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平成29年7月29日（土） 神戸大学医学部附属病院10：00配車�尼崎医療センター10：00配車�和歌山県日高総合病院12：30配車

（1）神戸大学医学部附属病院�災害拠点病院

（2）兵庫県立尼崎医療センター�災害拠点病院

（3）和歌山県�国保日高総合病院�災害拠点病院

（4）その他�当日指示のあった医療機関・SCU等

神戸市中央区楠南町7−5−2�

兵庫県尼崎市東難波町2−17−77�

和歌山県御坊市薗116−2��

1 目的

�平成23年3月に発生した東日本大震災では、職種を超えた連携の重要性が改めて再認識されました。また、現在は近い将来に発生すると言われている
南海トラフ巨大地震や首都直下型地震に対する危機意識も高まりつつあります。
�平成28年に続き本年も、内閣府主催�南海トラフの地震を想定し、「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画等」に基づく、大規模地
震時医療活動に関する総合的な実動訓練を実施して、当該活動に係る組織体制の機能と実効性に関する検証を行うとともに、防災関係機関相互の協力
と円滑化を図ることを目的とし、併せて発災時における、被災地内等の患者陸路搬送車両の確保が必要との判断による、出動要請を受け、参加し、参加
機関、協会統括本部、参加協会員相互の連携を図り、今後の協会発展と、当協会が、医療特化型患者搬送を行う日本唯一の団体であることを認識して
頂き、さらなる社会貢献に資するを目的とする。

3 訓練場所

4 参加機関

内閣官房�内閣府�警察庁�消防庁�厚生労働省（DMAT事務局）�国土交通省�海上保安庁�防衛省�国立研究開発法人宇宙航空研究開発

機構�中日本高速道路株式会社�西日本高速道路株式会社�宮城県�滋賀県�三重県�大阪府

兵庫県�和歌山県�関西広域連合�一般社団法人全民救患者搬送協会

2 訓練日時



訓練内容（訓練の流れ）��※20170629DMAT事務局�H29大規模地震時医療活動訓練・全民救患者搬送協会連携訓練概要（案）抜粋
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西①�山口民間救急サービス

DMAT事務局が、被災地内の陸路搬送の確保が必要と判断し事前に調整開始
DMAT事務局から全民救へ支援を要請
全民救は、DMAT事務局からの依頼により、管下の事業者に手配を調整。DMAT事務局は、〇〇県DMAT調整本部に搬送手段が不足する場合に全民救救急車の手配調整ができ
る旨を通達

DMAT調整本部は、陸路搬送手段が不足する場合、DMAT事務局に連絡する
DMAT事務局は、〇〇県DMAT調整本部より、依頼があった旨を全民救へ連絡し、配車を依頼
全民救より配車できる車両の連絡をDMAT事務局が受けたら配車台数を現地に向かう民間救急事業者の連絡先を確認し要請のあったDMAT調整本部に連絡

7

東②�神奈川民間救急サービス
東③�かとり民間救急サービス

山口民間救急サービス

かとり民間救急サービス
MAKI介護タクシー

【西日本支局】

神奈川民間救急サービス

関東民間救急センター
西関東民間救急センター

6

【車両要請の流れについて：PULL型】

���飯倉タクシー���MAKI介護タクシー

東①�西関東民間救急センター
西③�はやぶさ

西②�民間救急サービスオーシャン
���七福神

訓練配置場所一覧

���関東民間救急センター
兵庫県立尼崎医療センター

【2（4）】

神戸大学医学部附属病院

【2（4）】

西④�尾張介護タクシー
その他の医療機関・SCU

和歌山県国保日高総合病院

【3（3）】

【東日本支局】

5 全民救患者搬送協会参加会員

飯倉タクシー

現地全民救統括事務局（調整本部）�����1名
現地全民救統括本部（調整本部）�車両1台�3名�兵庫県立尼崎医療センター配置（待機）
現地全民救広報記録・実動訓練��車両1台�3名�和歌山県国保日高総合病院配置
現地全民救連絡調整（和歌山会場）車両1台�3名�和歌山県国保日高総合病院配置（待機）
見学・後方支援��������������1名�兵庫県立尼崎医療センター

現地全民救連絡調整（兵庫県会場）車両1台�2名�神戸大学医学部附属病院配置�（待機）
現地全民救記録・実動訓練����車両1台�2名�神戸大学医学部附属病院配置
後方支援������������車両1台�1名�兵庫県立尼崎医療センター配置（待機）
後方支援������������車両1台�1名�和歌山県国保日高総合病院配置（待機）
見学・後方支援��������������1名�神戸大学医学部附属病院
見学・後方支援��������������1名�神戸大学医学部附属病院

はやぶさ
尾張介護タクシー24
七福神

民間救急サービスオーシャン
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※時間については、参集時間を基に設定した、おおよその時間です

各西日本支局回答

�山口民間救急サービス����1隊2名�出動可能

�民間救急サービスオーシャン�1隊2名�出動可能

�はやぶさ����������1隊1名�出動可能

�尾張介護タクシー24����1隊1名�出動可能

�民間救急七福神���������1名�支援可能

�飯倉タクシー����������1名�支援可能

西日本支局会長〜各支局

（各ブロック）

三重・大阪・山口・福岡・佐賀・宮崎・愛知・三

重・佐賀・福岡

西日本支局会長

東日本支局会長

各支局会員に状況説明後、支援出動可否の

確認��至急回答要求
23:40

支局会員

平常業務 平常業務 平常業務

平常業務 平常業務 平常業務

要請想定 要請想定 要請想定

要請想定 要請想定 要請想定

要請想定 要請想定 要請想定

訓��練��細��目��（�災害拠点病院DMAT調整本部指揮下迄の総合的な流れ�）

想定 平成29年7月28日（金）22：00頃�兵庫県・和歌山県を中心とした震度6強の地震が発生

№ 時間

全民救統括本部

全民救会長指示を受け西日本支局会長及

び東日本支局会長あて出場可能な支局隊の

取りまとめについて連絡

23:20

2C

東日本支局会長は、全民救統括本部からの

連絡により東日本支局内の支援出動可能な

支局隊の情報収集を開始

全民救統括本部

FC

西日本支局会長は、全民救統括本部からの

連絡により西日本支局内の支援出動可能な

支局隊の情報収集を開始

西日本支局会 東日本支局会

DMAT事務局

被災地DMAT調整本部に陸路搬送手段が

不足する場合、全民救の手配調整可能の

旨、通達

23:00

22:30

DMAT事務局

全民救へ支援出動可否について連絡

DMAT事務局からの連絡を受け支援体制準

備を開始する旨�回答

全民救統括本部は�DMAT事務局からの要

請を受けた旨、全民救会長に報告。全民救

会長は被災地域等総合的に判断し、西日本

支局会への調整を優先とし、東日本支局会

あて出動可能な支局隊をとりまとめDMAT事

務局に報告するよう指示を受ける

全民救統括本部

支援出動可能な支局隊の把握着手
22:40

行��動

DMAT事務局

陸路搬送の確保が必要と判断し調整開始

被災地医療救護本部はDMAT調整本部を設

置

被害状況の把握（情報収集）

直後

直後

1

2

3

4

5

6

7
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23:50

西日本支局会長〜全民救統括本部

支援出動可能状況報告

4隊�8名�出動可能

全民救統括本部は、西日本支局会長及び東

日本支局会長からの回答に基づき、DMAT

事務局へ全民救支援可能台数7台について

報告する。併せて全民救会長に現時点での

進捗状況について報告。

全民救会長より、要請時、西日本支局支援

隊を第一次支援隊・東日本支局支援隊を第

二次支援隊と指定するよう指示を受け、両支

局会長に連絡

全民救統括本部〜DMAT事務局へ支援出

動可能台数7台の報告

全民救会長より次数別出動体制の指定0:00

西日本支局会長は、全民救統括本部から、

第一次支援隊の指定を受け、各支局隊が災

害活動拠点までの到着に要する、距離・時間

等を考慮し集結場所等について支援出動支

局隊と協議、打合せを開始

東日本支局会長は、全民救統括本部から、

第ニ次支援隊の指定を受け、各支局隊が災

害活動拠点までの到着に要する、距離・時間

等を考慮し集結場所及び確認事項等につい

て支援出動支局隊と協議、打合せを開始

支援出動支局隊は、集結場所及び確認事項

等について協議・打合せを開始

行��動 全民救統括本部 西日本支局会 東日本支局会 支局会員時間

23:40

西日本支局会長

東日本支局会長

各支局会員に状況説明後、支援出動可否の

確認��至急回答要求

東日本支局会長〜各支局

（各ブロック）

北海道・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈

川

各東日本支局回答

�関東民間救急センター����1名�支援可能

�西関東民間救急センター�1隊3名�出動可能

�神奈川民間救急サービス�1隊3名�出動可能

�かとり民間救急サービス�1隊3名�出動可能

�MAKI介護タクシー������1名�支援可能

西日本・東日本の支援出動各隊は要請時の

準備に入る。

個人装備・車両装備・資機材の機能作動点

検等行い要請を待つ

東日本支局会長〜全民救統括本部

支援出動可能状況報告

3隊�11名�出動可能

全民救統括本部了解

西日本支局会長及び東日本支局会長〜支

援出動可能状況報告（回答）

支援出動各隊は要請時の準備

0:20

災害被災地は広範囲にわたり被害は甚大。

兵庫県・和歌山県DMAT調整本部は、

DMAT事務局へ陸路搬送車両が不足してい

る旨を連絡

DMAT事務局は両県DMAT調整本部からの

要請を全民救統括本部に配車を依頼する

追加情報�両県DMAT調整本部〜DMAT事

務局に要請台数について連絡あり

兵庫県4台�和歌山県3台

DMAT事務局〜全民救統括本部へ配車台

数について連絡

全民救統括本部は、DMAT事務局からの配

車要請を受け、西日本支局会長には第一次

支援隊として、初動、活動拠点を兵庫県エリ

アに4台、東日本支局会長には初動、活動拠

点を和歌山県エリアに3台の出動を指示す

る。��������������参集場所等については、情報

収集後に、集結場所等については、両支局

間でそれぞれ協議、調整し、決定後、全民救

統括本部へ報告するよう指示する

西日本支局会長は、東日本支局会長と協議

し、「西関東民間救急センター」及び「山口民

間救急サービス」隊を第一次支援先発隊と

し、後発隊に、「民間救急オーシャン」及び

「はやぶさ」を指定し、活動拠点を兵庫県とす

る旨を全民救統括本部へ報告。

併せて、集結場所を（山陽自動車道下松上り

SA）に設定した旨、報告

東日本支局会長は、西日本支局会長と協議

し、「神奈川民間救」隊を第ニ次支援先発隊

とし、後発隊に、「かとり民間救急」及び「尾張

介護タクシー」を指定し、活動拠点を和歌山

県とする旨を全民救統括本部へ報告。

併せて、集結場所を（東名高速道路足柄

SA）に設定した旨、報告

※尾張介護タクシーは、東名阪自動車道御

在所SAで合流

№

8

9

10

11
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時間 行��動 全民救統括本部 西日本支局支援隊 東日本支局支援隊

DMAT事務局は、全民救統括本部からの支

援体制及び活動拠点配車情報を得る。

DMAT事務局は、全民救統括本部から得

た、台数と被災地に向かう民間救急事業者

の連絡先を確認し、要請のあった、兵庫県神

戸大学病院・兵庫県尼崎医療センター・和歌

山県国保日高総合病院のDMAT調整本部に

連絡する。

併せて、全民救統括本部に上記が災害拠点

病院である旨を連絡

全民救統括本部は、西日本・東日本支局会

長からの、支援出動体制及び各活動拠点の

配車決定と其々の集結場所についての報告

を受ける。

支援出動車両台数と支援出動隊情報につい

て、DMAT事務局に連絡する

全民救災害統括本部は、DMAT事務局から

の災害拠点病院情報に基づき配車調整を開

始。

神戸大学病院へ山口民間救急・民間救急

オーシャン

尼崎医療センターへ西関東民間救急・はや

ぶさ

国保日高総合病院へ神奈川民間救急

かとり民間救急・尾張介護タクシー

を配車する旨、DMAT事務局及び両支局会

DMAT事務局は、全民救災害統括本部から

の配車情報を各災害拠点病院DMAT調整本

部に連絡する。

0:30

0:40

※全民救災害統括本部は出動予定ルートの

情報収集及び被害拡大の追加要請を想定

し、三次出場可能な支局会員の指定と交代

要員・後方支援について調整を開始する。

DMAT事務局〜全民救災害統括本部にDMAT派遣先別高速道路参集拠点情報��西日本支局支援隊は山陽自動車道瀧野西SA（上り）��東日本支局支援隊は名神高速道路草津PA（下り）

全民救災害統括本部は、各支局支援隊〜各

集結場所到着報告を受ける

各支局支援隊に高速道路参集拠点情報を

伝達

西日本支局支援隊集結場所到着合流

全民救災害統括本部へ報告

情報収集・ルートの確認・指示要請高速道路

参集拠点の確認

山陽自動車道瀧野西SA（上り）了解

東日本支局支援隊集結場所到着合流

全民救災害統括本部へ報告

情報収集・ルートの確認・指示要請高速道路

参集拠点の確認

名神高速道路草津PA（下り）了解

DMAT事務局〜全民救災害統括本部に高

速道路参集拠点について連絡

全民救災害統括本部設置

各支局支援出動隊7隊出発

全民救統括本部は内閣府DMAT事務局側

近に全民救災害統括本部を設置する旨を

DMAT事務局に伺う

DMAT事務局了承

西日本支援出動隊�4隊�出発

出動予定ルートについて全民救災害統括本

部に報告

東日本支援出動隊�3隊�出発

出動予定ルートについて全民救災害統括本

部に報告

0:30

災害拠点病院DMAT調整本部から直接全民

救支援出動隊へ連絡調整

※DMAT事務局から直接連絡する様指示が

出ている。

西日本支局支援隊

神戸大学拠点病院DMAT調整本部〜山口民間救急ドライバー・民間救急オーシャン�10：00に配車�調整本部に到着報告〜活動指示

尼崎医療センター拠点病院DMAT調整本部〜西関東民間救急・はやぶさドライバー�10：00に配車�調整本部に到着報告〜活動指示

東日本支局支援隊

和歌山県国保日高総合拠点病院DMAT調整本部〜神奈川民間救急・かとり民間救急・尾張介護タクシードライバー�12：30�配車

調整本部に到着報告〜活動指示

上記指示を受ける

DMAT調整本部担当者・神戸大学病院（甲斐様）尼崎医療センター（大谷様）国保日高総合病院（藤本様）

№

12

13

14

15

16

17
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各支局支援隊活動拠点到着

西日本支局支援隊

10：00

東日本支局支援隊

12：30

時間 行��動 全民災害救統括本部 西日本支局支援隊 東日本支局支援隊

8:30

指定高速道路参集拠点出発

8:00

指定高速道路参集拠点到着 指定高速道路参集拠点到着

山陽自動車道瀧野西SA（上り）

全民救災害統括本部に報告

情報収集�参集場所の確認

指定高速道路参集拠点到着

名神高速道路草津PA（下り）

全民救災害統括本部に報告

情報収集�参集場所の確認
指定高速道路参集拠点出発

山陽自動車道瀧野西SA（上り）

全民救災害統括本部に報告

指定高速道路参集拠点出発

名神高速道路草津PA（下り）

全民救災害統括本部に報告

西日本支局支援隊及び東日本支局支援隊は各活動拠点到着報告後、各支局会長を兵庫連絡調整担当者、和歌山連絡調整担当者として配置
各連絡調整担当者は、全民救災害統括本部に拠点病院到着・到着報告・連絡調整担当者の配置・活動指示内容を報告

以下�各拠点病院DMAT調整本部の指揮下で活動�随時、西・東連絡調整担当者から全民救災害統括本部に情報・活動内容を報告

指定拠点病院到着

到着報告

活動内容について指示を受ける

兵庫連絡調整担当者を配置

指定拠点病院到着

到着報告

活動内容について指示を受ける

和歌山連絡調整担当者を配置
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連携訓練後、報告書を基に作成 


