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第１ 総則 

 

１．計画策定の目的 

（１）この計画は、高知県災害時医療救護計画及びいの町地域防災計画に基

づき、地震動とそれによって起こる津波や浸水、土砂災害、火災等によ

って大きな被害が予想される南海トラフ地震（東海地震及び東南海地震

との連動発生を含みます。以下「地震」という。）に備え、住民の生命

と健康を守るための医療救護体制と活動内容を明らかにするものです。 

（２）局地的な風水害、土砂災害、大規模な事故など局地災害1の場合で

も、被災地域での医療救護活動の体制は、地震を想定した体制と基本的

に同様であり、本計画を準用します。 

2．医療救護活動の基本的な考え方 

地震発生時には、同時に町内全域で多くの負傷者が発生し、かつ土砂崩

れによる道路網の寸断などにより、負傷者の後方搬送が事実上困難となる

ことが想定されます。 

また、医療機関自体の被災やライフラインの被災の影響により、提供で

きる医療にも一定の制約が発生することが想定されます。 

こうしたことから、前方となる、より負傷者に近い場所で、町内の医療

施設や医療従事者、さらには住民も参画した総力戦による医療救護活動を

行うこととし、そのために必要な地域ごとの体制づくり、人材の育成や資

機材（器材含む）の整備を進めます。 

3．救護施設間の連携 

町は、いの町医療救護行動計画（目指す姿と各機関の災害発生後７２時

間までのタイムライン）に基づき、県や吾川郡医師会いの医師団（以下

「郡医師会」という。）、仁淀歯科医師会、高知県薬剤師会高吾支部（以下

                         
用語解説（「高知県災害時医療救護計画」から一部抜粋。以下同じ。） 
1 局地災害 

原則として重症患者が１０名以上発生または発生することが予測され、かつ、地域の

通常の救急医療体制では対応が困難な、風水害による土砂災害、ＣＢＲＮＥ災害（化

学・生物・放射性物質・核・爆発物によって発生した災害）、大規模事故等を指す。 
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「薬剤師会支部」という。）、高知県看護協会（以下「県看護協会」とい

う。）、いの町立国民健康保険仁淀病院（以下「仁淀病院」という。）、仁淀

消防組合消防署（以下「仁淀消防署」という。）等の関係機関、その他関

係団体との連携に努めます。 

また、各団体等との協定締結により、医薬品2等の医療資材の備蓄、供

給及び人材派遣等を整備します。 

４．医療救護活動の期間 

この計画における町が実施する応急的な医療救護活動は、災害急性期3

とその後の被災地域における医療の提供が通常の医療提供体制に引き継が

れるまでの期間とします。 

５．計画の見直し 

この計画は、災害の被害想定等の見直しや災害時の情報通信、緊急輸送

体制等の整備状況に応じて、また、高知県災害時医療救護計画やいの町地

域防災計画、いの町災害時要配慮者避難支援計画、いの町南海トラフ地震

時保健活動マニュアル等の見直しがあった場合は、各計画との整合性を保

つため、随時修正を行います。 

６．医療救護訓練の実施 

町は、他市町村や各種の機関・団体との広域連携や地域の自主防災組織

と連携した医療救護訓練を継続的に実施し、計画の実効性を追求します。 

 

  

                         
2 医薬品 

この計画では、町が実施する応急的な医療救護活動に使用する医薬品を指す。 
3 災害急性期 

災害発生直後からの傷病者の多数発生、情報網の混乱、医療資源の決定的な不足など

の状況から、それが、医療救護活動や復旧作業、支援活動により一定落ち着くまでの

期間を指す。 



3 
 

第２ 計画策定の基本的な考え方 

 

１．町長は、医療救護所4、救護病院を指定し、それぞれの施設が医療救護

活動5の機能を分担し、その機能を十分発揮できるように努めます。 

２．計画は、現行の救急医療体制を基本として、郡医師会、仁淀病院等の全

面的な協力を得て策定します。 

３．計画の策定にあたっては、郡医師会等医療関係団体及び地域の自主防災

組織並びに県の広域計画との連携に努めます。 

４．医療救護活動は、町災害対策本部6長の指示により開始します。この場

合、町災害対策本部と連絡をとることができない医療救護活動の要員の行

動については、あらかじめ定めておきます。 

５．医療救護施設7における医療救護活動は、原則として各医療救護施設の

管理者の指示により行い、特別の指示及び医療救護活動の終了は、町災害

対策本部長の指示により行うこととします。また、町災害対策本部長は、 

開設した医療救護施設との間の情報共有に努めます。 

 

                         
4 医療救護所 

  町が指定するもので、被災者を初めに受け入れる医療救護施設をいう。避難所となる

公民館や学校、体育館などに設置される場合（この場合、医療スタッフは町があらか

じめ医師会等と協議し決定）と病院・診療所を指定する場合とがある。傷病者の収容

（入院治療等）は基本的に行わず、中等症者、重症者を応急処置のうえ後方病院に送

ることとなる。また、医療救護チームが派遣される場合がある。 

 
5 医療救護活動 

  被災者に対する医療活動で、災害現場や医療救護のための病院、診療所等で実施され

る。また、避難所での医療活動や巡回診療、医療活動に付随して必要な医薬品の供給

輸送なども医療救護活動の一つである。 

 
6 町災害対策本部 

町が、災害が発生または発生することが予測される場合に設置する本部を指す。町長

を本部長として、管内の消防、警察等の関係機関との連携や県の支援を受けながら町

内における救援・救護活動を実施する。 

 
7 医療救護施設 

災害時の医療救護活動を行う医療機関で、町が指定する「医療救護所」と「救護病

院」、県が指定する「災害拠点病院」をいう。このうち災害拠点病院は、県医療支部

管内を対象とするものと、全県を対象とする広域的な災害拠点病院がある。 
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６．津波による浸水被害が想定される地域の医療救護施設の職員及び同地域

に居住する医療救護活動の要員は、避難を最優先し、安全を確認してから

医療救護活動に着手します。 

７．町長は、迅速に医療救護体制を確立するため、管内医療機関における診

療の可否についての情報を早急に把握するための方策を講ずることとしま

す。 

８．町長は、医療救護施設における医療救護活動が円滑に実施されるよう、

所轄の警察署と協議して、あらかじめ遺体の安置場所を定めておく等事前

の措置を講ずることとします。 

９．医療救護対象者は、次のとおりとします。ただし、軽易な傷病であって

家庭救護で対応できる程度の者は除きます。 

（１）直接災害による負傷者 

（２）人工透析等医療の中断が致命的となる患者及び日常的に発生する救急

患者 

（３）災害時における異常な状況下において、ストレスによる情緒不安定等

の症状が認められる者 

10．医療救護対象者を以下のとおり区分します。 

（１）重症患者  生命を救うため、直ちに手術等入院治療を必要とする者 

（２）中等症患者 多少治療の時間が遅れても生命に危険はないが、入院治

療を必要とする者 

（３）軽症患者  （１）、（２）以外の者で、医師の治療を必要とする軽易

な傷病である者 
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第３ 町の役割と初動体制（町災害対策本部） 

 

１．医療救護活動の開始と報告 

（１）町長は、地震等が発生した場合は災害対策本部を設置し、医療救護班

8を設けます。その上で、電話や衛星携帯電話、電子メール、防災行政

無線9、インターネットなどの通信手段により状況把握を行い、関係機

関との連絡に努めます。通信手段は、メール等の文字で内容を確認でき

る通信手段を優先します。 

（２）町災害対策本部長は、地震発生後、必要に応じて速やかに医療救護所

を立ち上げてその運営を行うとともに、救護病院に対して医療救護活動

の開始を指示します。 

（３）町災害対策本部長は、県災害医療対策中央西支部10（以下「県中央西

医療支部」という。）に医療救護体制の状況を報告します。 

（４）医療救護施設として指定していない医療機関等についても、被害の状

況に応じて医療救護活動への参加を要請11できるよう、事前に郡医師

会、仁淀歯科医師会、薬剤師会支部、県看護協会等と協議を行います。 

                         
8 医療救護班 

この計画では、災害時に県の要請等に基づいて医療救護活動を行う医療チームをい

う。ＤＭＡＴのほか日赤救護班、（日本赤十字社）、ＪＭＡＴ（日本医師会）などのほ

か歯科医師や薬剤師で編成するチームを含むが、医療ボランティアは含まない。 

 
9 防災行政無線 

  災害時における通信を確保するために、県庁や各市町村役場、県出先機関及び災害拠

点病院等に整備された専用の無線通信システムで、公衆通信網の途絶や、停電の場合

にも使用可能なように整備されている。音声通話のほかファックス回線としても使用

する。 

 
10 県災害医療対策中央西支部 

高知県中央西福祉保健所に設置する災害医療の支部。管内の市町村が行う医療救護活

動の支援を主な目的としており、県医療本部の指揮のもとで他の医療支部と連携しな

がら医療救護活動を実施していく。 

 
11 要請 

  人的・物的医療資源の不足や医療機関の機能低下など、医療救護活動を実施するうえ

で妨げとなる状況を解決するための支援等の対策を求めることであり、医療従事者の

派遣や、医薬品の供給、そしてヘリ出動や医療機関の復旧要請などがある。 



6 
 

（５）町災害対策本部長は、必要に応じて地元医師などを医療救護活動のア

ドバイザーとして委嘱するなど、医療救護が円滑に実行されるよう体制

を整えます。 

２．避難所12での医療救護の初動体制 

（１）町災害対策本部の避難所担当者は、避難所での医療及び保健のニーズ

を早急に把握し、取りまとめたニーズについて、県中央西医療支部に報

告するとともに必要な支援を要請します。 

（２）町において、避難所の状況把握が困難な場合は、県中央西医療支部等

に調査の実施を依頼します。 

（３）障害者等の要配慮者13が避難する福祉避難所等において、医療救護の

支援が必要となるときは、県中央西医療支部に医療救護チーム14の派遣

を要請します。 

３．情報の収集と伝達（通信伝達手段の確保） 

（１）医療機関の被災状況及び傷病者の受入れの可否などの把握は、高知県

救急医療・広域災害情報システム（以下「こうち医療ネット15」とい

う。） 

 

 

                         
12 避難所 

災害時に生活基盤を喪失した方や帰宅が困難となった住民が一時的に生活する場所を

指す。 

 
13 要配慮者 

単独では避難が困難である方や、情報を得ることが困難な聴覚や視覚に障害がある方

など、大規模な災害時に特別な援護の必要な方を指す。 

 
14 医療救護チーム 

この計画では災害医療を行うすべての医療チームをいう。ＤＭＡＴや日赤救護班、Ｊ

ＭＡＴ、歯科医療救護班、薬剤師医療救護班、精神科医、心のケアチームその他の医

療救護班、海外などからの医療ボランティアも含む。 

 
15 こうち医療ネット 

   県内の医療機関、薬局、消防機関及び行政機関をインターネットで結び、各機関か

らの情報発信や閲覧により情報共有が可能となるシステム 
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う。）と連動した広域災害救急医療情報システム（以下「「ＥＭＩＳ

16」」という。）やこうち医療ネット掲示板機能で確認します。使用可能

な通信手段がなく、自動車や徒歩等により情報収集や伝達を行う場合に

は、十分に安全を確認して行います。 

（２）避難所等の医療及び保健ニーズに関する情報は、町職員の巡回や使用

可能な通信手段を用いた町災害対策本部との連絡により把握します。 

  

                         
16 「EMIS」 

  Emergency Medical Information System の略。国の広域災害救急医療システムのこ

と。発災時、被災した都道府県を超えて各医療機関の被災状況や患者受入れ状況などの

災害医療に関わる情報を共有し、またＤＭＡＴを管理・運用するためのシステム 
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第４ 医療救護計画の内容 

 

１．医療救護施設 

町は、被害想定に従って、医療救護所及び救護病院を次のとおり設置し

ます。 

（１）医療救護所 

 ア 役割 

自力での来所や搬送による傷病者をトリアージしたうえで手当てや

応急処置を行い、軽症患者は帰宅または避難所へ移動させ、医療機関

へ収容が必要な中等症患者や重症患者を後方病院である救護病院や災

害拠点病院等へ搬送を要請します。 

医療救護所自体では、傷病者の収容（全身管理を伴う入院治療を行

うこと。）は行いませんが、搬送が困難な場合は、傷病者への初期評

価と可能な範囲での処置（応急処置。さらには安定化処置など）を行

います。 

また、緊急に歯科治療の必要な傷病者は、医療救護所で手当てや応

急処置を行いますが、重症患者等は、町災害対策本部を通じて、高知

医療センターまたは高知大学医学部付属病院へ搬送の要請を行いま

す。 

主な業務は次のとおりです。 

（ア）重症度と緊急度による治療や搬送の優先順位の振り分け（以下

「トリアージ17」という。） 

（イ）中等症患者及び重症患者への初期対応並びに軽症患者に対する処 

  置 

（ウ）救護病院など後方支援病院への患者搬送の要請 

（エ）医療救護活動の記録 

                         
17 トリアージ 

災害時に多くの患者が発生したとき、その中から早期に治療を要する重症患者を発見

し、早期に適切な治療を行うことで、より多くの人命を救うために実施する判定を指

す。医療救護所や救護病院などの受入時点では多くの患者に対応できる、START 方式

を実施する。 
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（オ）遺体搬送の手配（搬送及び遺体検案所への収容は、町災害対策本

部消防部が関係機関等の協力を得て行います。） 

（カ）その他必要な事項 

イ 設置場所 

（ア）仁淀病院（いの町１３６９番地）とし救護病院を兼ねます。 

（イ）被害状況により負傷者が多数発生した地域においては、医療救護

チームを派遣し仮設医療救護所を設置します。 

ウ 運営担当者 

（ア）医療救護所の運営は、仁淀病院、郡医師会等で編成する医療救護

チームと町災害対策本部で編成する医療救護班があたるものとしま

す。 

（イ）医療救護所の運営責任者は医療救護班員とし、医療活動の指揮は

医療救護チームの医師が統括して行い、町災害対策本部の指示によ

り活動するものとします。 

（ウ）医療救護所の医療体制は、原則として、医師・歯科医師・看護

師・薬剤師・補助者で構成される医療救護チームを単位とし、交代

制を考慮して予備医療救護チームを編成することとします。 

（エ）医療救護所の運営責任者及び医師等は、ＤＭＡＴ現場活動指揮所

18が設置された場合、また、県内外からの医療救護チームを受け入

れた場合にはその活動に協力します。 

エ 運営体制 

（ア）町は、地震が発生した場合、直ちに医療救護活動が円滑に開始で

きるよう設備の備蓄に努めるとともに、常に設備の点検を行い、ま

た、その設置も迅速に行います。 

（イ）医療救護所を担当する医療救護チーム及び医療救護班員は、地震 

                         
18 ＤＭＡＴ現場活動指揮所 

ＤＭＡＴ活動拠点本部が、必要に応じて、ＤＭＡＴが活動する災害現場等に設置する

指揮所であり、ＤＭＡＴ活動拠点本部の指揮の下で当該現場での活動の調整を行う。

ＤＭＡＴ（ディーマット）とは、災害時に被災地域へ迅速に駆けつけ、救急治療を行

う専門トレーニングを受けた医療チーム（Disaster Medical Assistance Team：災害

派遣医療チーム）を指す。 
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発生後、町災害対策本部長の指示もしくは自らの判断で速やかに所

定の医療救護所に集合し、医療救護活動を開始します。 

（ウ）医療救護所の運営責任者は、医療救護所の開設を町災害対策本部

に報告するとともに、「ＥＭＩＳ」への入力を要請します。また、

医療救護所内の情報は、定期的に町災害対策本部に報告し、「ＥＭ

ＩＳ」への入力情報の更新を要請します。 

（エ）医療救護所における医療救護活動は、２４時間体制とし、医療救

護チームの交代要員の確保に努めるものとします。 

（オ）医療救護所の管理者は、被災地等によりその機能に支障を生じた

と認める場合は、町災害対策本部に必要な措置を要請します。 

（カ）医療チーム等の給食・給水等については、町災害対策本部が避難

所に係る措置と併せて行います。 

オ 施設設備 

（ア）医療救護施設は、耐震性が確保されている建物及び駐車場、運動

場に設置するテント等とします。 

（イ）医療救護所用医療機材、テント等の設備は、おおむね次のとおり

とし、仁淀病院、吾北山村開発センター、本川保健福祉センターに

整備することとします。 

テント、ストレッチャー、簡易ベッド、医療機材、外傷用医薬品

（応急処置用医薬品等）、衛生材料、担架、毛布、ポータブル発電

機、投光機、机、椅子、ホワイトボード、通信機器、ペットボトル

水、トリアージタッグ、ロープ、ブルーシート、電源コード、文具

等消耗品など 

（２）避難所等での医療救護活動19 

ア 避難所などでの医療救護は、町災害対策本部が県中央西医療支部の 

                         
19 避難所での医療救護活動 

避難所での医療の提供は、原則として避難所の設置・運営の主体である町が県の支援

等を受けて実施するものであり、避難・復旧活動等による外傷、慢性疾患及び感染症

等への対応が主となる。また、保健衛生活動と連携した避難者の健康維持も重要とな

る。 
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調整に基づいて実施します。 

イ 避難所の開設当初は、被災地域以外からの医療救護チームの支援を

得て医療救護活動を行いますが、可能な限り早期に地域の医療機関に 

よる保険診療20の体制に復帰します。 

ウ 避難所・福祉避難所での巡回診療等で治療や投薬を行った場合に 

は、医療救護チームはその結果を記録するとともに、患者自身に治療

記録を所持してもらい事後の治療に役立てるために「災害時医療カル

テ」または「お薬手帳21」に治療結果等を記載します。また、患者に

携行することを勧めます。 

エ 避難所での活動は、医療を含めた多数多職種の活動が行われるた

め、それぞれの活動拠点となる場所で関係者によるミーティングを実

施し、その日の活動報告及びそれに対する評価、次の日の活動方針な

どについて意見交換や調整を行うものとします。 

オ 地域住民に対し、医療救護施設での共助による応急手当や場内整理

の業務などへの積極的な参加を募ります。 

（３）救護病院 

  ア 役割 

    医療救護所や近隣の被災現場から搬送された重症患者や中等症患者

の処置及び収容を行い、中等症患者に対しては一定完結した医療を提

供できるよう努めます。対応が困難な重症者については、安定化処置

（できれば、小外科的処置）を行い搬送が可能となり次第、災害拠点

                         
20 保険診療 

国民健康保険や社会保険等の健康保険などの公的医療保険制度が適用される診療を受 

けることを指す。災害救助法に基づく医療救護の費用は被災県が負担するが、医療救

護は災害によって失われた医療機能を一時的に代替するものであるため、被災地域の

医療機能が回復し次第、通常の保険診療の体制に復することが、復旧復興のために必

要である。 
21 お薬手帳 

調剤薬局や医療機関で調剤された薬の名前や飲む量、アレルギー歴などの記録をつけ

る手帳を指す。かかりつけ薬局のほか薬剤師会事務局等で入手できる。平時からこの

手帳の活用及び避難時の携帯を普及させることが災害時の医療救護のうえで大きな効

果を発揮する。 
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病院へ搬送しますが、状況によってはヘリコプター22での搬送要請を

県中央西医療支部に行います。 

主な業務は次のとおりです。 

（ア）トリアージ 

（イ）重症患者及び中等症患者の処置及び収容 

（ウ）災害拠点病院への患者搬送の要請 

（エ）医療救護活動の記録 

（オ）遺体搬送の手配（搬送及び遺体検案所への収容は、町災害対策本

部消防部が関係機関等の協力を得て行います。） 

（カ）その他必要な事項 

イ 設置及び組織 

（ア）町長は、以下の病院を救護病院23として指定します。 

名称 設置場所 

仁淀病院 いの町１３６９番地 

さくら病院 いの町鹿敷１６２番地 

（イ）救護病院の組織は、当該病院の組織をもって充てます。 

（ウ）町長は、救護病院の医療スタッフについて、当該病院事業管理者

とあらかじめ協議します。 

ウ 運営体制 

（ア）救護病院の病院事業管理者は、あらかじめ医療従事者等所等職員

の集合方法、役割、ローテーション、施設設備の利用方法等、地震

発生時における医療救護活動に関する計画を作成します。 

（イ）救護病院の病院事業管理者は、地震発生後直ちに院内状況を調査

し、施設整備の被害状況等を速やかに「ＥＭＩＳ」へ入力するとと

もに、町災害対策本部に報告します。被災等により「ＥＭＩＳ」へ

                         
22 ヘリコプター 

災害時に活動するものとしては、消防防災ヘリ、ドクターヘリ、警察ヘリ、海上保

安庁ヘリ、自衛隊ヘリなどがあり、救援・救助、または医療資源の輸送等を目的と

して活動する。 
23 救護病院 

町長が指定する医療救護施設を指す。医療救護所から搬送される中等症、重症の患者

や自力で来院する傷病者の治療にあたるとともに、対応できない傷病者を災害拠点病

院等の後方病院に送る。 
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の入力ができない場合は、院内状況等を防災行政無線または衛星携  

帯電話24（ファックスが使用できるときはファックス）、電子メー

ル（メールが使用できるときはメールで行います。）により町災害

対策本部に入力の代行を要請します。 

町災害対策本部で入力できない場合は、町災害対策本部から県中

央西医療支部にその旨を報告し、県中央西医療支部が代行入力を行

います。 

「ＥＭＩＳ」の院内状況の更新入力は、災害発生後７２時間まで

の間は、概ね 1 時間ごとに行います。 

（ウ）救護病院の病院事業管理者は、被災により病院の機能に支障が生

じたと認める場合には、町災害対策本部に必要な措置を要請しま

す。 

（エ）医療救護活動は、町災害対策本部長の指示によって開始します

が、救護病院の病院事業管理者は当該病院周辺の被害状況等から、

医療救護活動を開始する必要があると判断した場合には、指示がな

くとも医療救護活動を開始します。この場合、救護病院の病院事業

管理者は速やかにその旨を町災害対策本部長に報告します。 

（オ）救護病院は、災害医療救護活動を優先し、２４時間の診療体制と

します。 

エ 施設整備 

（ア）救護病院の施設設備は、町長が指定した当該病院の施設設備をも

ってこれに充てます。 

（イ）町長及び救護病院の病院事業管理者は、施設設備の耐震性やライ

フライン25の確保に努めます。 

                         
24 衛星携帯電話 

衛星回線を利用した可搬型の電話で、県医療本部及び支部、すべての災害拠点病院、

高知市内の救護病院、その他一部の救護病院に配置されている。災害時には有効な通

信手段であるが、日ごろから通信環境を確認しておくことが必要である。 

 
25 ライフライン 

この計画では、医療機能の維持、また、避難所等において生活していくうえで欠かせ

ない電気、水道、ガス、道路及び通信手段等のインフラの総称として用いる。 
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（ウ）医薬品、給食、給水等については、町長が救護病院の病院事業管

理者と協議し、あらかじめ備蓄するなど計画的な措置を講じます。 

（４）一般の医療機関 

ア 傷病者の受入 

（ア）医療救護施設に指定されていない一般の医療機関も、自院や地域

の被害状況によって傷病者の受入を行う必要があります。 

（イ）医療救護活動を実施する場合は、院内にトリアージエリアと診療

場所、遺体の仮安置所等を確保することとします。 

（ウ）傷病の程度等により自院で対応できない場合は、応急処置をした

後に、消防機関等に対して搬送の要請を行うこととします。 

（エ）医療用の資機材については自院のものを使用することとします

が、自力確保が困難な場合または不足した場合は、町災害対策本部

に補給を要請することとします。 

（オ）入院のためのスペースや設備機材に余裕がある場合には、被災し

た病院等からの転院要請に協力することとします。 

イ 情報の入力 

ＥＭＩＳ登録医療機関26の管理者は、地震発生後ただちに院内状

況を調査し、医療施設や設備の被害状況や傷病者の受入可否、人工

透析等の医療提供の可否などについて、速やかに「ＥＭＩＳ」に入

力を行います。「ＥＭＩＳ」への入力が不可能な場合には、町災害

対策本部に入力の代行を要請します。町災害対策本部も入力ができ

ない場合は、県中央西医療支部に入力の代行を要請します。 

「こうち医療ネット掲示板機能」に入力可能な医療機関は、医療

機関の周辺のインフラやライフラインの状況の共有、医療救護活動

への参画や必要な資機材等の情報交換について積極的に情報提供を

行います。  

                         
26ＥＭＩＳ登録医療機関 

  災害時に、自院の被災状況や患者の受入可否を「ＥＭＩＳ」へ入力する医療機関。 
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第５ その他の医療救護活動 

 

１． 搬送 

（１）搬送体制 

町長は、被害想定に基づき且つ地域の実状に合わせて搬送区分に応じ

た搬送体制を整備します。 

（２）搬送区分 

ア 負傷者を被災場所から町内の医療救護施設へ搬送する場合は、原則

として消防団及び自主防災組織等で対応するものとし、町は平常時か

ら消防団及び自主防災組織に対し、車両等の利用が可能な場合と不可

能な場合を想定した搬送計画を策定するよう指導に努めます。 

イ 重症患者、中等症患者を町内の医療救護施設間で搬送する場合は、

仁淀消防署及び搬送要員が対応します。 

ウ 町内の重症患者及び中等症患者を他の市町村の救護病院または災害

拠点病院、広域的な災害拠点病院27へ搬送する場合は、仁淀消防署及

び搬送要員が対応します。 

エ 重症患者をヘリコプターにより搬送するため、町内の医療救護施設

から最寄りのヘリポートまで搬送する場合は、仁淀消防署及び搬送要

員が対応します。 

オ 医療救護施設の遺体を遺体安置所28に搬送する場合は、町災害対策

本部の指示により搬送要員が対応します。 

（３）搬送の方法 

搬送方法は、被害想定、地理的条件に応じて次の方法を組み合わせ効

                         
27 広域的な災害拠点病院 

県が指定している災害拠点病院のうち、県内全域の医療救護施設等からの傷病者の受

入や医療機関の支援を行う３病院（高知医療センター、高知赤十字病院、高知大学医

学部附属病院）をいう。 

 
28 遺体安置所 

町が設置する、遺体を収容し検索するための場所をいう。地震や津波に備えて場所を

あらかじめ想定しておく必要がある。なお、搬送については、警察、自衛隊、消防機

関その他の機関が行うこととなる。 
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率的に実施します。 

ア 担架等による人力の方法 

イ 仁淀消防署保有救急車、町が指定した緊急車両による方法 

ウ ヘリコプターによる方法 

（４）搬送の実施 

ア 地震発生時に患者搬送を円滑に行うため、町長は必要な車両、搬送

要員、機材及びヘリポート等の確保に努め、実施に当たっては、自主

防災組織または町の消防機関が行う救急業務を含め、弾力的に対応し

ます。 

イ  町長は、ヘリポート（運動広場等へリポートとして使用可能な場所

を含む。）を指定した場合、あらかじめ県の消防防災担当課に報告し

ます。地震発生時には、安全管理体制を整えた使用可能なヘリポート

について高知県災害対策中央西支部29を経由して高知県災害対策本部

30に報告します。 

２．遺体の取り扱い 

（１）遺体は各医療救護施設内の設置者が定める位置に仮安置します。 

（２）医療救護施設の管理者は遺体の存在を所轄警察署に連絡するととも

に、町災害対策本部にその収容を要請し、当該本部が関係機関・団体等

の協力を得て町の定める遺体安置所まで搬送を行います。 

（３）医療救護施設は搬送前に遺体のトリアージタッグの記載内容を記録簿

等に転記し、保存します。 

（４）当該施設から搬送した遺体のリストを作成し、施設に掲示します。遺

体に関する情報は随時町災害対策本部に報告します。 

                         
 
29 高知県災害対策中央西支部 

高知県災害対策本部の支部で、中央西土木事務所に置く。 

 
30 高知県災害対策本部 

高知県が、災害が発生または発生することが予測される場合に設置する災害対策全般

を統括する本部をいう。知事を本部長として、消防機関、海上保安庁、警察及び自衛

隊等と連携しながら県内における救援・救護活動の総合調整を行う。 
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（５）遺体の検視及び身元調査等は、死体取扱規則31(国家公安委員会規則)

等に基づき警察が定めるところによりますが、警察の要請に応じて高知

県及び支援都道府県の医師会や歯科医師会が協力します。 

３．重点継続要医療者32の医療救護 

 （１）対象者 

重点継続要医療者は継続した医療ケアの中断が生命の維持に関わる難

病等の慢性疾患患者です。対象となる患者については以下の場合があり

ます。 

   ア 在宅人工呼吸器使用患者     

   イ 在宅酸素療法患者 

ウ 人工透析患者 

エ 特殊な栄養剤を必要とする患者（経管栄養、経腸栄養等も含む） 

 （２）対策 

重点継続要医療者の医療救護活動は、「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」に基づき行います。対応については以下

のとおりです。 

    ア 在宅人工呼吸器使用患者 

町は災害時要配慮者リストへ登載した後、災害時の電源確保や安否

確認方法、避難等の支援策等を記載した個別支援計画を作成し、災害

発生時にはこの計画に基づき対応します。 

イ 在宅酸素療法患者 

町は災害時要配慮者リストへ登載した後、特に酸素吸入量が多い在

宅患者については、災害時の酸素ボンベの確保や、安否確認方法、避

難等の支援策等を記載した個別支援計画を作成し、災害発生時にはこ

の計画に基づき対応します。 

                         
31 死体取扱規則 

警察官が死体を発見し、または死体がある旨の届出を受けた場合における死因の調

査、身元の照会、遺族への引き渡し、市区町村長への報告等その死体の行政上の取扱

方法及び手続その他必要な事項を定める国家公安委員会の規則をいう。 

 
32 重点継続要医療者 

継続した医療ケアの中断が生命の維持に関わる難病等の慢性疾患患者を指す。 
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     ウ 人工透析患者 

町は、災害時要配慮者リストへ登載しておきます。災害発生時

は、県中央西医療支部（災害透析コーディネーター）と連携し、可

能な限り患者への支援を行います。 

（３）継続的な支援 

重点継続要医療者の継続的な医療支援については、町内医療機関また

は県中央西医療支部に要請します。 

 ４．医薬品等と薬剤師の確保 

 （１）事前の備え 

町は、災害時の医療救護活動で使用する医薬品等の供給と薬剤師を確

保するため、薬剤師会支部と締結した協定に基づく医薬品の供給体制や

薬剤師の参集・活動場所等についてあらかじめ協議し、実働訓練等を行

いながら円滑な連携に努めます。 

    また町は、医療救護所等で使用する医薬品、衛生材料、医療機器及び

医療材料（以下「医薬品等」という。）を「災害時備蓄医薬品管理協

定」に基づき、仁淀病院に備蓄し、また医薬品等の期限管理や必要数量

等の点検、災害時の供給体制の確認を定期的に行います。 

（２）医薬品等の供給 

ア 町災害対策本部医療救護班が医療救護所を開設する際は、仁淀病院

の協力を得て医療救護活動に必要な医療資機材等を準備し開設を行い

ます。 

イ 町災害対策本部医療救護班は町内薬局の被災状況を取りまとめて参

集した、薬剤師会支部（いの地域リーダー等）に対し、開設する医療

救護施設や一般医療機関の状況を踏まえ、薬剤師の活動場所や医薬品

等の供給について協議し、支援を要請します。 

   ウ 医療救護所で必要な医薬品等が不足した場合は、仁淀病院または薬

剤師会支部に供給を要請します。仁淀病院で必要な医薬品等が不足し

た場合は、町災害対策本部医療救護班へ供給を要請します。 
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   エ 町災害対策本部医療救護班は、要請のあった医薬品等を供給するた

めの調整を町内の医療機関等に要請し、供給が困難な場合は県中央西

医療支部へ供給を要請します。 
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