
 

第 8回滋賀県透析災害情報伝達シミュレーション訓練  

実施手順書 

 

1. 大規模水害及び土砂災害発生の想定 

令和 2年 11月 24日（火）滋賀県全域に超大型台風が直撃したことによる、各地での水害及び土砂災害の 

発生。電話回線に被害はなく、電話および FAXは使用できる。 

 

2. 水害及び土砂災害の被害想定 

 

 被災施設 被害概要 

湖西 高島市民病院 施設軒下浸水のため、施設一部使用不可 

大津 市立大津市民病院 施設周辺土砂災害のため、施設一部使用不可 

湖南 
富田クリニック 施設軒下浸水のため、施設使用不可 

おおはし腎透析クリニック 施設床下浸水のため、透析患者通院困難 

甲賀 荒川クリニック 施設軒下浸水のため、施設使用不可 

東近江 
ちとせ長命寺診療所 施設周辺土砂災害のため、透析患者通院困難 

布引クリニック 施設周辺床上浸水のため、透析患者通院困難 

湖東 池田クリニック 施設軒下浸水のため、施設使用不可 

湖北 市立長浜病院 施設周辺床上浸水のため、透析患者通院困難 

※ 滋賀県防災情報マップに基づいた被害想定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水害リスク】 

～ 最大浸水深図 ～ 

大雨が降った場合に想定される浸水深さ 

【土砂災害種類】 

～ 対象となる自然現象 ～ 



 

3. シナリオ概要 

 

① 各圏域の被災施設において、翌日の透析実施が不可となる。 

② 受け入れ調整対象患者を翌日の透析予定患者とし、圏域内で受け入れ調整を行う。 

圏域内での調整不可の場合は、圏域外で調整を行う。 

③ 受け入れ調整後、依頼施設と受け入れ施設間で透析患者受入依頼連名簿のやり取りを行う。 

 

依頼施設(被災施設) 

入力内容 

 
受け入れ施設 

入力内容 

依頼患者数

(名) 

受け入れ患者数

(名) 

高島市民病院 30 
 

今津病院 20 

琵琶湖大橋病院 ※ 5 

わたなべ湖西クリニック ※ 5 

市立大津市民病院 25 
 

大津赤十字病院 5 

JCHO滋賀病院 10 

瀬田クリニック 5 

滋賀医科大学医学部附属病院 1 

琵琶湖養育院病院 4 

富田クリニック 60 
 

淡海ふれあい病院 20 

近江草津徳洲会病院 10 

第二富田クリニック 30 

おおはし腎透析クリニック 50 
 

済生会滋賀県病院 14 

済生会守山市民病院 20 

滋賀県立総合病院 1 

市立野洲病院 15 

荒川クリニック 35 
 

公立甲賀病院 10 

甲南病院 10 

生田病院 10 

ハートクリニックこころ 2 

小川診療所 3 

ちとせ長命寺診療所 18 
 

近江八幡市立総合医療センター 15 

若林クリニック 3 

布引クリニック 36 
 

東近江敬愛病院 16 

神崎中央病院 10 

山崎クリニック 5 

日野記念病院 5 

池田クリニック 30 
 

彦根市立病院 15 

友仁山崎病院 10 

豊郷病院 5 

市立長浜病院 60 
 

長浜赤十字病院 20 

長浜市立湖北病院 10 

下坂クリニック 30 

※ 下線は圏域外調整実施施設 

 



4. 用語解説 

 

【訓練を進める上で、以下の用語をご理解ください。】 

 

用語 解説 

琵琶湖透析医会 LINE 琵琶湖透析医会公式 LINEアカウント（旧：LINE@） 

琵琶湖災害 NW 琵琶湖透析医会災害時透析ネットワークホームページ 

保健所 保健医療調整地方本部人工透析調整係 

県庁 保健医療調整本部人工透析調整係 

依頼施設 今回の訓練で被災ありにより、患者依頼施設に指名された透析施設 

受け入れ施設 今回の訓練で被災なしにより、患者受け入れ施設に指名された透析施設 

圏域コーディネーター 各圏域の医師コーディネーター 

本部コーディネーター 保健医療調整本部の医師コーディネーター 

災害情報伝達シート 滋賀県災害時人工透析対応マニュアル内の様式 4 

透析患者受入依頼連名簿 滋賀県災害時人工透析対応マニュアル内の様式 6 

日本透析医会災害情報ネットワーク 日本透析医会が管理する全国版災害時情報ネットワーク 

(https://www.saigai-touseki.net/) 

 

5. 訓練スケジュール 

 

【訓練の流れに沿って、該当する作業内容に☑を記入しながら、進めて下さい。】 

 

時刻 訓練の流れ 
作業内容 

透析施設 保健所及び県庁 

15:00 ・ 琵琶湖透析医会 LINE より、被

災情報登録依頼の LINE が送

信される。 

□ 琵琶湖透析医会 LINEを 

確認 

 

□ 琵琶湖透析医会 LINEを 

確認 

・ 琵琶湖災害 NW に被災情報登

録のお知らせがアップされる。 

□ 琵琶湖災害 NWを確認 □ 琵琶湖災害 NWを確認 

15:05 ・ 琵琶湖災害 NW に被災情報登

録を行う。 

※ 入力時のパスワードは[1234] 

 

 

 

 

□ 3.シナリオ概要を確認の上、

指定された患者数を入力す

る。 

※ (依頼施設)は、被災状況と他

施設への依頼患者数を入力 

※ (受け入れ施設)は、被災状況

と自施設への可能受け入れ

患者数を入力 

 

・ 日本透析医会災害情報ネットワ

ークに被災情報入力を行う。 

※ 琵琶湖災害 NWへ入力後、「こ

ちらから日本透析医会にも被

災情報送信をお願いします」の

表記に従い入力可能。 

□ 琵琶湖災害 NW に入力した

同じ内容を入力する。 

 

 

 



時刻 訓練の流れ 
作業内容 

透析施設 保健所及び県庁 

15:10 ・ 保健所が管内透析施設の被災

情報を琵琶湖災害 NW から入

手し、把握する。 

 

 □ (各保健所)は、管内に被災情

報登録未実施の透析施設が

あれば、状況を確認する。 

※ 透析施設が琵琶湖災害 NW

に入力できない場合は、災害

情報伝達シートを活用し、

FAXにて報告してもらい、代

理入力を行うこと。 

15:20 ・ 保健所と圏域コーディネーター

が患者受け入れ調整を行う。 

※ 圏域内だけでは調整不可の場

合、県庁に圏域外調整を依頼す

る。 

 □ (各保健所)は、圏域コーディ

ネーターと協議し、3.シナリ

オ概要に従って、各透析施設

への受け入れ患者数の割り

当てを決定する。 

□ (高島保健所)は、県庁に圏域

外調整を依頼する。 

15:25 ・ 保健所が各受け入れ施設に患

者受け入れを要請する。 

 

□ (受け入れ施設)は、保健所か

らの電話を受け、受け入れを

承諾する。 

□ 各受け入れ施設に電話し、受

け入れ依頼患者数を報告し

た上で、承諾を得る。 

・ 県庁と本部コーディネーターが

高島保健所から依頼された圏

域外調整を行い、受け入れ圏域

を決定する。 

 □ (県庁)は、本部コーディネー

ターと協議した上で、大津市

保健所への受け入れ調整を

依頼する。 

□ (大津市保健所)は、県庁か

らの圏域外受け入れ要請を

受け、圏域コーディネーター

と協議し受け入れ施設を決

定する。 

各受け入れ施設に電話し、受 

け入れ依頼患者数を報告し 

た上で、承諾を得る。 

15:40 ・ 保健所が県庁に受け入れ調整

結果を報告する。 

 

 

□ (各保健所)は、県庁に受け入

れ調整結果を電話報告する。 

・ 保健所が依頼施設に透析患者

受入依頼連名簿の作成を依頼

する。 

□ (依頼施設)は、保健所からの

電話を受け、透析患者受入依

頼連名簿を作成する。 

※ 今回は訓練のため、各受け

入れ施設に対し、1 部のみの

作成とする。 

※ 匿名化して作成すること。 

□ (各保健所)は、依頼施設に電

話し、透析患者受入依頼連名

簿の作成を依頼する。 

※ 今回は訓練のため、各受け

入れ施設に対し、1 部のみの

作成依頼をする。 

15:45 ・ 県庁が受け入れ調整結果を琵

琶湖透析医会事務局に報告す

る。 

□ (琵琶湖透析医会事務局)は、

県庁から受け入れ調整結果

の報告を受ける。 

□ (県庁)は、琵琶湖透析医会事

務局に受け入れ調整結果を

電話報告する。 

 



 

 

 

 

時刻 訓練の流れ 
作業内容 

透析施設 保健所及び県庁 

15:50 ・ LINE アカウントより、受け入れ

調整結果の LINE が送信され

る。 

□ LINEアカウントを確認 

 

□ LINEアカウントを確認 

 

・ 琵琶湖災害NWに、受け入れ調

整結果のお知らせがアップされ

る。 

□ 琵琶湖災害 NWを確認 □ 琵琶湖災害 NWを確認 

15:55 ・ 依頼施設が受け入れ施設に透

析患者受入依頼連名簿をFAX

する。 

□ (依頼施設)は、作成した透析

患者受入依頼連名簿を 1 部

ずつ、各受け入れ施設へ

FAX送信する。 

□ (受け入れ施設)は、透析患

者受入依頼連名簿を FAX

にて受け取る。 

 

16:00 ・ 訓練終了   

・ アンケート記入 □ アンケート記入を行う □ アンケート記入を行う 

 


