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札幌市災害時医療体制検討委員会設置要綱 

（平成１８年５月２５日保健福祉局長決裁） 

（目 的） 

第１条 札幌市において、災害、事故等により多数の負傷者が同時に発生した場合、市 

民に対する医療を迅速かつ効率的に確保するための災害時医療体制の構築を目的とし 

て、札幌市災害時医療体制検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を検討する。 

 （１）災害時医療体制に係る基本方策に関すること。 

 （２）その他、災害時医療体制の確保に必要な事項に関すること。 

 

（組 織） 

第３条 委員会は、３５名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから保健福祉局長が委嘱する。 

 (１) 災害時医療救護活動に係る関係団体役員等のうちから同団体の長が推薦する者 

 (２) 札幌市災害時基幹病院の代表者が推薦する者 

 (３) その他保健福祉局長が必要と認める者 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期 

間とする。 

２ 前項の委員の再任は妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を 

聞くことができる。 

 

（連絡・調整のための会議） 

第７条 委員会は、必要に応じ、連絡・調整のための会議を置くことができる。 

２ 連絡・調整のための会議は、委員会の付託により個別具体的な事案について協議す

る。 
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３ 連絡・調整のための会議の委員、議事及び設置・運営に関し必要な事項は、委員会 

に諮って定める。 

 

（謝礼） 

第８条 会議の出席に対する委員の謝礼は、一回あたり１２，５００円とする。 

 

（事務局） 

第９条 委員会の事務局は、保健福祉局健康衛生部医療調整課に置く。 

 

（委 任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に 

諮って定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年６月２７日から施行する。 
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（敬称略）№ ふりがな 氏　名1 かわにし　のりお ◎河西　紀夫ふかざわ　まさのり 深澤　雅則いがらし　やすお※ ○五十嵐　保男　かわむら　あきお ○川村　明夫やまざき　いくお※ 山崎　生久男4 なかむら　ひろひこ※ 中村　博彦5 あなくら　みちや 穴倉　廸彌6 とざわ　しゅうへい 戸澤　修平7 はない　ただお 花井　忠雄8 はらだ　なおや 原田　尚也9 もりやま　きみひろ 森山　公博10 なかの　ていこ※ 中野　禎子せと　としひろ 瀬戸　俊博こまつ　こうじ※ 小松　厚司はせがわ　たかいち※ 長谷川　貴一12 やまね　みのる 山根　實13 こざかい　しげひさ 小酒井　重久14 あさい　やすふみ 浅井　康文15 まきせ　ひろし 牧瀬　博16 いがらし　ひでひこ 五十嵐　秀彦かまだ　としゆき 鎌田　俊之ふくし　ひろき※ 福士　哲樹18 がんどう　さとし 丸藤　哲19 いこた　としお 伊古田　俊夫あんどう　まこと 安藤　真人はたもと　けいすけ※ 旗本　恵介21 みょうじん　かずひろ 明神　一宏さいとう　あつみ 齊藤　淳己すぎざき　とみお※ 杉崎　富雄こばやし　ふみゆき 小林　文幸くどう　ただはる※ 工藤　維晴24 わたなべ　みきお 渡邉　幹夫こばやし　まさし 小林　正志とがみ　のぶひこ※ 戸上　信彦26 いとう　よしお 伊藤　美夫27 たかはし　いさお 高橋　功28 なかむら　けいこ※ 中村　惠子きたむら　えいいち 北村　英一のへじ　ただし※ 野辺地　正ごとう　きょうこ 後藤　京子ふじた　こうぞう※ 藤田　晃三たていし　むねたか※ 館石　宗隆すずき　ひであき 鈴木　英昭まえだ　みのる※ 前田　實たけや　みちよし 竹谷　通義 札幌市保健福祉局医療調整担当部長こがわ　けいこ※ 古川　圭子 札幌市厚別区保健福祉部保健担当部長※印は検討期間中（2006年6月～2009年3月）に交代・加入した委員32
札幌市危機管理対策室危機管理対策部長

（社）札幌市医師会理事（救急医療部長）23

札幌市保健福祉局医務監（保健所長事務取扱）

医法）徳洲会札幌東徳洲会病院事務部長2017222325 札幌逓信病院事務長

ＮＴＴ東日本札幌病院事務長
札幌社会保険総合病院事務局長

北海道医薬品卸商業組合（㈱ほくやく取締役執行役員管理本部長）札幌市病院局市立札幌病院救命救急センター部長ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院事務部長

職業（役職）（社）札幌市医師会副会長
札幌市災害救急告示医療機関協議会会長
北海道赤十字血液センター事務部長
（社）札幌市医師会夜間急病センター長札幌市透析医会幹事札幌市精神科医会会長（社）札幌歯科医師会理事
（社）札幌市医師会救急医療対策委員会委員長札幌市災害救急告示医療機関協議会会長

札幌市消防局警防部長

北海道社会保険病院事務局長
2930

社団法人北海道看護協会事業部長
（社）札幌市医師会救急医療対策委員会委員長

◎委員長　○副委員長

独法）国立病院機構北海道がんセンター救命救急部長

（社）札幌薬剤師会副会長

独法）国立病院機構札幌南病院外科医長独法）国立病院機構西札幌病院統括診療部長
札幌市保健福祉局保健所長
札幌市立大学副学長・看護学部長札幌市保健福祉局保健所長

11 日本赤十字社北海道支部事業部長

札幌市災害時医療体制検討委員会委員名簿

北海道大学病院救急部長・集中治療部長
札幌医科大学附属病院救急集中治療部長
勤医協中央病院院長医法）徳洲会札幌東徳洲会病院診療部部長

31
医法）渓仁会手稲渓仁会病院救急部部長・救命救急センター長
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札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議設置要綱 

（平成１８年６月２７日札幌市災害時医療体制検討委員会議決） 

 

（目 的） 

第１条 札幌市における災害時医療体制の構築に関し必要な活動を行うことを目的とし

て、札幌市災害時医療体制検討委員会（以下「委員会」という。）の下に札幌市災害時

医療関係機関連絡・調整会議（以下「連調会議」という。）を設置する。 

 

（活動内容） 

第２条 連調会議は、委員会の承認を得て次の各号に掲げる活動を行う。 

（１）災害時医療体制の構築に係る調査 

（２）災害時医療体制の構築に係る連携体制の調整、整備 

（３）その他災害時医療体制の構築に関し必要な活動 

 

（組 織） 

第３条 連調会議は、次項に定める委員をもって構成する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会の委員長（以下「委員長」という。）

が指名する。 

（１）委員会の委員（以下「委員会委員」という。）が所属する団体等の構成員のうち

から同団体等の長が推薦する者 

（２）その他委員長が必要と認める者 

（任 期） 

第４条  連調会議の委員（以下「会議委員」という。）の任期は、委員会委員の任期の残

任期間とする。ただし、補欠の会議委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

２ 会議委員の再任は妨げない。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 連調会議に、会長及び副会長各１名を置き、委員長がこれを指名する。 

２ 会長は、連調会議を代表し、会務を総括する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 連調会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会長は、協議事項等に応じて、会議委員の中から、あらかじめ出席すべき委員を選

び、出席を求めることができる。 

３ 連調会議は、前項で会長が出席を求めた会議委員の過半数が出席しなければ会議を

開くことができない。 

４ 会長は、必要と認めるときは、会議委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見

を聞くことができる。 
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５ 連調会議の活動結果は、委員会に報告し、承認を得る。 

 

（事務局） 

第７条 連調会議の事務局は、札幌市保健福祉局健康衛生部医療調整課に置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、連調会議に関し必要な事項は、会長が連調会議

に諮って定める。 

 

 

  附 則 

この要綱は、平成１８年６月２７日から施行する。 
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札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議委員名簿 （敬称略） 氏 名 役職名 備考 所属団体名 川村 明夫 （社）札幌市医師会救急対策委員会委員長 札幌市災害救急告示医療機関協議会会長 特定医療法人北楡会会長※ 会長 深澤 雅則 五十嵐 保男※ (社)札幌市医師会理事（救急医療部長） 副会長 戸澤 修平 札幌市透析医会幹事  木工 明※ (社)札幌市医師会事務局次長  
医師会 

森  和久 札幌医科大学附属病院救急集中治療部講師  亀上 隆 北海道大学病院救急部副部長・救急分野助教授 澤村 淳※ 北海道大学病院先進急性期医療センター副部長  牧瀬 博 札幌市病院局市立札幌病院救命救急ｾﾝﾀｰ部長  
災害時 基幹病院 

小嶋 響※ 札幌市危機管理対策室 危機管理対策部危機管理対策課長   岡田 基衛 佐々木 靖※ 札幌市消防局警防部救急課長  飯田 晃 札幌市保健福祉局健康衛生部医療調整課長 札幌市保健福祉局保健所医療政策担当部長※   武口 裕 札幌市保健福祉局保健所医務薬事課長 石田 宗博※ 札幌市保健福祉局保健所医務薬事担当課長  
行 政 

※印は検討期間中（2006 年 8 月～2009 年 3 月）に交代・加入した委員や変更となった役職 
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札幌市災害時医療体制検討委員会等における検討経過 

 

年 度 開催日 経 緯 

18年度 平成 18年 

6月 27日 

第 1 回札幌市災害時医療体制検討委員会 

(1) 札幌市の災害時医療体制の現状について 

①札幌市地域防災計画の概要 

②札幌市の災害時医療体制 

(2) 札幌市災害時医療体制の検討事項（案） 

(3) 札幌市災害時医療体制検討委員会の検討体制（案）及び今後

の札幌市災害時医療体制検討委員会等の開催日程（案）につい

て 

(4) 札幌市内の病院における災害対策等調査について 

(5) その他 

 8月 30日 第 1 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 札幌市の災害時医療体制に関する現状確認について 

(2) 札幌市の災害時医療における情報伝達体制に係る課題の整

理について 

(3) 札幌市内の病院における災害対策等実態調査の実施につい

て 

(4) 第 2回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議の検討事項

及び開催日程について 

(5)その他 

 9月 21日 市内全病院（217 施設）を対象とした災害対策等調査 

 10月 23日 第 2 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 医療救護活動の流れについて 

(2) 医療機関情報等の収集・発信の流れについて 

(3) 情報連絡体制に関する具体的な課題の抽出・整理 

(4) 札幌市内の病院における災害対策等実態調査の結果報告 

(5) その他 

 12月 13日 第 3 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 札幌市災害対策本部の組織体制について 

(2) 「（仮称）札幌市災害時医療対策本部」の設置及び新しい札

幌市災害時医療体制全体の基本構想（案）について 

(3) 新体制における医療救護活動の流れ（案）について 

(4) 新体制における医療機関情報等の流れ（案）及び情報の内容

について 

(5) 情報通信手段の確定（案） 
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(6) 平成 18 年度連絡・調整会議の決定事項及び今後の課題・検

討事項の整理 

(7) 札幌市内の病院における災害対策等実態調査の結果報告 

19年度 平成 19年 

5月 8日 

第 1 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 「（仮称）医療対策本部」及び関係機関との情報連絡体制に

ついて 

(2) 発災現場における指揮系統、情報伝達体制について 

(3) 次回検討委員会への報告事項の整理 

 7月 4日 第 1 回札幌市災害時医療体制検討委員会 

(1) 平成 18 年度札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議結果

について 

(2) 今後の検討事項・実施事項について 

 8月 28日 第 2 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 傷病者受入体制について 

(2) 札幌市災害時基幹病院の役割について 

(3) 札幌市災害時基幹病院と医療対策本部との情報連絡体制に

ついて 

(4) 今年度の検討事項の整理・確認 

 10月 10日 第 3 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議（札幌市災害

時基幹病院との合同会議） 

(1) 札幌市災害時基幹病院の役割の明確化と対応・対策について 

(2) 防災・災害医療対策マニュアルの作成について 

(3) 札幌市災害時基幹病院と医療対策本部との情報連絡体制に

ついて 

 12月 5日 第 4 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 医療救護班の確保について（発災現場・応急救護所） 

(2) 医療救護班の派遣に係る情報の流れ・医療救護班の動きにつ

いて（発災～医療救護班に係る情報収集～派遣要請～派遣後の

情報連絡等） 

 平成 20年 

2月 19日 

第 5 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 医薬品・医療資器材の供給体制について 

(2) ライフライン（水道・電気・ガス）の確保について 

(3) 腎疾患・歯科疾患等の患者対応及び医薬品の管理について 

20年度 平成 21年 

2月 26日 

第 1 回札幌市災害時医療関係機関連絡・調整会議 

(1) 災害時における医療体制（札幌市災害時医療関係機関連絡・

調整会議 検討報告書案）について 

 3月 3日 第 1 回札幌市災害時医療体制検討委員会 

(1) 災害時における医療体制（札幌市災害時医療体制検討委員会 

検討報告書案）について 




