
 

令和元年８月３０日 

内閣府（防災担当） 

永田クラブ、経済研究会へ資料配布 

国土交通記者会へ貼り出し 

 

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練について 

 

１ 訓練の趣旨 

首都直下地震を想定し、首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画

（令和元年５月２７日改定）、日本ＤＭＡＴ活動要領（平成２８年３月３１日改正）、大

規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について（平成２９年７月５日各都道府県

知事あて厚生労働省（医政局長他）通知(技術的助言)）等に基づく大規模地震発生時に

おける医療活動に関する総合的な実動訓練を国、地方公共団体等が連携して実施し、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

の協力の円滑化を図る。 

 

２ 訓練の概要（訓練実施箇所ごとの訓練概要は、別紙参照） 

実施日 令和元年９月６日(金)及び７日(土) 

訓練想定 
首都直下地震により、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県 

に甚大な被害発生を想定 

主な訓練項目 

① 地域医療活動訓練の実施 

（本部運営、域内搬送、参集拠点設置、ＳＣＵ運営等） 

② ＤＭＡＴの参集、活動訓練の実施 

 （被災想定の４都県を除く４３道府県のＤＭＡＴが参加） 

③ 広域医療搬送訓練の実施 

参加機関等 

内閣官房、内閣府、警察庁、消防庁、厚生労働省（DMAT 事務

局含む）、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、国立研究開発法人防災科学技術研

究所、日本赤十字社、東日本高速道路株式会社、中日本高速

道路株式会社、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、  

東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、福岡県、公益

社団法人全日本トラック協会 等 
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３ 取材について 

（１） 問合せは、次の区分によりそれぞれの問合せ先へお願いします。 

①訓練概要のうち、 

・訓練実施全体は、下記問合せ先「３ 厚生労働省ＤＭＡＴ事務局」へ 

・都県の訓練内容等は、別紙「(都県)の訓練概要」の各参加都県担当課へ 

・都県以外の参加機関等への取材希望は、下記問合せ先「１ 内閣府②」へ 

②訓練の趣旨のうち、 

・大規模災害時の医療体制、制度等は、下記問合せ先「２ 厚生労働省」へ 

・国の省庁の連携は、下記問合せ先「１ 内閣府①」へ 

③その他問合せ先が不明な場合等は、下記問合せ先「１ 内閣府②」へ 

 

（２） 訓練実施日における訓練実施場所での取材について 

訓練実施場所での取材については、原則として入場登録等が必要です。 

つきましては、その登録手続等について、９月３日(火)までにＤＭＡＴ事務局又

は各参加都県担当課にお問い合わせのうえ、申込手続をして下さい。 

また、取材時には、訓練の妨げにならないよう、現地担当者の指示に従って下さ

い。 

 
   

＜問合せ先＞ 

１ 内閣府（防災担当） 
① 災害緊急事態対処担当 参事官補佐 西村哲也 

TEL 03-3502-6047(直通) 
② 地方・訓練担当 参事官補佐 笠井健司 

TEL 03-3503-9394(直通) 
 

２ 厚生労働省医政局地域医療計画課 

  災害時医師等派遣調整専門官 西田 翼 

           TEL 03-3595-2194(直通) 

 

３ 厚生労働省ＤＭＡＴ事務局 

（独立行政法人国立病院機構災害医療センター） 

市原 正行 

TEL 042-526-5701(直通) 
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DMATの訓練概要（案）

別添1令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

○訓練の目的
• 大規模災害への対応能力向上のため、

DMATの組織的な運用を検証
• DMATの参集とニーズに応じた被災地

への配分
• 被災地から被災地外への傷病者の医療搬

送

○訓練内容
• 必要なDMAT本部の設置と運営
• DMATの参集拠点への参集
• DMAT本部及びDMATによる医療機関

の調査、被害状況把握
• 広域災害級医療情報システム（EMIS）

による医療機関の被害状況共有
• 医療機関への必要な支援活動実施
• 衛星電話・無線等の通信手段の活用
• これらに加え、広域医療搬送、地域医療

搬送、SCU活動、機内活動等を組み合
わせ実施

• 関係機関との連携

○DMATの参加について
• 被災地内の訓練参加医療機関（予定）：

199医療機関（１都３県合計）
（内訳）埼玉県：31機関、千葉県：40機関、
東京都： 83機関、神奈川県：45機関
（災害拠点病院、DMAT指定医療機関等）

• 訓練プレイヤー（被災地外からの支援DMAT）
（予定）：31９病院、331チーム、約1,600名

• 訓練コントローラー（予定）：約440名
（ＤＭＡＴインストラクター等）

• ドクターヘリ：埼玉県ドクターヘリ、千葉県南部
ドクターヘリ、神奈川県ドクターヘリ、長野県東
部ドクターヘリ

○訓練日程
• 9月6日（金）11時～：DMAT事務局及び被災地

内のDMAT本部の設置、DMATの各都県への配分
等の本部間の連絡調整訓練を実施

• 9月7日（土）終日：DMATが被災地に参集し、
災害拠点病院等での実動訓練を実施
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別添1令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

○DMATの被災地への参集方法
• 北海道、中国、四国、九州・沖縄ブロック：空路参集（自衛隊機または民航機利用）
• 東北、関東、中部、近畿ブロック：陸路参集
• 民航機により空路で参集するDMATは、被災地側の空路参集拠点からレンタカー等により被

災地内を移動

○DMATの参集拠点
• 陸路の参集拠点：被災地域内の災害拠点病院等、東北自動車道蓮田SA上り（埼玉県）、常磐

自動車道守谷SA上り（茨城県） 、関越自動車道高坂SA上り（埼玉県） 、中央自動車道談合
坂SA上り（山梨県） 、東名高速道路足柄SA上り（静岡県）

• 空路の参集拠点：成田国際空港（千葉県）、静岡空港（静岡県）、福岡空港（福岡県）4



埼玉県の訓練概要

別添1

○日時：令和元年９月７日（土）７時３0分開始

○場所：埼玉県危機管理防災センター、県内災害拠点病

院、航空自衛隊入間基地､他

○訓練想定：東京湾北部地震、県内最大震度６強

○訓練概要：ＳＣＵ（入間基地）設営、ＤＭＡＴ受入・

派遣、ドクターヘリ及び防災ヘリ、県警察ヘリ、自衛

隊ヘリによる患者等搬送、仮想避難所における診療、

後方支援

○訓練参加機関等
災害拠点病院などの医療機関、日本赤十字社埼玉県支
部、航空自衛隊・陸上自衛隊、警察、関係消防本部、
災害時応援協定事業者、看護学生ほか

参加医療機関（予定） ・・・３１機関
参加DMAT数（予定）・・・約３０チーム

（他県からの支援DMATは２０チーム程度の予定）
参加者数（予定） ・・・５００名程度

取材場所等に関する問合せ先
埼玉県保健医療部医療整備課
ＴＥＬ：048-830-3643

内線3642

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練
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組織図
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千葉県の訓練概要

別添1

○日時：令和元年９月７日（土）７時０0分開始

○場所：千葉県庁、県内各災害拠点病院

○訓練想定
千葉県北西部を震源とする地震

○訓練概要
本部運営、域内搬送、参集拠点設置、ＳＣＵ運営、
DMAT参集、DMAT活動、広域医療搬送
DPAT・小児周産期リエゾン等との連携

○訓練参加機関等
千葉県、厚生労働省DMAT事務局、保健所、市、
災害拠点病院、DPAT、小児周産期リエゾン 等

参加医療機関（予定） ・・・４０
参加DMAT数（予定）・・・４０チーム

（他県からの支援DMATは○○チーム）
参加者数（予定） ・・・１，０００名程度

取材場所等に関する問合せ先
千葉県健康福祉部医療整備課
ＴＥＬ：０４３-2２３-３８８６

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

7



千葉県災害健康福祉部
（千葉県DMAT調整本部）

指揮系統図

東葛北部
活動拠点本部
（松戸市立総合

医療センター
内）

東葛南部
活動拠点本部
（船橋市立医療
センター内）

千葉
活動拠点本部

（千葉大学医学部
付属病院内）

君津・安房・夷
隅

活動拠点本部

（君津中央病院
内）

印旛・香取海匝
活動拠点本部

（日本医大大千
葉北総病院内）

松戸市立
総合医療
センター

慈恵医大
柏病院

船橋市立
医療センター

順天堂大学
浦安病院

東京ベイ浦
安市川医
療センター

東京歯科大
市川総合
病院

東京女子医
科大八千代
医療センター

済生会
習志野病院

千葉大学
医学部付属

病院

国立病院機
構千葉医療
センター

千葉市立
青葉病院

千葉県救急
医療センター

千葉市立
海浜病院

千葉
労災病院

帝京大ちば
総合医療
センター

千葉県
循環器病
センター

東千葉
メディカル
センター

日本医大千
葉北総病院

成田赤十字
病院

東邦大学
医療センター
佐倉病院

旭中央病院

佐原病院

君津中央
病院

亀田総合
病院

安房地域
医療センター

千葉西総合
病院

守谷SA
参集拠点

成田空港
参集拠点

DMAT事務局

船橋市立
医療センター
SCU指揮所

君津中央
病院

SCU指揮所

東千葉メディ
カルセンター
SCU指揮所

日本医大千
葉北総病院
SCU指揮所

市原・山武長生
活動拠点本部

（東千葉メディカ
ルセンター内）
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別添1

○日時：令和元年９月７日（土）７時３０分開始

○場所：東京都全域

○訓練想定
首都直下地震（Ｍ７．３（暫定値） 最大震度７）

○訓練概要
医療対策拠点の円滑な立ち上げ・運営、災害拠点病院

の傷病者受入、地域医療搬送（空路・陸路）、ＳＣＵ設
置、広域医療搬送（大型回転翼機）、東京ＤＭＡＴの展
開、ＥＭＩＳ入力訓練等

○主な訓練参加機関等
東京都、災害拠点病院、日本赤十字社東京都支部、民

間搬送事業者、東京消防庁、中日本航空、自衛隊

取材場所等に関する問合せ先
東京都福祉保健局医療政策部 救急災害医療課
ＴＥＬ：0３－５３２０－４４４５

（東京都）の訓練概要

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

9



別添1

（東京都）の体制図

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練
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神奈川県の訓練概要

別添1

○日時：令和元年９月７日（土）7時００分開始

○場所：神奈川県庁、横浜市役所、川崎市役所、海上自衛隊厚木航空基地、
各災害拠点病院、各災害協力病院 ほか

○訓練想定

首都直下地震（県内最大震度６強）

○主な訓練概要
本部運営訓練、病院訓練、ＳＣＵ設置運営・広域医療搬送訓練、地域ＳＣＵ設置
運営・地域医療搬送訓練、ロジスティクス訓練等
※横浜市、川崎市に「（仮）DMAT準調整本部」を設置し、市内のＤＭＡＴ調整

訓練を試行的に行う。

○訓練参加機関等
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、災害拠点病院・災害協力病院等医療機関
（４５機関）、神奈川県警察本部、関係消防本部、海上保安庁、自衛隊、在日米軍、
日本赤十字社神奈川県支部、その他関係団体

取材場所等に関する問合せ先
神奈川県健康医療局保健医療部健康危機管理課
ＴＥＬ：０４５－２１０－４６３４

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練
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東海大学医学部付属病院

藤沢市民病院

北里大学病院

川崎市立多摩病院

川崎市立井田病院

川崎市立川崎病院

横浜労災病院

済生会横浜市南部病院

横浜医療センター

横浜市立市民病院

海上自衛隊厚木航空基地

ＳＣＵ指揮所

福岡空港SCU

ＤＭＡＴ活動拠点本部

神奈川県保健医療調整本部
神奈川県DMAT調整本部

横浜市DMAT準調整本部

川崎市DMAT準調整本部

首都直下地震による震度分布

神奈川県の訓練概要

1
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山形県の訓練概要

別添1

令和元年度 山形空港SCU(※)設置運営訓練

○日時：令和元年９月７日（土）正午開始（予定）

○場所：山形空港(山形県東根市大字羽入字柏原新林3008番地)

○訓練想定：首都直下地震

○訓練概要
SCU設置運営訓練
〔項目：SCUの設置・展開、SCUにおける患者受入・処置、

搬送調整、患者搬送 等〕
○訓練参加機関等

県内DMAT指定医療機関(７)、天童市、東根市、
最上広域市町村圏事務組合消防本部、東根市消防本部、
日本赤十字社山形県支部、陸上自衛隊第６師団、
山形空港ビル株式会社、山形県 等

【問合せ先】山形県健康福祉部
地域医療対策課地域医療対策担当

℡023-630-2256

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

※SCU … Staging Care Unitの略
航空搬送拠点臨時医療施設

1
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茨城県の訓練概要

令和元年度 茨城県・百里基地ＳＣＵ運営訓練

○日時：令和元年９月７日（土）９時３0分開始

○場所：航空自衛隊・百里基地，茨城県庁・本庁舎

○訓練想定：首都直下地震

○訓練概要

茨城県ＤＭＡＴ調整本部の設置運営
百里基地ＳＣＵ指揮所及び診療部門の設置運営

○訓練参加機関等

【ＤＭＡＴ：３医療機関 ２５名】

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

水戸済生会総合病院，総合病院土浦協同病院

【航空自衛隊：約３０名，厚生労働省DMAT事務局，茨城県】

取材場所等に関する問合せ先
茨城県 保健福祉部 厚生総務課
ＴＥＬ：0２９-３０１-３１２９

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練
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令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

群馬県の訓練概要

取材場所等に関する問合せ先
群馬県 健康福祉部 医務課
ＴＥＬ：027-226-2534

○日時：令和元年９月７日（土）８時開始

○場所：前橋赤十字病院（前橋市朝倉町389-1）

○訓練想定
首都直下地震

○訓練概要
被災都県からの傷病者受入を想定して
・ＳＣＵ運用訓練

（ＳＣＵ：広域医療搬送臨時医療施設）
・保健医療調整本部活動訓練（県としての調整）
を実施

○訓練参加機関等
前橋赤十字病院、群馬中央病院、消防機関、群馬県

1
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山梨県の訓練概要

別添1

山梨県（被災地外SCU）訓練

○日時：令和元年９月７日（土）１２時００分開始

○場所：小瀬スポーツ公園（山梨県甲府市）

中銀スタジアム及び補助競技場

○訓練概要
SCU設営及び運営訓練・傷病者受入訓練（自衛隊機
受入）

○訓練参加機関等
１１病院（DMAT指定病院）、自衛隊

※上記１１病院のうち、小瀬スポーツ公園で活動する
DMATチームと、被災地内等で活動するDMATチー
ムがあり。

取材場所等に関する問合せ先
山梨県 福祉保健部医務課 医療整備担当
ＴＥＬ：０５５－２２３－１４８３

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

自衛隊機
着陸場所

SCU設置

（中銀スタジ
アム内）
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静岡県の訓練概要

別添1

○日時：令和元年９月７日（土）午前７時開始

○場所：富士山静岡空港（静岡県牧之原市坂口）

○訓練想定
首都直下地震

○訓練概要
・民間航空機利用による被災地外のＤＭＡＴ参集拠点の

設置・運営訓練
・緊急通行車両確認標章発行訓練

○訓練参加機関等
静岡ＤＭＡＴ、各県ＤＭＡＴ（島根、福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、沖縄）計５５チーム（予定）、
牧之原警察署、富士山静岡空港株式会社

取材場所等に関する問合せ先
静岡県健康福祉部地域医療課
ＴＥＬ：05４-221-2348

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

空港の地図

富士山静岡空港（セ
ンタードーム）
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愛知県の訓練概要

○日時：令和元年 ９月７日（土）午前９時開始

○場所：県営名古屋空港（名古屋空港ビルディング

（株）本社１階多目的ホール）

○訓練想定
首都直下地震

○訓練概要
・SCU設置・運用訓練
・広域医療搬送訓練
（被災地からの患者の受入） 等

○訓練参加機関等
・小牧市民病院、春日井市民病院、愛知県 等

取材場所等に関する問合せ先
愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課
ＴＥＬ：05２-９５４-６６２８

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練

訓練会場のＳＣＵ設置
場所です。

自衛隊機着陸予定スポット
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福岡県の訓練概要

令和元年度 大規模地震時医療活動訓練 別添1

令和元年度 福岡空港広域医療搬送訓練

○日時：令和元年９月７日（土）９時０0分開始

○場所：航空自衛隊春日基地飛行場地区（福岡空港内）

○訓練想定：首都直下地震

○訓練概要
(１)福岡空港から厚木航空基地へ自衛隊機にてＤＭＡＴを派遣
(２)航空自衛隊春日基地飛行場地区にＳＣＵを設置
(３)自衛隊機で搬送された模擬患者を福岡空港内ＳＣＵに受入れ
(４)模擬患者を災害拠点病院へ救急搬送

※SCU（Staging Care Unit）： 航空搬送拠点臨時医療施設
○訓練参加予定機関等
［病院］ 久留米大学病院、小波瀬病院 等 全20施設

※ 上記から、ＤＭＡＴ19チームが実動
［その他］航空自衛隊春日基地、福岡県、福岡市消防局

福岡県メディカルセンター
福岡国際空港株式会社

取材場所等に関する問合せ先
福岡県 保健医療介護部医療指導課
ＴＥＬ：092-643-3273

福岡空港

＜訓練場所＞
福岡空港航空自衛隊
春日基地飛行場地区

正門（航空自衛隊春日基地）

＜訓練場所＞
福岡空港航空自衛隊
春日基地飛行場地区

1
9



広域搬送計画

別添1令和元年度 大規模地震時医療活動訓練
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