
はじめに 

 

１ 目的 

 本マニュアルは、地震等の大規模災害が発生した場合に、「石川県地域防災計画」に基

づき、県及び市町、県医師会等の医療関係団体や医療従事者が相互に連携協力し、迅速

かつ的確な医療救護活動を実施することを目的とする。 

 

２ 災害想定 

本マニュアルは、県下に震度５強以上の地震が発生したこと等により、石川県災害対

策本部が設置される場合を想定している。 

一方、県外であっても上記のような大規模災害が発生した場合には、近隣県が速やか

に連携し、医療救護活動を実施することが不可欠であることから、別章を設け、県外で

大規模災害が発生した場合の対応についても記載している（「第４章 被災地が県外であ

る場合の対応」）。 

 

３ 構成 

災害発生後の急性期（災害発生後４８時間程度まで）においては、被災者に対する救

命救急医療が中心となり、亜急性期（災害発生後概ね３日目以降７日目まで）において

は、被災者の避難所生活の長期化、生活環境の悪化に対応する健康管理と心のケアが中

心となる。 

本マニュアルは、「急性期」と「亜急性期」に分けて、関係機関がそれぞれの時期にお

いて実施すべき基本的事項を定めている。 

 

 

 平成２５年４月 

石川県健康福祉部 
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  イ 医薬品・医療資器材の備蓄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６ 

  ウ 防災訓練の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３６ 

 （２）出動までの手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

  ア 医療救護班の編成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

  イ 医療救護班の派遣期間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

  ウ 医療救護班の派遣要請 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

（３）活動要領 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

  ア 避難所、救護所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

イ 巡回診療での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

  ウ 災害拠点病院等での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３７ 

 （４）携行品 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８ 

 （５）情報共有ルール ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８ 

  ア 医療救護班間の情報共有 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８ 

イ 地域医療救護活動支援室への報告・要請 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８ 

（６）基礎疾患・慢性疾患を有する避難患者への対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３８ 

（７）事後活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３９ 

  ア 地域医療救護活動支援室への活動報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３９ 

  イ 各医療機関間における活動報告及びカウンセリング ‥‥‥‥‥‥‥ ３９ 

 

５ 医薬品等の供給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

 （１）災害時に必要とされる医薬品等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

 （２）医薬品等の備蓄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

ア 石川県薬業卸協同組合等との協定に基づく流通備蓄 ‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

イ 医療施設における備蓄 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

 （３）需給状況の把握 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

ア 石川県薬業卸協同組合等における供給体制の把握 ‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

イ 救護所等での需要の把握 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

ウ 他都道府県，国への供給要請 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４０ 

（４）医薬品等の供給手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４１ 

ア 医薬品積載場所の設置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４１ 

イ 医薬品等の供給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４１ 

（５）薬剤師の確保 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４１ 

 

６ 看護支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４２ 

（１）避難所、救護所、福祉避難所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４２ 

 （２）医療機関等での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４２ 

 

 

 



７ 歯科医療 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４３ 

（１）救護所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４３ 

（２）避難所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４３ 

 （３）施設や住宅等への巡回診療での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４３ 

 

８ 服薬指導等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４ 

（１）救護所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４ 

（２）避難所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４ 

 （３）施設や住宅等への巡回活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４ 

（４）医薬品等積載場所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４４ 

 

９ 栄養・食生活支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４５ 

（１）避難所での活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４５ 

（２）施設や住宅等への巡回活動 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４５ 

 

第４章 被災地が県外である場合の対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

１ ＤＭＡＴの派遣要請・配置調整 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （１）情報収集、派遣の検討 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （２）石川ＤＭＡＴの派遣要請・配置調整 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （３）後方支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 

２ 医療救護班の派遣要請・配置調整 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （１）情報収集、派遣の検討 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （２）医療救護班の派遣要請・配置調整 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４６ 

 （３）後方支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４７ 

 

３ 患者の受入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４７ 

 

第５章 災害医療活動の終了 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４８ 

 

【災害時医療救護体制図】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４９ 

 

【資料】 

  １ リスト 

 リスト１（ＤＭＡＴ標準医療資機材リスト） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５１ 

     リスト２（ＤＭＡＴ標準薬剤リスト） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５７ 

     リスト３（ＤＭＡＴ標準装備リスト） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５８ 

     リスト４（医療救護班の標準携行品一覧） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５９ 

     リスト５（災害時に必要とされる備蓄医薬品等） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６５ 

 

 

 



２ 様式 

     様式１（石川ＤＭＡＴ待機要請書） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６９ 

     様式２（石川ＤＭＡＴ待機開始報告書） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７０ 

     様式３（石川ＤＭＡＴ待機解除通知書） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７１ 

     様式４（石川ＤＭＡＴ出動要請書） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７２ 

     様式５（石川ＤＭＡＴ出動報告書） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７３ 

   

３ 石川ＤＭＡＴ指定病院一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７４ 

   

４ 災害拠点病院一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７５ 

 

  ５ 付録 ＤＭＡＴの待機要請等の手順 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７６ 


