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この度、福井県透析施設ネットワークから災害対策マニュアル
第二版が発行されることになりました。本マニュアルは「被災施
設がまずなすべきこと」からはじまり、災害発生時の使いやすさ
を最重点に編集されています。災害発生時の連絡先が明記さ
れており、災害時情報伝達ＦＡＸ用紙も添付されています。県外
施設に支援を求めることも視野に入れ、日本透析医会のネット
ワークとも連携するようにしております。本マニュアルを常時手
許に置かれ、災害発生時にも冷静に対応して頂きたく存じます。
最後に、本マニュアルの作成にご尽力頂いた事務局の宮崎良
一先生をはじめ会員の皆様に心から感謝致します。

平成23年11月
福井県透析施設ネットワーク会長

岩野 正之
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・・・・県内県内県内県内のののの最大震度最大震度最大震度最大震度がががが5強以上強以上強以上強以上のののの地震地震地震地震がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合

・・・・施設施設施設施設にににに被害被害被害被害がありがありがありがあり援助援助援助援助がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合
・・・・災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法がががが適応適応適応適応となるようなとなるようなとなるようなとなるような広域災害発生時広域災害発生時広域災害発生時広域災害発生時

各施設各施設各施設各施設がまずがまずがまずがまず行行行行うことうことうことうこと
1.施設の被害状況を把握し

2.事務局（藤田記念病院 宮崎良一）に所定のFAX用紙（災害時

情報伝達FAX用紙）に記入しFAXする

FAX用紙の書式に準じて被害状況をメール送信でも可とする。
3.事務局事務局事務局事務局がなんらかのがなんらかのがなんらかのがなんらかの事情事情事情事情でででで機能機能機能機能しないしないしないしない場合場合場合場合はははは次次次次のののの順序順序順序順序でででで事務事務事務事務

局局局局をををを変更変更変更変更するするするする。。。。
1））））第一変更事務局第一変更事務局第一変更事務局第一変更事務局：：：：福井大学医学部附属病院福井大学医学部附属病院福井大学医学部附属病院福井大学医学部附属病院
2））））第二変更事務局第二変更事務局第二変更事務局第二変更事務局：：：：福井県立病院福井県立病院福井県立病院福井県立病院

4.ともに不可能な場合は、電話その他の方法で事務局に連絡を

入れる。

福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設ネットワークネットワークネットワークネットワーク事務局事務局事務局事務局
（（（（藤田記念病院藤田記念病院藤田記念病院藤田記念病院・・・・ 宮崎宮崎宮崎宮崎 良一良一良一良一））））

FAX番号番号番号番号 ：：：： 0776（（（（21））））1277

TEL番号番号番号番号 ：：：： 0776（（（（24））））2117
ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス ：http://fukui.saigai-touseki.net/

E-Mail：：：：
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1.背景背景背景背景とととと目的目的目的目的

阪神大震災、新潟県中越地震、能登半島地震など大規模災害
の経験から、地域における災害対策ネットワークの構築と、それ
を全国的に統括し被災地域へ迅速な支援を行えるシステム作り
の必要性が認識されている。
特に、透析医療は電気、水などのライフラインに大きく依存した
治療であり、いささかの猶予も許されない点で災害対策の基本
となるべき分野である。
本マニュアルは大規模災害に見舞われた際にいかに被害状況
を速やかに把握し、被災地域への県内外からの速やかな支援
導入を可能にし、慢性腎不全患者の生命と安全を守ることを目的
に策定された。

2.ネットワークネットワークネットワークネットワーク参加施設透析施設参加施設透析施設参加施設透析施設参加施設透析施設とととと代表者代表者代表者代表者

別紙名簿に県内透析施設の代表者、所在地、連絡先の一覧を
示す。本ネットワークの参加は各施設の任意であるが、本会の
設立趣旨を鑑み県内全施設の参加が望ましい。
各施設には以下に定める代表者を決めており事務局に電話番号

FAX番号、メールアドレスを既に登録済みである。
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3.福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設ネットワークネットワークネットワークネットワーク.災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部

福井県内に震度5弱以上の地震と、国または地方公共団体により

災害救助法が適応されるような広範囲にわたる構造物の損壊、
焼失、浸水、流水、交通網の遮断、ライフラインの遮断等の被害が
発生した場合に、会長、副会長、事務局が緊急に連絡をとり、
「福井県透析施設ネットワーク災害対策本部」を設置する。
本部長には会長が当たり、副本部長には副会長、事務局がこれに
当たり本部長を補佐する。

4.災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部のののの業務業務業務業務

「災害対策本部」は、電話連絡網、メーリングリスト、FAX等の様々

なメディアを用いて被災状況の収集、非被災エリアでの患者受け
入れ体制の整備を行い、「日本透析医会」への被災状況報告を
行う。

ａ.被災状況の確認・被災情報の収集
b.被災施設からの患者移送依頼をまとめ、非被災地域での

受け入れ調整
c.被災状況を日本透析医会情報ネットワークへ発信
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5.被災施設被災施設被災施設被災施設のののの業務業務業務業務

被災施設のもっとも大切な業務は、被災状況の把握と情報の配信
である。

電子メール、FAX、電話等の様々なメディアを用いて以下の業務を

速やかに行う。

ａ.被災状況の把握・確認
b.要支援患者数の把握
c.要支援内容の把握（物資、マンパワー等）
d.災害対策本部へ報告
e.日本透析医会情報ネットワークへの発信

6.非被災施設非被災施設非被災施設非被災施設（（（（支援施設支援施設支援施設支援施設））））のののの業務業務業務業務

非被災施設のもっとも大切な業務は、被災施設からの支援患者の
速やかな受け入れ体制の整備と、その受け入れである。
受け入れ可能状況の可否を、災害対策本部に速やかに連絡する。

ａ.施設での患者受け入れ体制の整備
b.患者受け入れ可能数の把握
c.災害対策本部への受け入れ可能患者数の報告
d.日本透析医会情報ネットワークへの発信
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7.災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの連絡方法連絡方法連絡方法連絡方法

福井県透析施設ネットワークでは、平時では

・メーリングリスト
・電話連絡網

・FAX連絡網

による施設間相互連絡体制を敷いている。しかし、緊急時には
電話の通信規制がかかり一般電話につながりにくい状況が発生
するため、以下の複数の通信手段を利用して施設間、患者との
連絡を取る。

1）災害時優先電話：優先的に電話をかけることができる
2）公衆電話：災害時優先電話である
3）インターネット、電子メール
4）携帯電話、携帯メール
5）災害時伝言ダイヤル：NTT、携帯電話
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8.災害時災害時災害時災害時フローチャートフローチャートフローチャートフローチャート

・・・・最大震度最大震度最大震度最大震度５５５５強以上強以上強以上強以上のののの地震発生時地震発生時地震発生時地震発生時
・・・・施設施設施設施設にににに被害被害被害被害がありがありがありがあり要請要請要請要請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合
・・・・災害救助法災害救助法災害救助法災害救助法がががが適応適応適応適応となるようなとなるようなとなるようなとなるような広域災害発生時広域災害発生時広域災害発生時広域災害発生時

本部長本部長本部長本部長：：：：会長会長会長会長
副本部長副本部長副本部長副本部長：：：：副会長副会長副会長副会長、、、、事務局事務局事務局事務局

福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設ネットワークネットワークネットワークネットワーク
災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部（（（（設立設立設立設立））））

事務局事務局事務局事務局：：：：情報情報情報情報のののの一元化一元化一元化一元化

収集収集収集収集したしたしたした情報情報情報情報をををを元元元元ににににフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック

・・・・患者患者患者患者のののの振振振振りりりり
分分分分けけけけ

・・・・物資物資物資物資のののの振振振振りりりり
分分分分けけけけ

・・・・マンパワーマンパワーマンパワーマンパワー
のののの支援支援支援支援

・・・・公的機関公的機関公的機関公的機関
へのへのへのへの支援支援支援支援
要請要請要請要請

・・・・災害情報災害情報災害情報災害情報
ネットネットネットネットへへへへ発信発信発信発信

・・・・他他他他

・・・・被災状況被災状況被災状況被災状況のののの把握把握把握把握
・・・・要支援患者数要支援患者数要支援患者数要支援患者数のののの把握把握把握把握
・・・・要支援内容要支援内容要支援内容要支援内容のののの把握把握把握把握

（（（（物資物資物資物資、、、、マンパワーマンパワーマンパワーマンパワー他他他他））））
・・・・災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部へへへへ報告報告報告報告

（（（（FAX,メールメールメールメール、、、、電話等電話等電話等電話等））））

・・・・災害情報災害情報災害情報災害情報ネットネットネットネットへへへへ発信発信発信発信

被災施設被災施設被災施設被災施設

・・・・被災患者受被災患者受被災患者受被災患者受けけけけ入入入入れれれれ体制整備体制整備体制整備体制整備
・・・・被災患者受入数被災患者受入数被災患者受入数被災患者受入数のののの把握把握把握把握
・・・・応支援内容応支援内容応支援内容応支援内容のののの把握把握把握把握

（（（（物資物資物資物資、、、、マンパワーマンパワーマンパワーマンパワー他他他他））））
・・・・災害対策本部災害対策本部災害対策本部災害対策本部へへへへ報告報告報告報告

（（（（FAX,メールメールメールメール、、、、電話等電話等電話等電話等））））

・・・・災害情報災害情報災害情報災害情報ネットネットネットネットへへへへ発信発信発信発信

非被災施設非被災施設非被災施設非被災施設

会長会長会長会長、、、、副会長副会長副会長副会長、、、、事務局事務局事務局事務局でででで協議協議協議協議

（8）



（9）



1.福井県透析施設ネットワークホームページへアクセス
http://fukui.saigai-touseki.net/

「災害情報伝達」をクリック
して下さい。

「災害時情報送信」をクリッ
ク
して下さい。

2.日本透析医会災害情報ネットワーク

災害時情報伝達・集計専用ページ
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3.入力画面

（11）

「施設名」「入力者」
「都道府県」を入力し
「次へ」をクリック
して下さい。

※ 次の画面に「被災状況」又は、「支援情報」を入力し、項目
の入力が終わったら、「確認」ボタンを押して下さい。

※ 確認画面が表示されますので、内容を確認し「登録」ボタン
押して下さい。

※ 情報の登録はこれで終了です。
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福井県透析施設ネットワーク災害対策FAX用紙は、

福井県透析施設ネットワークホームページからダウンロード
できます。（PDFファイル KB）

http://fukui.saigai-touseki.net/

事前にダウンロードし、いつでも使えるように保存しておい
て
下さい。

　　　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　被災あり　・　被災なし

□　施設損壊
□　透析関係機械使用不能
□　その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□可　　　　　　□不可
□　なし
□　入院　　　　　　　　　　　　　　　 人
□　外来　　　　　　　　　　　　　　　 人

本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人
看護師　　　　　　　　　　　　　　　　  人
技師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人

ダイアライザ 人分
血液回路 人分

透析液原液 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分

　　　　□可　　　　　　□不可
本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

看護師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
技師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

被災状況

支援（被災患者受入れ）

受入れ可能数

医師・スタッフ派遣
可能数

（備考欄）

透析要請

医師・スタッフの派遣希望

主な不足物

（備考欄）

被災被災被災被災なしのなしのなしのなしの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい

建物、透析装置等
（複数選択可）

該当の□にレ印で
テェック

その他の不足物や連絡事項等
（復旧に一番必要な物等）

透析の継続

患者の受け入れ希望

報告日時
施設名

報告者名
○で囲んで下さい

被災被災被災被災ありのありのありのありの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい

　　　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　被災あり　・　被災なし

□　施設損壊
□　透析関係機械使用不能
□　その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□可　　　　　　□不可
□　なし
□　入院　　　　　　　　　　　　　　　 人
□　外来　　　　　　　　　　　　　　　 人

本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人
看護師　　　　　　　　　　　　　　　　  人
技師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人

ダイアライザ 人分
血液回路 人分

透析液原液 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分

　　　　□可　　　　　　□不可
本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

看護師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
技師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

被災状況

支援（被災患者受入れ）

受入れ可能数

医師・スタッフ派遣
可能数

（備考欄）

透析要請

医師・スタッフの派遣希望

主な不足物

（備考欄）

被災被災被災被災なしのなしのなしのなしの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい

建物、透析装置等
（複数選択可）

該当の□にレ印で
テェック

その他の不足物や連絡事項等
（復旧に一番必要な物等）

透析の継続

患者の受け入れ希望

報告日時
施設名

報告者名
○で囲んで下さい

被災被災被災被災ありのありのありのありの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい

被災被災被災被災ありありありあり：：：：赤赤赤赤枠内枠内枠内枠内をををを記入記入記入記入

記入例記入例記入例記入例

被災被災被災被災なしなしなしなし：：：：青青青青枠内枠内枠内枠内をををを記入記入記入記入
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福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設福井県透析施設ネットワークネットワークネットワークネットワーク 災害時情報伝達災害時情報伝達災害時情報伝達災害時情報伝達ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ用紙用紙用紙用紙

事務局事務局事務局事務局：：：：藤田記念病院藤田記念病院藤田記念病院藤田記念病院 FAX ０７７６０７７６０７７６０７７６（（（（２４２４２４２４））））２１１７２１１７２１１７２１１７

重要重要重要重要重要重要重要重要

重要重要重要重要重要重要重要重要

　　　　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　被災あり　・　被災なし

□　施設損壊
□　透析関係機械使用不能
□　その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　□可　　　　　　□不可
□　なし
□　入院　　　　　　　　　　　　　　　 人
□　外来　　　　　　　　　　　　　　　 人

本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人
看護師　　　　　　　　　　　　　　　　  人
技師　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人

ダイアライザ 人分
血液回路 人分

透析液原液 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分
薬品（　　　　　　　　　）　　 人分

　　　　□可　　　　　　□不可
本日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
明日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

明後日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
医師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

看護師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
技師 　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

被災状況

支援（被災患者受入れ）

受入れ可能数

医師・スタッフ派遣
可能数

（備考欄）

透析要請

医師・スタッフの派遣希望

主な不足物

（備考欄）

被災被災被災被災なしのなしのなしのなしの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい

建物、透析装置等
（複数選択可）

該当の□にレ印で
テェック

その他の不足物や連絡事項等
（復旧に一番必要な物等）

透析の継続

患者の受け入れ希望

報告日時
施設名

報告者名
○で囲んで下さい

被災被災被災被災ありのありのありのありの場合記入場合記入場合記入場合記入してしてしてして下下下下さいさいさいさい
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施設名施設名施設名施設名

潮木　保幸 先生

加藤　珠代 先生

高橋　直生 先生

教授 岩野　正之 先生 糟野　健司 先生

三上　大輔 先生

准教授 木村　秀樹 先生 横山　由就 先生

横井　靖二 先生

小松　和人 先生

伊藤　正典 先生

片野　健一 先生

三好　満 先生

森　夕起子 先生

加藤　綾子 先生

山岸　瑞希 先生

4444 中村病院　 院長 中村　康孝 先生 中村　康孝 先生

5555 公立丹南病院　 院長 伊藤　重二 先生 内山　崇 先生

6666 細川内科クリニック 院長 岡田　映子 先生 岡田　映子 先生

7777 細川泌尿器科医院 院長 細川　高志 先生 細川　高志 先生

8888 広瀬病院　 院長 広瀬　真紀 先生 宇都宮　一正 先生

9999 あすわクリニック 理事長 小森　吉晴 先生 小森　吉晴 先生

10101010 福井厚生病院　　 院長 羽場　利博 先生 前川　直美 先生

荒木　英雄 先生

上田　直和 先生

額　裕海 先生

清水　和朗 先生

小林　元夫 先生

理事長 藤田　知洋 先生 宮崎　良一 先生

　　宮城  恭子 先生

山本　智恵 先生

14141414 藤田記念病院附属大野診療所 理事長 藤田　知洋 先生 宮崎　良一 先生

15151515 福井社会保険病院　 院長 河北　公孝 先生 河北　公孝 先生

16161616 鈴木クリニック 院長 鈴木　亨 先生 鈴木　亨 先生

17171717 泉ヶ丘病院　 院長 上坂　敏弘 先生 吉村　輝夫 先生

18181818 杉田玄白記念　公立小浜病院　 院長 吉田　治義 先生 吉田　治義 先生

19191919 社会保険高浜病院 院長 三浦　正博 先生 三浦　正博 先生

20202020 福井総合病院 理事長 林　正岳 先生 佐竹　一夫 先生

21212121 福島泌尿器科医院 院長 福島　克治 先生 福島　克治 先生

22222222 坂井市立三国病院 院長 廣瀬　和郎 先生 廣瀬　和郎 先生

23232323 林病院　 院長 野尻　正憲 先生 野尻　正憲 先生

24242424 岩井病院 院長 岩井　法彦 先生 岩井　晃男 先生

25252525 はやしクリニック 院長 林　　正則 先生 林　　正則 先生

26262626 越前外科内科医院 岩堀　嘉和 先生

27272727 大滝外科胃腸科病院 木藤知佳志 先生

28282828 木村病院（あわら） 理事長    木村　捷一 先生 　 根石　裕美子 先生

先生院長 宮崎　良一

米島　學

院長 山本信一郎

先生院長

先生

福井大学医学部　病態制御
医学講座　腎臓病態内科学
（検査医学）

2222

3333 福井赤十字病院

13131313 藤田記念病院　

12121212 市立敦賀病院　

11111111 福井県立病院

院長 野口　正人 先生

施設代表者名施設代表者名施設代表者名施設代表者名 透析従事医師名透析従事医師名透析従事医師名透析従事医師名

1111 福井県済生会病院 院長 田中　延善 先生



★ この件に関してのお問い合わせ

福井県透析施設ネットワーク 事務局
財団医療法人 藤田記念病院

宮崎 良一

〒910-0005

福井市宝永4-15-7

TEL：0776（21）1127

FAX：0776（24）2117
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