精神的支援
要配慮傷病者に対する時間をかけた支援
その他、状況に応じた必要事項
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～病院前救護所～
病院前救護所の設置
●組織及び役割
病院医師

救護所要員の確保、傷病者の受入れや救護本部との派遣要員、搬送先 医療機関の調整
等、病院前救護所の指揮をとる。

②病院ｽﾀｯﾌ

医師・看護師・薬剤師
等

派遣された医師等とともに、病院前救護所でのトリアージ等を行うとともに、傷 病者の
院内への受入れ等の院内との連携を行う。

③派遣要員

医師

①責任者

④派遣要員

⑤派遣要員

⑥派遣要員

トリアージの実務リーダー 、重症者・中等症者の病院への搬送指示等

歯科医師・看護師

トリアージの補助、軽症者の応急処置等、応急処置後の患者の状態管理、搬送補助、医療
環境等の整備、傷病者の精神的支援 要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・ 言語の障
害がある者・外国人等）への対応、 傷病者及び家族の問合せや相談への対応

薬剤師

トリアージの補助、 軽症者や慢性疾患患者等への服用薬の聞き取り、受診の必要性の振
り分け、医師の処方に基づく調剤、一般用医薬品の管理と軽症者への提供、医療用医薬
品・衛生材料の管理・要請

市職員

○事務職
救護所設営用品の確保と設営、医療材料・食料・飲料水の調達・管理、トリアージの受付・
トリアージタグの記載管理、救護本部との連絡手段の確立、連絡・調整、近隣の稼働して
いる医療機関の確認、医療職と協力して搬送調整等、ボランティアの要請と配置
○医療職
トリアージ及び応急処置の補助、医療用品・薬剤の確保
○事務職・医療職共通
医療環境等の整備、傷病者の精神的支援 要配慮傷病者（聴覚障害者・視覚障害者・ 言語
の障害がある者・外国人等）への対応、 傷病者及び家族の問合せや相談への対応
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～病院前救護所～
●要員の参集
参集要件

 病院前救護所の派遣要員は、市域で震度 6 弱以上が観測された場合や風水害等に
より同等の被災状況が生じた場合、自動的に各病院前救護所に参集する。
 その他、救護本部の指示があった場合に参集する。

参集人員の配分

 病院医師が責任者となり、その判断で医師会医師をリーダーとしたトリアージ ブース
を設営する
 その他の参集した医師等の配置は、責任者が指示する。 傷病者に比較して参集した
医師・看護師・歯科医師・薬剤師等が少ない場合は、 責任者は病院長と相談し、病院
スタッフの支援を求める。
 市職員は、救護所に直行して設営・トリアージ物品整備等に関与する者を予め 設定し
ておき、発災時に適切に参集する。

●設置
設置基準
使用する資機材等の
活動事項
準備

 震度６弱以上の地震が発生した際等、救護本部の要請により開設するが、傷病者の来
院状況を見て、責任者の判断で救護本部からの要請を待つことなく、開設する ことは
差し支えない。
 各病院に保管されている災害用医療資器材を活用し、活動環境を確保する。

●活動事項
①
②
③
④
⑤
⑥

傷病者のトリアージ
重症者及び中等症者を各病院内へ搬送
軽症者への応急処置
医薬品・衛生材料の需給状況の管理
診療記録の作成
遺体発生状況に応じて死体検視及び死体検案書の作成

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

救護本部との連携及び必要な報告
傷病者からの様々な問い合わせに対する対応
傷病者及び家族の精神的支援
要配慮傷病者に対する時間をかけた支援
その他、各病院マニュアルに定められた事項等
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～避難所・在宅患者～
避難所の医療活動内容
（１）
（２）
（３）
（４）
（５）

避難所の傷病者の把握と市災対本部・救護本部への報告
福祉避難所への収容要請
避難者の中の医療従事者等と傷病者に対する処置、適切な救護所への搬送要請
市保健師等や外部支援人員の派遣要請・受け入れ
医薬品・衛生材料の要請・受入れ・保管

在宅療養患者に対する医療活動内容
（１） 電源管理
 松戸市訪問看護連絡協議会は、電源を必要とする在宅療養養患者（人工呼吸器装着 者、在宅酸素利用者、吸引器利用
者等）を予め把握しておく。
 また、専用外部バッテ リーとＡＣインバータ等の購入を薦めておく。電源を必要とする在宅療養患者には、発災時にた
だちに電源を確保する。電源の確 保は、安全性、確実性、簡便性の観点から、①専用外部バッテリー、②蓄電池、③自動
車、④発電機（外部バッテリーの充電用）の順で準備することとする。
（２） 人工透析支援
 救護本部は、松戸市医師会と連携して、前回の人工透析から２日以内、遅くても３ 日以内に透析が行えるよう手配する。
（３） 在宅医療・在宅療養者支援
 松戸市訪問看護連絡協議会は、救護本部と連携して、在宅医療を受ける療養者の被 災状況の把握と必要な医療の提
供を行う。
（４） ローラー作戦
 甚大な被害が出た場合、救護本部は、各種団体や外部支援人員等と連携し、ローラ ー作戦を実施し、全戸の住民・在宅
療養者の被災状況の把握と必要な医療の提供を行 う
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～搬送～
傷病者の搬送
 大規模地震発生時には、多数の傷病者が市内各所で発生することが予想され、平常時と同様の対応が困難である。
 近隣の状況、救護本部からの情報により、現実的な最善の方法で搬送する。
（１） トリアージの結果、最優先と判断された者を優先とし、災害医療協力病院や災害拠点病院へ搬送する。
（２） 市外災害拠点病院等への搬送は、総合医療センターを中心に、ＤＭＡＴや市外の応援救急隊と連携して搬送する。
（３） 学校救護所から病院への搬送、多数傷病者の搬送等は、協定によるタクシー・バス・患者搬送車両などを有する
民間事業者と連携し搬送する。
（４） トリアージの結果、軽症者あるいは救急車等に引き継ぐことができない場合は、「搬送に伴う危険」が搬送の必要性
を上回らないことを慎重に判断し、可能であれば、住民、自主防災組織、事業所の協力により医療機関等に搬送する。
（５） 道路被害等で救急車等での搬送ができない場合は、自衛隊等へヘリコプター出動を要請し、医療機関に搬送する。
（６） 手術の周術期患者、重症者は、医療従事者が多数必要であり、それらの方に被災地の限られた医療資源を投下す
ると、多くの傷病者に対応できなくなるため、総合医療センターやＤＭＡＴと連携し、可能な限り域外に搬送する。
（７） 人工透析患者、人工呼吸器患者等の常時電源利用者は、市内での人工透析場所、電源確保場所等の確保が困難な
場合は、総合医療センターやＤＭＡＴと連携し、早期に域外に搬送する。
搬送場所

搬送手段

自宅等

⇒ 学校救護所

徒歩、自主防災組織（市民自家用車、リヤカー）等

学校救護所

⇒ 災害医療協力病院
災害拠点病院

消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急消防援助隊
救急車、公用車、協定事業者車両（緊急車両の使用
は、原則重症患者のみ）

災害医療協力病院

⇒ 災害拠点病院

消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急消防援助隊
救急車

災害拠点病院

⇒ 域外災害拠点病院

消防局・千葉県消防広域応援隊・緊急消防援助隊
救急車、ヘリコプター、ＤＭＡＴ
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～医薬品確保～
医薬品・衛生材料の確保・搬送等
 救護本部は、病院・病院前救護所・学校救護所等から不足している医薬品・衛生材料の供給要請を受けた時は、備蓄医
薬品・衛生材料を市職員等が搬送する。
 また、救護本部は協定事業者・各薬局や千葉県災害医療本部、県が協定している医薬品卸協同組合へ供給を要請する。
（医薬品等の調達の流れ）
（１） 病院・病院前救護所
 救護本部は、病院で救急医療や手術に必要な
医薬品について、上記で不足する場合、必要
に応じて、市外ＤＭＡＴ参集時等に移送しても
らうよう要請する。
（２） 学校救護所
 学校救護所及び支所には医薬品・衛生材料を
備蓄する。
 発災時には、学校救護所に参集した松戸市薬
剤師会薬剤師がその管理を行い、必要に応じ
て、医薬品・衛生材料を市災対本部・救護本
部あるいは市薬剤師会・薬剤師会に要請する。
（３） 避難所・福祉避難所
 薬剤師会薬剤師および市職員が共同し必要
に応じて、避難所・福祉避難所への医薬品の
提供、管理を行う。
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第二章 災害時保健医療の活動内容 ～情報収集・外部人材連携～
情報収集・発信等
 救護本部は、被害状況等の情報を収集し、県災害医療本部、その他関係機関等と相互に連絡及び調整を行う。
 また、市災対本部と連携し、各救護所の開設状況や医療機関の対応状況等の情報を、防災行政無線（固定系）による
放送、安全・安心メールの配信、広報車による巡回、災害広報紙等を活用して、広く市民へ発信する。
ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）による情報収集要領
 災害時の情報収集手段として、ＥＭＩＳをメインとし、ＭＣＡ無線機は
その補完的な役割として活用する。
 ＥＭＩＳを活用した情報集ルールは右のとおり。

機関名

運用方法

災害拠点病院・災害医療協力病院

入力・閲覧

消防局

閲覧

救護本部

閲覧・代行入力

千葉県（本庁・保健所）

閲覧・代行入力

外部支援チーム・ボランティアとの連携
 発災時には、多数の傷病者や負傷等により災害対応ができない職員等が発生することにより、人的資源が多く不足
するため、外部支援チーム・ボランティアと連携を図ることが重要である。
 過去の災害では、受入側が業務多忙により、受入れを断る事例も多く発生しているが、人的資源が不足する中で、よ
り多くの傷病者の処置等を行うため、努めて支援チーム・ボランティアは受け入れることとする。
 ＤＭＡＴやＪＭＡＴ等、被災地からの要請に応じて派遣されるチームは、複数の職種でチームを編成して派遣されるた
め、受入れは容易
 一方、プッシュ型で派遣される団体や個人のボランティア等は、職種が限られていたり、単身で来られるため、被災地
でのニーズとのマッチングが課題となっている。
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第三章 災害時の具体的な医療救護活動内容 ～トリアージ等～
トリアージ

短時間で最善の救命効果を得るため、傷病者の傷病程度の判定と選別により処置
や搬送の優先度を判断する方法がトリアージで、救命の順序を決めるものである。

トリアージブースの従事者
 トリアージブースの１チームは、トリアージを行う医師とトリアージタグを記載する者の２名が必要となるため、最低２名
で編成する。
 その他、トリアージブースの手前にて、緑タグ患者（歩行可能な軽症者）とそれ以外の傷病者に分ける誘導を行う者、トリ
アージ後に傷病者をしかるべき場所へ誘導する者が必要になる。
 緑タグ患者（歩行可能な軽症者）の急激な体調変化に注意する。

軽症者の応急処置






発災後、多数の傷病者が、一時的に病院、診療所、学校救護所等に集中する。
そのため、混乱を回避しながら、トリアージ後に行う応急処置が必要となる。

災害の状況を判断しながら、現場で必要最小限の処置を行う。医療資源の消費を可能な限り抑える。
バイタルサインの不安定な場合は、応急処置に時間をかけず早期に搬送する。
多数傷病者を扱う場合でも、可能な限り診療録を作成する。その余裕がない場合、トリアージタグをカルテの代用とする。
医療者が不足する場合は、現場で臨機応変に援助者を募り、処置の協力を要請する。
外科的処置を要しない患者（慢性疾患患者等も含む）は、薬剤師カウンターを設置することで、一般用医薬品の交付か受
診が必要かどうかの振り分けや、服用薬等についての聞き取りを診察前に行え、医師の診療負担の軽減ができる。

松戸市におけるDMATの運用

 派遣されるＤＭＡＴは、２次保健医療圏毎に設置されるＤＭＡＴ活動拠点本部（災害拠点病院）に配置される。
 その後、ＥＭＩＳ等からの被災情報に基づき、病院や救護所等に派遣され、病院・救護所支援、広域搬送等の対応にあたる。
 松戸市を管轄する東葛北部２次保健医療圏では、東京慈恵医大附属柏病院、市立総合医療センター、千葉西総合病院が
災害拠点病院に指定され、発災時にはいずれかが東葛北部ＤＭＡＴ活動拠点本部に指定され、県ＤＭＡＴ調整本部を経由
して派遣されるＤＭＡＴを東葛北部内で運用する。
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第三章 災害時の具体的な医療救護活動内容 ～死体検案～
死体検案・検視

災害による死亡は、警察による検視の手続きが必要になる。また、医療救護活動に携わる
医師は、その手続きを医学的側面から協力し、死体検案書等を作成する。

（１） 遺体の安置
 遺体は、遺体安置所（松戸市北山会館）に安置し、腐敗等を防ぐ手立てを講じる。
 また、救護所や避難所等において適切な場所（可能な限り安全で清潔な場所）が確保できた場合には、その場所へ一時
的に遺体を安置する。その場合、救護所や避難所等の管理者は、可能な限り、遺体の腐敗等を防ぐ手立てを講じる。
 救護所や避難所等において一時的に遺体を安置した場合には、市が定める一元管理ができる様式により、必要な遺体
情報を記録・整理して厳重に管理する。
（２） 遺体の検視
 初診時に既に死亡している者及び災害に起因する外傷や疾患が原因で診療中に死亡した者は、検視の対象になる。
※松戸警察署又は松戸東警察署に届出を行い、検視を要請→検察官又は司法警察員が出向いて検視が行われる。
（３） 遺体の洗浄
 遺体安置所（松戸市北山会館）においては、遺体識別のため、洗浄、縫合、消毒等を行う。
 なお、実施に当たっては、遺体洗浄等において生ずる廃水処理や必要に応じた設備の設置等について、関係機関と連
携し、また、必要に応じて医療従事経験者等のボランティアを活用する。
（４） 死体検案書の作成
（５） 死亡の宣告
（６） 遺体の表示
（７） 遺体の保管
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第四章 日頃の防災対策
 救護本部の事務局となる保健医療部は、災害発生時に迅速かつ円滑な対応が行えるよう、日頃から関係機関と協力し、
救護本部や救護所の環境整備に努める。
 各組織の責任において、あらかじめ救護本部や学校救護所・病院前救護所への派遣要員を指定し、必要に応じた研修
を実施する。
 また、各組織において、配置要員の連絡体制を整備する。

第五章 資料編
１．救護所の配置
２．関係機関一覧
３．ＭＣＡ無線網図
４．ＥＭＩＳ代行入力依頼書
５．救護所の割当別一覧
６．松戸市救護本部・救護所体制
７．外部支援チーム一覧

８．医療救護所等出動時の装備等チェックシート
９．学校救護所開設マニュアル
10．学校救護所が保管する災害用医療資器材一覧
11．支所が保管する災害用医療資器材一覧
12．各種様式
13．松戸市防災会議医療部会設置要綱
14．災害医療に関する各種協定書
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