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【本件取材についてのお問合せ】 

学校法人 関西医科大学 広報戦略室（岡田） 

〒573-1010 大阪府枚方市新町2-5-1 

電話：072-804-2126 ファクス：072-804-2344 メール：kmuinfo@hirakata.kmu.ac.jp 

PRESS RELEASE 

リリース先： 
大阪科学・大学記者クラブ、枚方記者クラブ 

 

１ 訓練日時 

  平成３０年１０月２０日（土曜日）午前９時から午前１２時まで（予定） 

      ※当日の天候等により、訓練を中止する可能性があります。 

 

２ 被災想定 

 平成３０年１０月１８日（木）午後８時に守口市を震源地とするマグニチュード７、最大震度７の地

震が発生。１０月２０日（土）午前９時に門真市を中心としたマグニチュード６、最大震度６強の余震

が発生。守口市・門真市内を中心に多くの死傷者が発生するなど、府内が甚大な被害を受けると想定。 

 

３ 主な訓練場所及び訓練内容 

（１）門真市南部市民センターに応急救護所設置。 

トリアージ、応急処置、救急隊（模擬）による患者搬送訓練。 

※模擬救急車両として消防車（ワゴン車）にて搬送します。救急隊による患者搬送訓練等実施 

（２）守口市危機管理室において避難所情報の収集、守口市健康推進課において 

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）入力訓練 

（３）関西医科大学総合医療センター（災害拠点病院）に病院災害対策本部設置。 

関係機関との情報伝達訓練 

（４）守口保健所に地域災害保健医療調整本部設置。 

災害拠点病院及び関係機関との情報伝達訓練 

 

大阪府守口保健所管内関係機関による 

災害訓練の実施について 

災害拠点病院との協働による訓練を実施します 

 【本件のポイント】 

 大阪府守口保健所管内関係機関が相互連携し、大阪府を被災地と

して、守口市を中心とした直下型地震を想定した実動及び机上によ

る医療活動訓練を実施します。この訓練は、関係機関相互の情報共

有等を図り、地域連携を強化するとともに、災害発生直後の保健医

療活動の課題を明確にすることを目的としています。 
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４ 訓練参加機関 

大阪府守口保健所、関西医科大学総合医療センター、守口市門真市消防組合消防本部、門真市危機管理

課、同健康増進課、守口市危機管理室、同健康推進課、門真市医師会、守口市医師会、社会医療法人 蒼

生会 蒼生病院 

 

５ その他 

 本訓練は安全管理上、府民一般の見学はできません。 

本訓練の取材は、上記「3（1）」のみとさせていただきます。 

本訓練の実施要領、及び当日の具体的なスケジュールは別添資料をご参照ください。 

 

 

■訓練の概要に関するお問合せ先 

学校法人 関西医科大学 総合医療センター管理課（河津） 

〒570-8507 大阪府守口市文園町 10-15 

電話：06-6992-1001 ファクス：06-6992-4846 メール：kawatsuy@takii.kmu.ac.jp 

 

■取材のお申込み先 

学校法人 関西医科大学 広報戦略室（岡田） 

〒573-1010 大阪府枚方市新町2-5-1 

電話：072-804-2126 ファクス：072-804-2344 メール：kmuinfo@hirakata.kmu.ac.jp 
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大阪府守口保健所管内健康危機管理関係機関会議における災害訓練 

（関西医科大学総合医療センター第 13 回災害訓練との協働訓練）実施要領 

 

１目的 管内健康危機管理関係機関会議の参加関係機関と協働して、大規模地震発生を想

定した災害訓練を実施し、相互に情報の共有等を図り、地域連携を強化するとと

もに、地域の課題を明確化する。 

２訓練日時 平成 30 年 10 月 20 日（土）9:00～12:00 

３訓練場所 各機関の開催場所と開始時間は別紙「平成 30 年度災害訓練内容」参照 

４参加機関 

 

 

関西医科大学総合医療センター  社会医療法人 蒼生会 蒼生病院 

守口市危機管理室        門真市危機管理課 

守口市健康推進課        門真市健康増進課 

守口市医師会          門真市医師会 

守口市門真市消防組合消防本部  大阪府守口保健所 

５訓練内容 ・大阪府守口保健所に地域災害保健医療調整本部立ち上げ、リエゾン派遣 

・守口市に避難所設置（市立さくら小学校での避難所開設を想定し応急救護所と

なる市民保健センターで訓練を実施）、避難所アセスメント 

・門真市の応急救護所設置（南部市民センター）、トリアージ、応急処置 

・関西医科大学総合医療センターへの患者搬送 

・防災行政無線等を使用した情報伝達 

・EMIS 入力訓練 

６その他 ・災害訓練は、小雨決行とします。 

※大雨警報が発令された場合や悪天候が予測される場合は、午前 7 時 00 分に

実施の可否を関西医科大学総合医療センターより連絡を受け、関係者に連絡

する。 
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平成 30 年度災害訓練内容 
機関名 訓練内容 訓練場所 開始時間 

関西医科大学 

総合医療センター 

・患者受け入れ 

・災害医療コーディネーター 

・EMIS モニタリング 

・リエゾン受け入れ（仮想） 

災害医療本部 

⇒関西医大総合医療センター 

 南棟 救急医局 

9:00 

社会医療法人 

蒼生会 

蒼生病院 

・黄タグ患者受け入れ（仮想） 

・病院トリアージ 

※訓練では門真市の応急救護所で保健セ

ンターと一緒に実施する。 

・EMIS 入力（仮想） 

門真市応急救護所（南部市民セ

ンター） 

10:00 

守口市医師会 

・会員の安否確認（仮想） 

・情報伝達訓練 

・救護所への医師の派遣（仮想） 

守口市医師会事務局 

 

9:00 

門真市医師会 

・会員の安否確認（仮想） 

・情報伝達訓練 

・救護所への医師の派遣（仮想） 

門真市医師会事務局 9:00 

守口市 

危機管理室 

・守口市災害対策本部立ち上げ 

・情報伝達訓練 

・避難所開設（仮想） 

・避難所の情報集約 

・リエゾンの受入れ 

守口市災害対策本部 

⇒危機管理室 

（守口市役所 1階） 

9:00 

守口市 

健康推進課 

・避難所の情報を EMIS（（避難所情報）に入

力 

・避難所の情報集約（医療関係） 

・避難所アセスメント 

・情報伝達訓練 

守口市避難所 

⇒市立さくら小学校での避難

所開設を想定し応急救護所とな

る市民保健センターで訓練を実

施 

9:00 

門真市 

危機管理課 

・門真市災害対策本部立ち上げ 

・情報伝達訓練 

・EMIS（避難所情報）入力 

門真市災害対策本部 

⇒危機管理課 

（門真市役所 別館 3階） 

9:00 

門真市 

健康増進課 

・門真市医療本部立ち上げ 

・応急救護所開設 

・トリアージ、応急処置 

・リエゾンの受入れ（仮想） 

・情報伝達訓練 

門真市医療対策本部 

⇒門真市保健福祉センター 

応急救護所 

⇒南部市民センター 

9:30 

守口市門真市 

消防組合 

・管内医療機関情報の収集（仮想） 

・門真市応急救護所⇒病院への患者搬送 

・情報伝達訓練 

救護所→関西医大総合医療セン

ターへ搬送 

9:00 

守口保健所 

・地域災害保健医療調整本部立ち上げ 

・情報伝達訓練 

・管内医療情報の集約 

・EMIS 入力 

・災害医療コーディネーターとの連携 

・リエゾン派遣（仮想） 

地域災害保健医療調整本部 

 ⇒守口保健所（市役所 8階） 

リエゾン（仮想） 

・守口市危機管理室 

・門真市保健福祉センター 

・関西医大総合医療センター 

9:00 

 


