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     【第１章】災害時医療のあり方       

        

第１節 ＣＳＣＡＴＴＴ（スキャット） 

 

１ 概要 

  大規模地震等の大型災害発生時には、「一人ひとりへ最良の医療を提供するこ

と（救急医療）」から、「できる限り多くの方へ最良の医療を提供すること（災

害医療）」への切替えが重要です。 

 

２ 基本原則 

  災害医療を実践するためのアプローチは、次の 7 つの基本原則に要約されます。

この原則は、大規模地震等の大型災害発生時のマネージメントの基本であり、災

害現場における各組織間の境界線を超える普遍的なものであることが確認されて

います。 

Command and Control（指揮と統制） 

Safety（安全） 

Communication（情報伝達） 

Assessment（評価） 

Triage（重症度による選別） 

Treatment（応急処置） 

Transport（病院間傷病者搬送） 

 

第２節 指揮と統制 

 

１ 概要 

  災害医療においては、7 つの基本原則のうち、Command and Control（コマン

ド アンド コントロール：指揮と統制）システムが重要です。 

 ＣＳＣＡＴＴＴ（スキャット）が全体として円滑に機能するために最優先され

るべきことは、医療指揮官への権限の確立です。 

Command（コマンド）には、各関係機関内の縦の連携である「指揮」と、横の

連携である「統制」という意味があります。特に、災害発生の急性期に迅速な医

療救護活動を行うためには、組織化された指揮命令系統を確立することが必要で、

その後の医療救護活動の円滑化につながります。 
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２ 指揮の階層 

  指揮は、次の 3段階の階層に区分し、各責任者がこれを行うものとします。 

(1) 実戦的部門（銅：ブロンズ） 

医療救護活動の現場を指揮するため、医療救護所の班長が担います。 

(2) 戦術的部門（銀：シルバー） 

被災地の医療救護活動を総合的に調整するため、本部医務班の班長（災害医

療コーディネーター）
※
が担います。 

(3) 戦略部門（金：ゴールド） 

被災地を支援するための人的・物的資源等を総合的に調整し、決定するため、

長野県災害医療本部
※
の災害医療コーディネーターが担います。 

 

（参考）指揮の階層の概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 役割等 

  指揮の各部門は、災害医療に関する意思決定と責任を持つこととなります。 

(1) 本部医務班は、班長として松本市医師会長が災害医療コーディネーターを担

い、三師会、医療機関・関係行政機関及び松本市により構成され、医療救護活

動の総合調整を行います。 

(2) 医療救護所は、各要員が参集し、傷病者に対する応急処置を行います。 

(3) 災害発生から 48 時間の対応が重要であり、各要員は、弾力的に交代勤務を

とる等、余裕を持って本部医務班や医療救護所を運営することが必要です。 

 

 本部医務班  （銀：シルバー） 

 医療救護所  （銅：ブロンズ） 

 県災害医療本部（金：ゴールド） 
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     【第２章】災害時医療の体制           

 

第１節 本マニュアルの適用 

 

  本マニュアルを適用する基準は、松本市において災害対策本部が設置された時

とします。 

なお、規模の小さい災害時にも、市長の要請により設置ができるものとします。 

 

（参考１） 松本市災害対策本部の設置の基準   

大規模な人的・物的被害が発生した時やその恐れがあるとして、

市長が認めた時。地震においては、震度 6弱以上で設置 

なお、市長が、松本市災害対策本部の本部長となります。 

（参考２） 松本市災害対策本部の災害時の活動体制 

活動 

体制 
活動開始基準 

事前 

体制 

○ 

○ 

○ 

○ 

市内に震度 3の地震が発生した時 

大雨・洪水注意報、暴風雪・大雪警報、暴風・大雨・洪水警報発表時 

火山活動に関する情報が、気象台等から提供された時 

災害が発生する恐れがある時で市長が必要と認めた時等 

警戒 

体制 

○ 

○ 

○ 

○ 

○  

市内に震度 4の地震が発生した時 

風水害による人的・物的被害の恐れがある時 

火口周辺警報（噴火警戒レベル 2～3、入山規制）発表時 

台風の接近等 

その他市長が必要と認めた時等 

非常 

体制 

○ 

○ 

 

 

 

 

○ 

 

市内に震度 5弱及び 5強の地震が発生した時 

風水害等で以下のいずれかの場合で市長が必要と認めた時 

 ・人的・物的被害の発生 

 ・避難判断水位に達した時 

 ・土砂災害警戒情報の発表時 

・重大な災害が発生する恐れがある時 

噴火警報（噴火警戒レベル 4、避難準備）または噴火警報（噴火警戒レベル 5、

避難）発表時等 
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緊急 

体制 

○ 

○ 

 

○ 

市内に震度 6弱及び 6強の地震が発生した時 

大規模な災害が発生した時。市内全域にわたり大規模な災害が発生する恐れ 

がある時等 

東海地震予知情報が出された時又は東海地震が発生した時 

全体 

体制 

○ 

○ 

市内に震度 7の地震が発生した時 

大規模な災害が発生した時で、市長が必要と認めた時 

 

第２節 組織及び役割 

 

１ 本部医務班 

  本マニュアルを適用したときは、本部医務班を設置します。 

 

 (1) 構成員 

ア 班長（災害医療コーディネーター） 

松本市医師会長 

  イ 構成団体 

松本市医師会 

松本市歯科医師会 

松本薬剤師会 

信州大学医学部附属病院 

相澤病院 

長野県松本保健福祉事務所 

松本広域消防局 

松本市 

 (2) 活動内容 

ア 災害対応病院の傷病者受入態勢、医療救護班派遣の可能性等の情報把握 

イ 医療救護所の設置・運営 

ウ 関係機関への要員派遣等の協力・応援要請 

エ 広報・情報活動 

(3) 設置場所 

   松本市役所庁舎又はまつもと市民芸術館 
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２ 指揮命令系統の体系及び関係機関、団体等の役割 

  指揮命令系統の体系を図示し、各関係機関、団体等の役割を示します。 

 

 (1) 指揮命令系統 
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(2) 関係機関、団体等の役割 

ア 長野県災害医療本部 

   医療本部長：健康福祉部長 

   設置場所：県庁内 

   要 員：下記の業務で定める事項を行うために必要な県職員、長野県医

師会長（統括災害医療コーディネーター）、統括ＤＭＡＴ、医療

本部長が指名する者 

業 務：①医療救護活動の総合調整 ②情報の収集、分析、提供 ③関

係機関に対する協力要請、待機要請、派遣要請、出動要請 ④

被災地市町村からの依頼に基づく活動 ⑤その他医療本部長が

必要と認める事項 

イ 長野県災害対策本部松本地方部衛生班（松本保健福祉事務所） 

班 長：松本保健福祉事務所長 

設置場所：松本合同庁舎 

要 員：保健福祉事務所職員 

業 務：災害情報の収集・被害情報の報告、医療・救護・保健衛生対策 

防疫、医薬品・衛生材料に係ること、毒物・劇物保管貯蔵施設

の応急対策他 

ウ 松本市医師会   

     業 務：本部医務班への全面的協力、医療救護班の派遣、病院の支援 

エ 松本市歯科医師会 

業 務：本部医務班への全面的協力、医療救護班（法歯学的活動を含む）

の派遣 

オ 松本薬剤師会 

     業 務：本部医務班への全面的協力、薬剤師班の派遣 

カ 松本広域消防局      

業 務：災害時の応急対策、被災地内における傷病者の救出・救命処置 

搬送業務 

キ 赤タグ対応病院 

     場 所：信州大学医学部附属病院、相澤病院、県立こども病院 

業 務：自施設被災状況の本部医務班への報告、搬送された傷病者のト

リアージ、トリアージによる色分けで赤タグを付された傷病者、

重症者への医療処置、自施設内での処置不可能な傷病者の域外

の災害拠点病院への搬送判断・指示、医療救護班の派遣 
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ク 黄タグ対応病院
※

 

場 所：まつもと医療センター松本病院・中信松本病院、松本協立病院 

丸の内病院、松本市立波田総合病院、安曇野赤十字病院、穂高

病院 

業 務：自施設被災状況の本部医務班への報告、受入態勢、医療救護班

派遣の可能性等の本部医務班への連絡、トリアージによる色分

けで黄タグを付された傷病者、中等症者への医療処置、特に処

置が必要な傷病者の域内搬送 

ケ 緑タグ対応病院
※

 

場 所：松本市国民健康保険会田病院、一之瀬脳神経外科病院、上條記

念病院、城西病院、藤森病院、松本中川病院、塩尻病院、桔梗

ケ原病院、塩尻協立病院、松本歯科大学病院、中村病院 

業 務：自施設被災状況の本部医務班への報告、受入態勢、医療救護班

派遣の可能性等の本部医務班への連絡、トリアージによる色分

けで緑タグを付された傷病者、軽症者への医療処置、特に処置

が必要な傷病者の域内搬送 

コ 長野県看護協会 

   業 務：医療救護所に対し、所属する看護師の派遣調整 

  サ 長野県透析基幹病院（中信地区基幹病院）
※

 

場 所：相澤病院 

業 務：災害医療圏内の各透析施設間の情報収集・伝達及び患者配分の

調整、本部医務班への情報提供、透析患者の受入れ 

  シ 透析施設 

業 務：長野県透析基幹病院への被災情報、受入態勢等の連絡、透析患

者の受入れ 

ス 医療救護所 

     責任者：救護班医師 

設置場所：市民芸術館、Ｍウイング、小児科・内科夜間急病センター、

中学校他のうちから本部医務班が指定した場所 

要 員：医師、歯科医師、薬剤師、看護師、松本市職員、その他関係機

関からの派遣要員 

業 務：一次のトリアージ、傷病者のうちの中等症者・重症者の搬送、

軽症者への応急対応 

セ 病院コーディネーター
※

 

     設置場所：災害対応病院 
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業 務：救急災害医療活動に精通した医師の配置、全体を統括する災害

医療コーディネーターとの救護活動の調整、情報収集等 

ソ 救護・要援護者班
※

 

     設置場所：各避難所 

業 務：医療救護を必要とする傷病者の本部医務班への連絡、住民への

情報提供、在宅酸素・透析患者のうち緊急を要する者（災害時

要援護者）の状況把握、本部医務班への報告 

タ 医薬品・衛生材料の備蓄事業者 

     事業者：医薬品 岡野薬品㈱・鍋林㈱ 

         衛生材料 ㈱上條器械店 

    業 務：備蓄医薬品・衛生材料の指定場所への搬送 

チ 在宅酸素取扱事業者 

     業 務：本部医務班の連絡を受け、在宅酸素機材の指定場所への搬入 

  ツ 契約搬送業者（松本地区タクシー協議会等） 

     業 務：軽症者・中等症者の災害対応病院等への搬送 

 
留意点 

１ 傷病者は、医療救護所及び災害対応病院で医療関係者が対応します。 

２ 要援護者は、市職員や町会の自主防災組織を基本とした避難所運営委員会の活動班が対応し

ます。福祉関係者と医療関係者の連携が必要です。 

３ 要援護者対策では、透析患者、在宅酸素患者、寝たきり高齢者、認知症患者、妊婦及び乳幼

児等の入所、入院及びケアが重要な課題となります。 
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第３節 長野県災害医療本部との調整事項 

 

１ 概要 

本部医務班は、様々な情報を長野県災害医療本部と共有し、調整する必要があ

ります。 

 

２ 調整事項 

(1) 本部医務班から長野県災害医療本部へ連絡する内容 

ア 松本市災害対策本部医務班の設置 

イ 松本市内の医療機関の被災の状況、傷病者の受入れの可否 

ウ 松本市の医療救護所の設置状況 

エ 重症度別の傷病者の発生状況 

オ 域外搬送が必要な傷病者一覧 

カ 医薬品・衛生材料の備蓄状況 

(2) 本部医務班が長野県災害医療本部から情報収集する内容 

ア 被災地外災害対応病院の傷病者の受入れについて 

イ 長野県及び他都道府県のＤＭＡＴの派遣の状況 

ウ ドクターヘリ、防災ヘリの稼動の状況 

エ 医療救護班派遣の要否の状況 

オ 医薬品・衛生材料の供給の状況 

(3) 要請及び協議事項 

ア 被災地内の受入医療機関の調整 

イ ドクターヘリ・その他のヘリ出動要請（赤タグ対応病院より直接要請有） 

ウ 医療救護班の派遣要請 

エ 医薬品・衛生材料の供給要請 

オ 報道対応 

 

３ 留意点 

本部医務班の連絡先 

(1) 急性期：長野県災害医療本部 

(2) 亜急性期：長野県災害医療本部、長野県松本保健福祉事務所 
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     【第３章】災害時医療の活動内容      

 

第１節 48時間以内（急性期）の部門別の活動内容 

  

１ 概要 

大規模地震等の大型災害が発生した場合、多くの人は、極度の混乱状態に陥り

やすくなります。 

  迅速に医療救護活動を行うためには、急性期に各部門が行動するべき内容を明

確に位置付けておくことが必要です。 

  特に、松本地域全体の医療を担う災害対応病院の機能を迅速かつ最大限に発揮

させるため、松本市内 23カ所に設ける医療救護所は、災害対応病院以外の地域の

病院の協力を得ながら、被災住民の第一次的な応急対応を担うものとします。 

 

２ 部門別の活動内容 

次の整理表は、部門別に急性期をさらに「数時間以内」「24時間以内」「24～48

時間」の 3段階に区分し、各部門が行動するべき内容を整理したものです。 

部門 数時間以内 24時間以内 24〜48時間 

 松本市災害対策本部医

務班 

・災害対策本部内に設置 

・県広域災害・救急医療情報システ

ムに情報提供 

・災害対応病院の傷病者の受入態勢

及び医療救護班派遣の可能性等

の情報把握 

・県災害医療本部へ状況報告 

・広報活動 

・医療救護所設置 

・医療救護班の派遣指示 

・医薬品、衛生材料の要請 

・市外関係機関・団体への要員派

遣等の協力及び応援要請 

・傷病者搬送車両の手配 

・広報、情報活動 

・被災状況により臨時医療救護所

開設の検討、開設、要員の派遣 

・避難所、医療救護所の状況把握 

・ＤＭＡＴの受入調整 

・医療従事者等の疲労予防 

・地域医療活動調整 

・医薬品、衛生材料の要請 

・広報、情報活動 

 災害医療コーディネー

ター 

（松本市医師会長） 

・災害医療コーディネーターとして

活動開始 

・会長不在の場合は副会長が代行 

・病院コーディネーターと連携

し、特定の災害対応病院への傷

病者集中を調整 

・医療救護班の支援要請 

・報道機関に地域医療機関の活動

状況を発表 

・被災者への医療活動要請 

 松本市医師会 ・災害対策本部設置 

・医師会員の被災状況把握 

・医療機関の被災状況を把握し本部

医務班へ報告 

・医療機関の被災状況を把握し本

部医務班へ報告 

同   左 

 診療所 

 （医師会員） 

・診療所の被災状況を調査後、指定

された医療救護所へ出動 

・被災程度を医師会災害対策本部へ

報告 

・出動時の装備（往診バック、ﾍﾙﾒｯ

ﾄ、防災服、筆記用具、手袋、厚

底の靴、携帯電話、身分証明書） 

・留意事項：白衣、サンダルは着用

不可 

・医療救護所への医療支援 

・地域の緑タグ対応病院へ医療支

援 

 

同   左 

 松本市歯科医師会 

（歯科医師会員） 

・災害対策本部設置 

・被災状況を調査後、指定された医

療救護所へ出動（装備は医師に準

ず。） 

・被災程度を歯科医師会災害対策本

部へ報告 

・歯科医師会員の被災状況把握 

 

・歯科医師会員の被災状況を把握

し本部医務班へ報告 

・医療救護所への歯科医療支援 

・死体検案への協力。デンタルチ

ャート（※）作成 

同   左 

 松本薬剤師会 

（薬剤師会員） 

・災害対策本部設置 

・被災状況を調査後、指定された医

療救護所へ出動（装備は医師に準

ず。） 

・薬剤師会員の被災状況を把握し

本部医務班へ報告 

・医療救護所の薬剤管理 

・松本地域の医薬品等の備蓄事業

同   左 
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部門 数時間以内 24時間以内 24〜48時間 

・被災程度を薬剤師会災害対策本部

へ報告 

・薬剤師会員の被災状況把握 

者が搬送困難な時は、第一次備

蓄拠点又は第二次備蓄拠点か

ら医薬品等を供給 

 松本広域消防局 

  

・災害情報の収集 

・本部医務班と情報交換 

・応急対策（救出、救護、救命、搬

送） 

・長野県応援隊、緊急消防援助隊の

出動要請 

・長野県応援隊、緊急消防援助隊

及び広域航空応援隊の受入れ 

 

同   左 

同   左 

長野県応援隊 

緊急消防援助隊 

・迅速出動（震度 6 強以上） 

・出動準備（震度 6 弱） 

・その他要請により出動 

・災害対策本部と災害情報の共有 

・県隊長指揮で活動 

・援助隊部隊長指揮のもと、消火、

救助、救急（域外搬送含む） 

・応援各部隊は、援助隊部隊長指

揮のもと活動継続 

 赤タグ対応病院 

 

信州大学医学部附属病院 

相澤病院 

長野県立こども病院 

 

・災害対策本部設置（病院長または

救急担当者） 

・県広域災害・救急医療情報システ

ムへ１時間以内に情報登録。詳細

を３時間以内に登録 

・傷病者発生状況と受入態勢、病院

被災状況を病院コーディネータ

ーを介して本部医務班へ報告 

・受入エリア設置 

・来院した傷病者のトリアージ及び

医療処置 

・遺体安置所設置 

・搬送された傷病者のトリアージ 

・トリアージ「赤」医療処置 

・自施設内で処置不可能な傷病者

を県内・外の災害拠点病院へ搬

送 

・ヘリポート設置 

・ＤＭＡＴ受入窓口開設 

・空床を持つ施設は、本部医務班

の調整に従って搬送された傷

病者の治療を行う。 

・搬送された傷病者のトリアージ 

・トリアージ「赤」医療処置 

・医療従事者の疲労予防 

・自施設内で処置不可能な傷病者

を県内・外の災害拠点病院へ搬

送 

・ＤＭＡＴ受入 

 黄タグ対応病院 

 

まつもと医療センター松

本病院、同中信松本病院 

松本協立病院 

丸の内病院 

松本市立波田総合病院 

安曇野赤十字病院 

穂高病院 

・災害対策本部設置（病院長または

救急担当者） 

・県広域災害・救急医療情報システ

ムへ１時間以内に情報登録。詳細

を３時間以内に登録 

・傷病者発生状況と受入態勢、病院

被災状況を病院コーディネータ

ーを介して本部医務班へ報告 

・受入エリア設置 

・来院した傷病者のトリアージ及び

医療処置 

・トリアージ「赤」は、原則赤タグ

対応病院又は域外搬送拠点へ転

送 

・医療救護班の派遣 

・トリアージ「赤」は、原則赤タ

グ対応病院又は域外搬送拠点

へ転送 

・トリアージ「黄」医療処置 

・トリアージ「緑」医療処置 

・空床を持つ施設は、本部医務班

の調整に従って搬送された傷

病者の治療を行う。 

・必要に応じて医療救護班の支援

を要請（医療スタッフ、医薬

品・医療器材等） 

・トリアージ「赤」は、原則赤タ

グ対応病院又は域外搬送拠点

へ転送 

・トリアージ「黄」医療処置 

・トリアージ「緑」医療処置 

・医療従事者の疲労予防 

・ＤＭＡＴ受入 

 緑タグ対応病院 

 

松本市国民健康保険会田

病院 

一之瀬脳神経外科病院 

上條記念病院 

城西病院 

藤森病院 

松本中川病院 

塩尻病院 

桔梗ケ原病院 

塩尻協立病院 

松本歯科大学病院 

中村病院 

・災害対策本部設置（病院長または

救急担当者） 

・県広域災害・救急医療情報システ

ムへ１時間以内に情報登録。詳細

を３時間以内に登録 

・傷病者発生状況と受入態勢、病院

被災状況を病院コーディネータ

ーを介して本部医務班へ報告 

・受入エリア設置 

・来院した傷病者のトリアージ及び

医療処置 

・トリアージ「黄」「赤」は、原則

黄及び赤タグ対応病院又は域外

搬送拠点へ転送 

・トリアージ「黄」「赤」は、原

則黄及び赤タグ対応病院又は

域外搬送拠点へ転送 

・トリアージ「緑」医療処置 

・空床を持つ施設は、本部医務班

の調整に従って紹介された傷

病者の治療を行う。 

・必要に応じて医療救護班の支援

を要請（医療スタッフ、医薬

品・医療器材等） 

・トリアージ「黄」「赤」は、原

則黄及び赤タグ対応病院又は

域外搬送拠点へ転送 

・トリアージ「緑」医療処置 

・医療従事者の疲労予防 

・ＤＭＡＴ受入 

長野県透析基幹病院・

中信地区基幹病院（相澤

病院） 

・各透析施設との連絡網を確保 

・透析施設の被災状況調査 

・被災状況を本部医務班へ報告（電

話、FAX、メール等） 

・透析患者の配分調整 

     

・各透析施設からの情報を本部医

務班、県災害医療本部に報告 

・各透析施設から収集した情報を

長野県透析医会災害対策本部

（長野県透析医会事務局）へ報

告 

・直接来院した透析患者に対応 

・透析患者の配分調整 

同   左 

 透析施設 

（人工透析装置を有す

る医療機関） 

 

 

 

・長野県透析基幹病院（相澤病院）

へ被災状況を連絡 

 

 

 

 

 

・被災した透析施設は、透析患者

に対して受入施設を決定し、受

入施設を直接受診又は連絡を

取るように指導 

・透析患者と連絡できない場合

は、避難所の救護・要援護者班

長へ状況把握を依頼 

・災害情報の収集 

・被災状況の報告 

 同   左 
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部門 数時間以内 24時間以内 24〜48時間 

長野県災害対策本部松

本地方部衛生班 

 (松本保健福祉事務所) 

・災害情報の収集 

・本部医務班と情報交換 

 

 

・災害情報の収集 

・本部医務班と情報交換 

・医療・救護・保健衛生対策 

同   左 

 医療救護所 

 

 

 

 

・医師、歯科医師、薬剤師等要員の

集合 

・施設管理者と連携し開設準備 

・本部医務班の指示に従い医療救護

班長の指揮下で医療救護活動 

・被災住民のトリアージ 

・中等症者を黄タグ対応病院へ、重

症者を赤タグ対応病院へ搬送 

・軽症者への応急対応 

・本部医務班の指示に従い救護活

動 

・被災住民のトリアージ 

・中等症者を黄タグ対応病院へ、

重症者を赤タグ対応病院へ搬

送 

・軽症者への応急対応 

 

同   左 

 病院コーディネーター 

(救急災害医療活動に精

通した医師を配置し、全

体を統括する本部医務班

と救護活動調整や情報収

集を行う。) 

 

 

・自病院及び周囲の医療機関からの

情報を集約し、本部医務班へ報告 

・情報連絡網確保 

・地域の被災情報把握 

・傷病者の来院状況（数、重症度）

把握 

・救急担当医師が病院コーディネー

ターを兹務する場合は、コーディ

ネーターの業務を優先し、拠点病

院等としての業務は第２の医師

が行う。 

・コーディネート作業を優先 

・入院患者のトリアージ 

（可能ならば） 

・来院した傷病者のトリアージ 

（可能ならば） 

・各病院の空床や傷病者の受入可

能状況を本部医務班へ報告 

・不足物品等を本部医務班へ要請 

・コーディネート作業を優先 

・各病院の空床や傷病者の受入可

能状況を本部医務班へ報告 

・不足物品等を本部医務班へ要請 

・スタッフの疲労等を考慮し、必

要に応じて、本部医務班へ医療

支援を要請 

 

 医療救護所に係る施設

管理者 

避難所担当職員 

・避難所、医療救護所関係施設の安

全を確認し、開設 

・避難所運営委員会（※）立上げ

の準備 

 

（自主防災組織要援護者

班）（避難所運営委員会） 

救護・要援護者班 

（自主防災組織を基本と

した避難所運営委員会の

活動班） 

  

・予め把握してある災害時要援護者

の内、特に在宅酸素患者や透析患

者への医療支援要請を集約し、本

部医務班や医療救護所へ報告 

（自主防災組織を基本とした避難

所運営委員会救護要援護者班が

立ち上がるまでは、各自主防災組

織要援護者班） 

次の事項について、必要に応じ

て本部医務班や医療救護所の係

員と連携して対応する。 

・医療救護所との連絡、近隣の医

療機関の状況把握 

・医務室の設置、応急手当 

・避難所内の疾病者の把握 

・要援護者用相談窓口の設置 

・要援護者の避難状況や未確認者

の確認 

・避難所内外における要援護者の

状況・要望の把握 

・要援護者への確実な情報伝達、

支援物資の提供、要援護者に配

慮した福祉避難室の提供 

・避難所で活動する保健師、看護

師、ボランティア等との連携 

（出典：防災活動の手引き） 

 同   左 

医薬品及び衛生材料備

蓄事業者 

 ・本部医務班から、直接、備蓄事

業者又は長野県医薬品卸協同

組合及び長野県医科器械販売

業協会への要請により、備蓄医

薬品等を指定場所へ搬入 

 

同   左 

 在宅酸素取扱事業者 

 

 ・受持ち患者の在宅酸素発生器の

稼動状況をチェックし、速やか

に在宅酸素機材を患者の自宅

や避難時の指定場所へ搬入 

同   左 

 契約搬送業者  ・本部医務班からの要請を受け、

軽症者及び中等症者を災害対

応病院へ搬送 

同   左 
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第２節 本部医務班の活動内容 

 

１ 概要 

  本部医務班は、災害対策本部長の要請のもと、医療救護活動の総合調整を行い

ます。 

 

２ 設置場所等 

(1) 設置場所 

   松本市役所庁舎又はまつもと市民芸術館 

(2) 備品等 

  医療救護活動の総合調整に必要な備品として、情報活動のための通信機器、

情報整理のための用具（ホワイトボード、記録用紙、地図等）、夜間や停電時の

対応のための照明（懐中電灯等）等を整備するものとします。 

 

３ 手順等 

松本市災害対策本部の設置の基準に合致した場合には、本部医務班の各要員は、

設置場所に参集し、市職員と連携して、本部医務班を設置し、災害対策本部長の

要請を受け、活動することとします。 

 

４ 活動事項 

(1) 三師会、医療関係機関等の被害状況の把握と整理 

(2) 災害対応病院の傷病者受入態勢、医療救護班派遣の可能性等の情報把握 

(3) 医療救護所の設置・運営 

(4) 災害対応病院、医療救護所の傷病者状況の把握、搬送手段、搬送先の調整 

(5) 医薬品・衛生材料の流通状況、補充調整 

(6) 関係機関への要員派遣等の協力・応援要請 

(7) 広報・情報活動 

(8) 県災害医療本部との情報共有及び調整 

(9) その他関係機関・団体等との医療救護活動の総合調整に必要な事項 

 

５ 留意事項 

  本部医務班及び医療救護所等の医療従事者が余裕を持って医療救護活動に従事

することができるよう、休憩、食事、交代勤務等疲労予防策について松本市災害

対策本部と連携をとって対応することとします。 
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第３節 医療救護所の活動内容 

 

１ 概要 

医療救護所は、災害発生から数時間以内に、あらかじめ指定した次の場所に設

置し、被災住民のトリアージと応急処置及び傷病者の搬送等円滑な医療救護活動

を行うための拠点として位置付け、本部医務班の指示に従い、医療救護班長の指

揮下で医療救護活動を実施します。 

 

２ 設置場所 

まつもと市民芸術館 

松本市中央公民館（Ｍウイング） 

松本市小児科・内科夜間急病センター 

松本市庄内地区公民館（ゆめひろば庄内） 

松本市立中学校（清水、旭町、鎌田、信明、松島、高綱、菅野、筑摩野、明善、

山辺、女鳥羽、梓川、波田、安曇）14カ所 

松本市立小学校（田川、今井、中山）3カ所 

松本市国民健康保険会田病院 

松本市国民健康保険奈川診療所 

 

３ 手順等 

(1) 松本市災害対策本部の設置の基準に合致した場合には、医療救護所の各要員

は、あらかじめ割り当ててある医療救護所の設置場所に参集し、施設管理者と

連携して、医療救護所を開設マニュアル
※
に基づき設置し、防災無線等により

本部医務班の指示を受け、活動することとします。 

  なお、松本市国民健康保険会田病院、松本市立安曇小・中学校及び松本市国

民健康保険奈川診療所に係る医療救護所の追加要員については、状況に応じて

本部医務班の指示により派遣するものとします。 

(2) (1)以外の場合においても、本部医務班からの指示により、必要な場所に医療

救護所を設置し、活動することとします。 

(3) 本部医務班は、被災情報を収集し、被害の大きな場所に臨時に医療救護所を

設置し、また、交代要員、応援等が必要な医療救護所等に医療救護班を派遣し

ます。 

(4) 本部医務班は、各診療所所属の看護師及び長野県看護協会所属の看護師の派

遣を調整することとします。 

(5) 医療救護所は、避難住民が存在する限り、継続して設置することを基本とし

ますが、地区内における診療所等の半数以上が機能を回復したところで、本部
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医務班が規模の縮小等を検討することとします。 

 
４ 活動事項、役割分担等 
 (1) 活動事項 

ア 被災住民のトリアージ 

イ 重症者を赤タグ対応病院へ、中等症者を黄タグ対応病院へ搬送 

ウ 軽症者への応急対応（備付の救護ボックス
※
の医薬品等により応急処置。

緑タグ対応病院へ搬送） 

エ 医薬品・衛生材料の需給状況を医薬品・医療用具注文・受払書
※
により管

理 

オ 医療施設の被害状況を収集し、三師会を経由して本部医務班への伝達 

  カ 災害時要援護者のスクリーニング
※
 

  キ 診療記録（災害時診療録
※
、診療日誌、業務日誌、傷病者一覧）の作成 

ク 遺体発生状況に応じて死体検視及び死体検案書の作成 等 

 (2) 役割分担 

役割内容 担当 

医療救護所の開設、運営等 松本市職員等 

トリアージ、重症者・中等症者の赤及び黄タグ対応病

院への搬送指示等 

医師 

軽症者への応急対応等 医師・歯科医師・薬剤師 

看護師・保健師等 

本部医務班との連絡調整等 内容に応じて担当 

医薬品・衛生材料の管理、要請等 

医療ボランティアの要請・調整等 松本市職員等 

搬送の調整等 

 

第４節 災害対応病院の活動内容 

 

１ 概要 

災害発生とともに被災地の病院では、多数の傷病者を収容することが求められ

ます。 

各病院では、トリアージによる色分けに応じて、傷病者の重症度（赤：重症、

黄：中等症、緑：軽症）等に応じた役割分担を明確にしておくとともに、次の点

に留意して対応することが必要です。 

 (1) 来院した傷病者は、断らないこととします。 

 (2) 傷病者の重症度に応じ、各病院の責任で転院等の搬送を行うこととします。 

 (3) 被災地内では、大手術や大量輸血、透析は、極力行わないこととします。 
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(4) 収容している傷病者数等を表示することとします。 

 

２ 災害対応病院の種別 

  被災地で傷病者に対応する病院を災害対応病院とし、次の種別で役割を分担し

ます。 

(1) 赤タグ対応病院 

 信州大学医学部附属病院、相澤病院、長野県立こども病院 

(2) 黄タグ対応病院 

まつもと医療センター松本病院、同中信松本病院、松本協立病院 

丸の内病院、松本市立波田総合病院、安曇野赤十字病院、穂高病院 

(3) 緑タグ対応病院 

松本市国民健康保険会田病院、一之瀬脳神経外科病院、上條記念病院 

城西病院、藤森病院、松本中川病院、塩尻病院、桔梗ケ原病院 

塩尻協立病院、松本歯科大学病院、中村病院 

 

３ 各タグ対応病院の活動内容 

 (1) 赤タグ対応病院 

トリアージによる色分けで赤タグを付された重症の傷病者に対応する病院を

いいます。 

災害の発生時から時間を追って主な活動内容を示します。 

  ア 災害対策本部の設置（病院長又は救急担当者が中心となり対応） 

  イ 1時間以内に県広域災害・救急医療情報システム
※
へ情報を登録 

ウ 3時間以内に同システムへ詳細情報を登録 

エ 速やかに、次の点について、病院コーディネーターから本部医務班へ報告 

(ｱ) 傷病者発生状況及び受入態勢 

(ｲ) 病院の被災状況 

(ｳ) その他必要事項 

オ 来院した傷病者へのトリアージを開始 

カ 来院した傷病者全てに対する医療処置。特にトリアージによる赤タグを付

された傷病者への医療処置 

キ 医療処置不可能な傷病者は、生命維持処置の後、可及的速やかに域外の災

害拠点病院へ医療搬送 

ク ヘリポートの設置 

ケ 医療従事者の疲労予防対策 等 

コ 留意事項 
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信州大学医学部附属病院は、災害拠点病院として次の対応を行います。 

(ｱ) ＤＭＡＴ及び他の医療支援チームの受入窓口設置及び受入 

(ｲ) ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置 

(ｳ) 本部医務班から、傷病者が集中している地域、医療救護所及び災害対応

病院の情報を取得し、ＤＭＡＴに対し病院支援や現場活動を要請 

(2) 黄タグ対応病院 

トリアージによる色分けで黄タグを付された中等症の傷病者に対応する病院

をいいます。 

災害の発生時から時間を追って主な活動内容を示します。 

  ア 災害対策本部の設置（病院長又は救急担当者が中心となり対応） 

  イ 1時間以内に県広域災害・救急医療情報システムへ情報を登録 

ウ 3時間以内に同システムへ詳細情報を登録 

エ 速やかに、次の点について、病院コーディネーターから本部医務班へ報告 

(ｱ) 傷病者発生状況及び受入態勢 

(ｲ) 病院の被災状況 

(ｳ) その他必要事項 

オ 来院した傷病者へのトリアージを開始 

カ 来院した黄タグ及び緑タグを付された傷病者全てに対する医療処置。特に

黄タグを付された傷病者への医療処置 

キ 赤タグを付された傷病者は、原則として赤タグ対応病院又は域外搬送拠点
※
へ転送 

ク 医療救護所で応急対応困難な軽症者（緑タグを付された傷病者）への医療

処置 

ケ 医療従事者の疲労予防対策 等 

(3) 緑タグ対応病院 

トリアージによる色分けで緑タグを付された軽症の傷病者に対応する病院を

いいます。 

災害の発生時から時間を追って主な活動内容を示します。 

  ア 災害対策本部の設置（病院長又は救急担当者が中心となり対応） 

  イ 1時間以内に県広域災害・救急医療情報システムへ情報を登録 

ウ 3時間以内に同システムへ詳細情報を登録 

エ 速やかに、次の点について、病院コーディネーターから本部医務班へ報告 

(ｱ) 傷病者発生状況及び受入態勢 

(ｲ) 病院の被災状況 

(ｳ) その他必要事項 
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オ 来院した傷病者へのトリアージを開始 

カ 来院した緑タグを付された傷病者全てに対する医療処置。また、一部の黄

タグを付された傷病者への医療処置 

キ 黄タグ及び赤タグを付された傷病者は、原則として黄タグ、赤タグ対応病

院又は域外搬送拠点へ転送 

ク 医療救護所で応急対応困難な軽症者（緑タグを付された傷病者）への医療

処置 

ケ 医療従事者の疲労予防対策 等 

 

４ 活動指針 

 (1) 病院における活動の原則 

病院における医療救護活動の原則は、ＣＳＣＡＴＴＴとし、次に示す 7 つの

基本原則を常に念頭に置くこととします。 

            ＣＳＣＡＴＴＴ（スキャット）による７つの原則  

 Ｃｏｍｍａｎｄ   指揮と統制 

   ａｎｄ Ｃｏｎｔｒｏｌ  １ 体系の確立 

２ 徹底 

 Ｓａｆｅｔｙ   安全確保 

１ スタッフの安全確認を優先 

２ 病院内に危険物が持ち込まれていないかを確認 

３ 生存者の安全を確認 

 Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ  情報伝達 

１ 災害現場と病院 

２ 病院の内部 

（職員の招集、管理体制、サービスの連携） 

 Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ    評価 

１ 傷病者の数及び重症度の状況を把握 

２ 自院にある医療資源での対応可能性を継続評価し、 

収容可能な傷病者数等を設定 

 Ｔｒｉａｇｅ      トリアージ 

１ 傷病者を治療優先度別に振り分ける。 

２ 変化を見極めるために全ての段階で繰り返し行う。 

 Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ      治療 

１ できるだけ多くの傷病者に対応 

２ 最良の医療を提供 

 Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ       搬送 

１ トリアージの優先順位 

２ 安全に搬送出来るか 

３ 搬送先の決定 

(2) 初期対応フローチャート 

各病院は、あらかじめ定めておく災害対策マニュアルに沿って行動すること

ととします。 

参考として災害発生時の病院対応フローチャート及び一般的な活動指針を示

します。 
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災害発生時の病院対応フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 活動の実際 

ア 院内災害対策本部の設置 

院内災害対策本部は、病院長を指揮命令権者とし、病院長の到着までは、

上級医又は当直医が責任者となるものとします。 

また、院内災害対策本部は、傷病者に対するトリアージの対応や、外部と

の情報授受の対応等が容易にできる病院入口に設置するものとします。 

参考として院内災害対策本部の組織を例示します。 

院内災害対策本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリアージ 

治 療 

入 院 外来のみ 転 院 

食事供給 

避 難 

院内災害対策本部が行う内容 

・非常召集 

・外部連絡 

・情報収集 

・ライフラインチェック 

・建物施設チェック 

・被害状況まとめ 

・情報発信（院内および院外） 

病院各部署が行う内容 

・患者、職員安全確認 

・被害状況報告 

・避難準備 

・二次火災予防 

軽症者退院 
〈外来受付け開始〉 

ライフライン途絶時の 

供給体制開始 

災害発生 

院内災害対策本部設置 

被害状況のまとめ 

避難か医療継続かの判断 

外 来 

医療継続 

病 棟 

院内災害対策本部 

本部長＝院長 

（代行：上級医、当直医） 

｜ 

病院コーディネーター 

各班責任者 

安全担当者 

情報責任者 

事務班 診療班 

（外来担当） 

診療班 

（入院患者管理） 
看護班 検査班 医薬品班 搬送班 給食班 
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 院内災害対策本部での必要備品 

□ 緊急連絡先一覧表 

□ 備品、什器類 

□ トリアージタグ等医療救護活動に要する関係書類 

□ 周辺地図 

□ 災害時医療救護活動マニュアル 

イ 休診・災害時医療体制への移行 

外来診療時間中に災害が発生した場合は、外来患者の安全を確認し、緊急

を要する外来患者や傷病者を除き、休診処置をとります。ついで、緊急に来

院する患者に備える医療体制を確保します。 

  参考として災害レベル別の医療体制を例示します。 

災害レベル別の医療体制 

災害レベル 内容等 

０  病院内の救急部門で対応可能なレベル 

１  救急部門の対応能力を超えて、災害対策本部の設置が必要なレベル 

２  多くの関連職員の対応を要するレベル 

３Ａ 直下型地震､院内災害（火災等）により病院本体の機能が制限されているレ

ベル（３段階） ３Ｂ 

３Ｃ 

 

災害 

レベル※ 

災害対策 

本部設置 

新設部門 

設置 
対応場所 医療体制 傷病者受入れルート 職員招集 

  ０ なし なし 救急外来 通常 通常 通常 

  １ あり なし 救急外来 通常 通常 必要に応じて 

  ２ あり 

あり 

（必要に 

 応じて） 

救急外来 

外来 

ホール 

一般外来 

予定手術中止 
通常 

必要に応じて 

（多数） 

３A あり あり 

救急外来 

外来 

ホール 

救護所 

一般外来 

予定手術中止 

救急車＝救急口 

搬送＝状況による 

独歩＝正面玄関 

全員 

３B あり あり 可能な場所 
一般外来 

予定手術中止 
状況による 全員 

３C あり あり 診療不能 
一般外来 

予定手術中止 
 全員 

※ 一定規模以上の災害に対する医療救護活動は、平時の際の救急医療活動とは、明確に 

区別することとします。 

※ 災害対策本部の設置基準を例示すると次のとおりです。 

  ① 救急患者が多数で、救急部門の医師を全員招集しても対応が困難である場合 

  ② 同一地域内で震度5強以上又は他地域で震度6弱以上の地震が発生した場合 
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  ③ 医療チームの現地派遣が必要と判断された場合 

ウ 職員等の参集 

□ 医師、看護師、検査技師、事務職員、給食職員等の参集連絡の開始 

□ 委託関連業者の参集の呼びかけ。 

エ 患者の安全確認 

□ 安全確認と応急処置 

（職員が分担し、入院患者の安全確認を行い、必要な処置を実施します。） 

□ 情報伝達 

（被害状況を迅速に全館放送でアナウンスし、動揺を最小限に留める。） 

□ 傷病者避難 

（建物の倒壊や火災の発生の場合は、あらかじめ定められた防災計画に基づき患者を安全な場所 

に避難させる。） 

オ 職員・家族の安全確認 

□ 緊急連絡網による参集 

（勤務時間外に災害が発生した場合は、緊急連絡網により連絡し、家族の安全確認後にできるだ

け早く参集し、勤務に就くことを指示する。） 

□ 在勤職員の状態把握 

（在勤職員の受傷状態を確認し、勤務可能な人員を職種別に把握する。） 

カ  建物・施設の点検 

□ 建物及びライフラインの被害状況確認 

□ 建物本体 

□ 電気 

□ 自家発電装置 

□ 給排水 

□ 燃料 

□ ボイラー 

□ 放射線関連設備 

□ 通信手段（電話、防災無線） 

□ メンテナンス業者への連絡：損傷が発見された場合は、直ちにメンテナンス業者へ連絡し

復旧に努める。 

□ 応急処置 

□ 診療設備の使用可能状況確認 

□ 診察室 

□ 病室 

□ 手術室 

□ ICU 

□ 検査室 

□ 医療機器の使用可能状況確認 

□ CT 

□ X 線検査機器 

□ 医薬品・医療資材 

□ 医薬品の在庫、使用可能量の確認 

□ 医療資材の在庫 

□ 不足がある場合は、病院の契約事業者又は本部医務班へ供給要請 

キ 診療可否決定 
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□ 避難か医療継続かの判断 

□ 診療の可否 

□ 受入可能な傷病者数、診療科目 

□ 医療救護班の派遣可能の有無 

□ 医療救護班の受入要請の有無 

ク 被害情報の収集・伝達及び状況報告・要請事項 

□ 病院周辺地域の被害状況の把握 

□ 当該地域の被災情報収集 

□ 傷病者の来院状況 

□ 転院先病院の状況確認 

□ 周辺道路が通行可能か否かの確認 

□ 情報収集・伝達手段の確認 

□ 関係行政機関への確実な連絡手段の確保 

□ 関係機関からの問い合わせへの対応 

□ 本部医務班への報告・要請 

□ 診療可能状況、ライフライン被害状況について自主的に報告 

□ 必要物品、転院搬送などの応援要請 

□ 電話回線が混乱している場合は、防災無線や衛星携帯電話等により、松本市医師会災害対

策本部を通じて伝達する等、本部医務班への報告が途絶することがないよう工夫 

□ 透析患者等の専門医療機関への避難・転院搬送要請 

ケ 院内での傷病者対応 

   □ 入院患者や職員の傷病者に対し、必要に応じトリアージ、応急処置 

 (4) 多数傷病者来院への対応 

ア 受入エリアの設置等 

傷病者が最初のトリアージを受け、救急処置を受けるためのエリアです。 

このエリアは、早ければ 10～15 分で自力で傷病者が来院し始め、30 分を

過ぎると中等症者や重症者も搬送される等、災害発生から時間の経過ととも

に増加する傷病者に対応するため、病院前に開設し、軽症者や家族が院内に

入り込み、混乱しないよう配慮することが必要です。 

また、多くの傷病者に対応するため、隣接する場所に拡大できるように設

けます。 

    次の点に留意することとします。 

(ｱ) 準備行為は、院長、看護部長、事務長、病院コーディネーター等が責任

をもって対応することとします。 

(ｲ) 災害による傷病者以外の病院内の患者の安全確保に配慮することとしま

す。 

(ｳ) 受入エリアの配置では、傷病者の流れを一方通行とすることとします。 

(ｴ) （仮称）災害時病院調整チームを発足し、病院全体として、諸調整に当

たることとします。 
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(ｵ) 適時に傷病者へ対応できる能力を客観的に評価するとともに、担当スタ

ッフの追加等による対応可能な病床数等を把握することとします。 

なお、準備段階における役割分担を例示すると次のとおりです。 

区 分 医師（病院長） 看護部長 事務長 

職員配置水準の評価 ○ ○ ○ 

医療業務量の評価 ○ ○  

受入エリアの準備 ○ ○ ○ 

診療エリアの準備  ○  

追加スタッフの招集 ○ ○ ○ 

診療エリア以外の準備＊   ○ 

＊ 例えば、会議室を記者会見場へ、運動療法室を遺体安置所へ等の準備 

イ 治療前の調整 

(ｱ) 病院長、上級医、当直医、病院コーディネーター等は、急性期の医療活

動の内容を全体調整します。 

   (ｲ) 全ての傷病者は、設定した受入エリアから収容します。 

    (ｳ) 傷病者に対してトリアージを行い、トリアージタグを付けます。 

   (ｴ) その後、傷病者を診療エリアへ誘導し、又は他へ搬送します。 

ウ 治療 

(ｱ) 治療に当たるチームリーダーを決定します。 

なお、チームリーダーは、診療には直接参加しないものとします。 

   (ｲ) 医師及び看護師で構成する治療チームを編成します。 

   (ｳ) 治療チームは、受入エリア及び診療エリアにおいて治療を開始します。 

   (ｴ) その他に次の点に留意することとします。 

ａ 各エリアに事務員を配置し、傷病者ごとにトリアージによって発行さ

れた番号が付されている記録用紙を用いて、傷病者情報を傷病者一覧に

記載します。 

ｂ チームリーダーは、発行された番号と傷病者の情報を照合し、番号に

欠落があったときは、積極的に追跡し、番号ごとの傷病者の状況を把握

することとします。 

エ 退院・帰宅エリア 

多くの傷病者は、応急的な治療を受けた後、帰宅等をするものと考えられ

ますが、次の点に留意することとします。 

(ｱ) 帰宅後に配慮が必要な傷病者については、病院連絡先の電話番号を記載

したカードを渡し、緊急時には、連絡するように伝えます。 

(ｲ) 帰宅等の前に、傷病者の気持ちを落ち着かせるため、経験豊富な看護師
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や病院管理者を配置した特定のエリアを設ける等、傷病者の気持ちの安定

を図りながら退院させることが大切です。 

オ 傷病者名の公表 

    各病院は、傷病者の家族や報道機関の問合せに対して、入院患者及び死亡

者の氏名・年齢等を公表するとともに、本部医務班に逐次報告することとし

ます。 

 

第５節 情報収集、発信等  

 

１ 概要 

本部医務班は、被害状況等の情報収集を行い、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ものとします。 

   

２ 通信手段等 

災害発生時の通信手段は、次のとおりとします。 

(1) 第 1順位  

松本市防災行政無線（四賀、安曇及び奈川地区は、松本市衛星携帯電話） 

(2) 第 2順位 

電話、携帯電話 

 

３ 救急医療情報システム 

  災害対応病院は、長野県広域災害・救急医療情報システムに対し、平時から病

院情報の登録を行うものとします。 

また、厚生労働省の広域災害救急医療情報システム
※
（ＥＭＩS：Emergency 

Medical Information System）も活用するものとします。 

 

第６節 傷病者の搬送等 

 

１ 概要 

  多くの傷病者を一刻も早く災害対応病院や医療救護所へ搬送する必要がありま

す。交通手段が混乱状態にある中、災害対応病院や災害現場では、本部医務班等

と連携して、臨機応変に対応可能な搬送手段を確保し、傷病者の搬送に当たるこ

ととします。 

 

 

 



第３章 災害時医療の活動内容 

 33 

２ 手順等 

(1) 場面ごとに、想定される搬送手段を例示します。 

搬送場所 搬送手段 

自宅等   ⇒ 医療救護所 徒歩、自主防災組織の救出・救護班 

医療救護所 ⇒ 緑タグ対応病院 徒歩、自家用車、契約搬送業者の車両 

医療救護所 ⇒ 黄タグ対応病院 自家用車、契約搬送業者の車両、広域消防局・

長野県応援隊・緊急消防援助隊救急車 

医療救護所 ⇒ 赤タグ対応病院 広域消防局・長野県応援隊・緊急消防援助隊救

急車 

医療救護所 ⇒ 病院以外の収容施設 自家用車、収容施設の車両 

災害対応病院間 広域消防局・長野県応援隊・緊急消防援助隊救

急車、病院救急車両 

被災地災害対応病院 ⇒ 域外災害拠点病院 広域消防局・長野県応援隊・緊急消防援助隊救

急車、ヘリコプター 

(2) 病院救急車両は、病院の判断で使用することとします。 

(3) 契約搬送業者の車両は、本部医務班を通じて要請することとします。 

（4）搬送手段は、臨機応変に対応することとします。 

 

３ ヘリコプターの活用 

  赤タグ対応病院や災害現場において、医療処置が不可能な傷病者は、生命維持

処置の後、速やかに域外の災害拠点病院へ搬送する必要があります。 

  その際、必要に応じて、災害対策本部や県災害医療本部と連携し、長野県ヘリ

コプター運用計画や長野県への他県等からの応援計画等に基づき、ヘリコプター

により搬送することとします。 

 

第７節 医薬品・衛生材料の搬送等 

 

１ 概要 

医薬品・衛生材料は、多くの傷病者が生ずる急性期の対応に欠かせないもので

あり、医療救護所や災害対応病院への迅速な搬送体制の確立が求められます。 

 

２ 手順等 

(1) 本部医務班は、医療救護所や災害対応病院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、医薬品等の備蓄事業者である岡野薬品株式会社、

鍋林株式会社及び医薬品等備蓄事業委託業者（4 社）並びに株式会社上條器械
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店へ、医薬品・衛生材料を搬送するよう要請します。 

(2) 備蓄事業者が搬送困難な時は、松本薬剤師会が指定した県薬会営薬局、ほん

じょう薬局及び会営村井薬局を第一次備蓄拠点とし、医薬品等の供給を要請し

ます。 

また、医療救護所に出動している薬剤師が所属する各薬局を第二次備蓄拠点

とし、被災地域の状況に応じて、医薬品等の供給を要請します。 

(3) 本部医務班は、上記(1)及び(2)の対応が困難な時は、長野県が規定する災害

用医薬品等備蓄事業実施要綱
※
に基づき、県災害医療本部又は長野県医薬品卸

協同組合
※
及び長野県医療機器販売業協会

※
へ、医薬品等の供給を要請します。 

(4) 各備蓄事業者は、速やかに災害対策本部を立ち上げ、本部医務班と連携して

指定された搬送拠点又は災害対応病院へ、迅速に医薬品等の搬送を行うものと

します。 

(5) 大規模地震等の大型災害の発生時には、各備蓄事業者との情報連絡体制を確

保するために衛星携帯電話等の通信機器を利用します。 

 

３ 搬送の拠点 

備蓄事業者が医薬品等を搬送する拠点は、次のとおりとします。 

 なお、災害の発生状況に応じて、下記以外でも、適宜、本部医務班が搬送先を

指定することとします。 

(1) 松本市役所 

(2) 旭町中学校医療救護所 

(3) 筑摩野中学校医療救護所 

(4) 波田中学校医療救護所 

 

４ 医療救護所における薬剤師の分担等 

  医療救護所において下記事項については、担当する薬剤師の役割分担とします。 

(1) 医薬品等の把握 

 (2) 不足している医薬品等の供給を本部医務班に要請 

(3) 搬入された医薬品等の引受け等 

  （参考１） 備蓄の概要 

       １ 備蓄内容 

(1) 現物備蓄（急性期に対応できる量の医薬品等） 

(2) 流通備蓄（災害発生から 72 時間以降に、流通在庫から供給される医薬品等） 

       ２ 備蓄場所（長野県が指定する松本地域の医薬品等備蓄場所） 

        (1) 岡野薬品㈱（医薬品） 
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        (2) 鍋林㈱（医薬品） 

        (3) ㈱上條器械店（衛生材料） 

       ３ 災害用医薬品備蓄品目一覧（第 6章資料編参照） 

  （参考２） 調達ルート 

長野県が定める原則的な調達ルートは、下記のとおりですが、本部医務班から

直接、長野県医薬品卸協同組合・長野県医療機器販売業協会に要請することが可

能です。 

          本部医務班→県災害医療本部→長野県医薬品卸協同組合・長野県医療機器販売

業協会→医薬品等備蓄事業者→指定場所 

 

第８節 透析患者・在宅酸素患者への対応 

 

１ 概要 

  透析患者及び在宅酸素患者への対応については、医療サービスの提供が滞るこ

とのないよう留意することが特に重要です。 

 

２ 透析患者への対応 

(1) 情報提供 

ア 各透析施設は、長野県透析基幹病院（中信地区基幹病院を兹ねる。）（以下

「県透析基幹病院」という。）である相澤病院へ、被害状況や受入態勢等の連

絡を行います。 

イ 県透析基幹病院は、各透析施設からの情報を本部医務班及び県災害医療本

部へ連絡します。 

(2) 透析患者の配分調整 

ア 県透析基幹病院は、各透析施設から収集した情報を速やかに長野県透析医

会災害対策本部（長野県透析医会事務局）へ連絡します。 

イ 県透析基幹病院は、連絡された情報をもとに、二次医療圏の各透析施設で

分担する透析患者の配分調整を行い、必要に応じて、他地区の透析施設や県

災害医療本部と連絡調整を行います。 

(3) 透析患者への連絡 

ア 被災した透析施設は、継続中の透析患者に対して、他の受入施設を決定し、

同患者に対し、直接受診するか、電話で先方に連絡するよう指導します。 

イ 被災した透析施設と連絡が取れない継続中の透析患者には、他の受入施設

について、県透析基幹病院へ問い合わせるように指導します。 

ウ 透析患者と連絡できない場合、災害時等要援護者登録制度
※
により登録さ

れている透析患者は、その支援者や避難所の救護・要援護者班長へ状況把握

を依頼します。 
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透析患者に対する対応のフロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 在宅酸素患者への対応 

(1) 在宅酸素取扱事業者は、災害発生時、受持ち患者の在宅酸素発生器の稼動状

況をチェックし、速やかに在宅酸素機材を患者の自宅や避難時の指定場所に搬

入します。 

(2) 本部医務班は、自宅や避難所で生活することが困難な患者に対し、入院等の

対応について災害対応病院と調整します。 

(3) 在宅酸素患者が災害時に安全に移動できるよう、必要な医療情報を所持する

システムを今後検討します。 

 

第９節 災害時要援護者の支援 

  

１ 概要 

大規模地震等の大型災害に際しては、災害時要援護者（以下「要援護者」とい

う。）の支援が重要です。また、地域住民の協力なしには、要援護者の支援は、進

みません。国は、過去の災害における高齢者、障がい者等の要援護者支援が充分

でなかった反省をもとに、2006年（平成 18 年）3月災害時要援護者の避難支援ガ

イドライン
※
を策定しました。 

そこで、松本市においても、2008年（平成 20年）、国に準じて災害時要援護者

 

本部医務班 

（災害医療コーディネーター） 

 

県透析基幹病院 

（相澤病院） 

 

県災害医療本部 

（受入施設調整） 

 

透析施設 

（被災施設） 

 

透析施設 

（受入施設） 

透析患者 

患者名簿 

患者名簿 

受入施設を確認 受入施設を確認 
受診 
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支援プラン
※
 (ガイドライン)を策定するとともに、2010 年（平成 22 年）には、

その具体化を示すマニュアルを作成し、要援護者支援の取組みを進めています。 

また、町会を単位とした自主防災組織の活動を強化するとともに、災害時等要

援護者登録制度を創設し、平常時からの要援護者の状況把握と対応の確認や、災

害時における避難支援・医療救護活動との連携を進めています。 

（参考１） 地域防災計画における要援護者の定義 

災害が発生した場合に、安全な場所への避難や避難生活に困難が

生じ、周囲から手助けを必要とする者（高齢者、障がい者、児童、

傷病者、外国人、乳幼児、妊産婦等） 

  （参考２） 要援護者の安否確認 

大規模災害では、発災後、速やかに要援護者の安否確認を行い、

県、国へ報告する必要があり、そのために安否確認体制の整備を進

めています。 

  （参考３） 災害時要援護者支援プランにおける安否確認が必要な要援護者の範囲 

区分 種別 程度 備考 

最優先要援護者 重度心身障がい者 身体障害者手帳１・２級 

療育手帳 A１判定 

精神障害者福祉手帳１級 

 

高齢者 要介護３～５の在宅高齢者 要介護認定者情報 

難病患者、乳幼児を抱えた親、妊婦、外国人、認知症、一人暮らし高齢者 
災害時等要援護者

登録制度登録者 

（参考４） 自主防災組織（出典：防災活動の手引き） 

        災害発生時に、地域住民の生命・身体・財産を守り、災害の被害

を最小限にくい止めるため、住民相互の合意に基づき、住民自らが

自主的に結成する組織です。 

 

２ 要援護者に対する医療支援 

(1) 平常時の支援方法 

ア 災害時等要援護者登録リスト等の整備（特に、在宅酸素患者及び透析患者） 

イ 要援護者への支援を優先するという意識の醸成 

ウ 要援護者に対する災害を想定した日常の支援体制づくりと災害時の救出及

び救護体制の確立（自主防災組織） 

エ 要援護者支援の責任者として、自主防災組織を基本とした避難所運営委員

会の活動班である救護・要援護者班の活動体制の強化 

(2) 急性期の支援方法 
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ア 自主防災組織における救出・救助 

イ 自主防災組織における安否確認の実施（町会一時集合場所又は指定避難所

等） 

(ｱ) 傷害ありの場合は、医療救護所等へ自主防災組織の自家用車等で搬送 

(ｲ) 傷害なしの場合は、指定避難所等へ自主防災組織の自家用車等で搬送し、

災害対策本部要援護者班
※
（以下「要援護者班」という。）が実施するスク

リーニングに協力 

ウ 自主防災組織は、要援護者班へ安否確認情報を報告 

エ 避難所における避難所運営委員会の活動班である救護・要援護者班の班長

等から、要援護者班へ安否確認情報及び医療ニーズの報告 

（参考 1）避難所運営委員会（出典：防災活動の手引き） 

地域住民（避難者）が避難所を一定期間、臨時の生活拠点として利

用することを前提にして、町会長等住民の代表、施設管理者及び市職

員等により組織され、秩序のとれた生活拠点として機能するように避

難所を運営するための組織です。 

（参考２）救護・要援護者班の役割（出典：防災活動の手引き） 

避難所運営委員会に組織され、主な役割は、①医療救護所との連絡

調整、近隣の医療機関の情報把握、②避難所内の疾病者の把握、③要

援護者の避難状況や未確認者の確認、④避難所内外における要援護者

の状況・要望（ニーズ）の把握、⑤避難所で活動する保健師、看護師、

ボランティア等との連携等です。 

（参考３）スクリーニング 

     要援護者は、避難誘導後に、その心身の状況に合わせた生活環境の

場に移動してもらう必要があるため、避難所や医療救護所において医

師や保健師による振り分けを行うことです。振り分けとして、主に入

院、緊急入所、福祉避難所、一般避難所、在宅生活等があります。 

（参考４）災害対策本部要援護者班 

     市の災害時要援護者支援プランにより、次の 4 つの班に分かれて職

務を分担することとなっています。①総務調整係（福祉計画課、保険

課）、②安否確認・避難生活支援係（障害・生活支援課、高齢福祉課、

こども福祉課）、③環境整備係（保育課、こども育成課）、④救護・ス

クリーニング係（医務課、健康づくり課） 

(3) 亜急性期の支援方法 

ア 保健師(市職員・外部支援者)による医療救護所で処置をした要援護者及び

指定避難所での要援護者のスクリーニング（施設への入所、福祉避難所等へ
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の振り分け） 

なお、スクリーニングは、災害時要援護者スクリーニングシートを活用し

て行います。 

イ 医療サービスを中断された慢性疾患患者や避難住民に対する処置 

ウ 歯科医療救護班による歯科医療活動 

エ 摂食機能障害者に対する口腔ケア等の実施 

オ 薬剤師班による傷病者等に対する調剤、服薬指導 

カ 急性期の対応を継続 

キ 訪問看護師、福祉関係者等の、各医療救護所、避難所等への巡回 

 

第１０節 広報活動 

 

１ 概要 

本部医務班は、医療関係情報の周知のため、指揮本部広報と協力し、住民の不

安に直接対応する窓口機能を担うものとします。また、外国人へも対応可能なも

のとします。 

 

２ 時系列で伝達すべき情報の周知 

(1) 第一段階（災害発生から～2時間） 

次の関係団体等への緊急事態発生の周知徹底 

ア 三師会、災害対応病院等の関係機関 

イ 報道機関 

(2) 第二段階（2～12時間） 

報道機関への次の関係資料の配付等 

ア 事故・災害の概要の公表 

イ 住民の取るべき初期行動の指針 

(3) 第三段階（12～24時間） 

ア 事故・災害の詳細の公表 

イ 住民の取るべき行動の指針 

ウ 電気、水道、ガス等のライフライン、通信、交通、公共施設等の正常化に

向けた復旧作業の進捗状況と見込み 

 

３ 報道機関への伝達 

(1) 報道機関への対応要点 

ア 本部医務班は、被災者の数、負傷の状況、実施している医療救護活動、医

療機関の復旧活動等の知り得た公衆衛生的関連情報を災害対策本部へ伝達し、
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連携して発表することとします。 

イ 公表内容は、常に事実のみとし、推定情報は、避けることとします。 

ウ 根拠のない情報、未確認の情報は、提供しないこととします。 

(2) 報道機関に対する定期的な情報提供 

ア できるだけ定時に情報提供します。 

イ 夕刊や、夕方のＴＶニュース等、各メディアの報道時間に合うように、記

者会見等を実施することとします。 

ウ 個人情報の取扱い 

(ｱ) スタッフ個人や、病院長等の個別の電話番号は、公表しないものとしま

す。 

(ｲ) 各病院は、傷病者の家族や報道機関の問合せに対して、入院患者及び死

亡者の氏名・年齢等を公表するとともに、本部医務班に逐次報告すること

とします。 

(ｳ) 各医療救護所における傷病者等については、本部医務班に一括して報告

し、各医療救護所では、公表しないものとします。 

 

第１１節 医療救護所・避難所の巡回診療（亜急性期対応） 

 

１ 概要 

  医療救護所や避難所において、被災者に対する健康管理、メンタルヘルス等を

実施するため、必要に応じて巡回診療を行います。 

 

２ 手順等 

(1) 健康管理 

高齢者・こども・障がい者を中心に、食事、睡眠、排泄、保温等、口腔ケア

に関する健康管理を行うため、必要に応じて、巡回診療を実施します。 

また、高血圧症、ぜん息、心疾患、精神疾患、抗がん剤等の治療を継続して

いる被災者については、優先して薬剤の処方等を実施します。 

(2) メンタルヘルスケア 

災害後の精神的不安に対するメンタルヘルスケアと被災した精神疾患患者へ

入院等の必要な支援をします。 

精神医療の専門スタッフを医療救護所の巡回に派遣し、さらに各医療救護所

に相談のための窓口を開設し、避難所における生活ストレスやプライバシーの

制限された環境下での心理的負担を最小限にするように努めます。 
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第１２節 医療救護所・避難所の防疫体制（亜急性期対応） 

 

１ 概要 

  医療救護所や避難所の衛生環境を維持、向上するため、防疫活動に取組みます。 

２ 手順等 

松本市は、環境悪化による伝染病、各種感染症、食中毒等の発生対策として、

長野県松本保健福祉事務所とともに、予防接種、トイレの整備、飲料水の確保等

の防疫活動を行います。 

また、インフルエンザ等の感染症発生時には、感染症患者を他の被災者の集団

から隔離するとともに、感染症患者の早期発見に努めます。 

 

第１３節 医療ボランティア（亜急性期対応） 

 

１ 概要 

全国から集まる医療ボランティアと連携して医療救護活動に取組むことが必要

です。 

 

２ 手順等 

本部医務班は、全国より救援にくるボランティアの中で、特に、医療、介護、

福祉関係者の協力を得るために、松本市社会福祉協議会が設置する松本市災害救

助ボランティアセンター（以下「ボランティアセンター」という。）へ、医療救護

所等への医療ボランティアの配置を要請し、ボランティアセンターは、その要請

に基づき、指定された医療救護所等へ適正に配置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


