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 チェック項目 留意事項等 チェック欄①災害発生時の病院内組織図 ・指揮者を明確にし、この下に対応する指揮命令系統や全体の中での各部署の役割を示す。②災害発生時のフローチャートの作成 ・災害の発生を探知した際、各職員が何を行い、どのように動くかを示す。（災害発生～災害対策本部設置～情報収集・発信～判断・指示等）①職員参集基準 ・「自動参集」「呼び出し」など、災害の規模や災害対策本部設置の有無等の条件別に参集する基準を作成する。②職員連絡網の作成 ・固定電話以外の通信手段による連絡網も作成する。・昼間、夜間、休日など時間帯別の連絡先がわかるようなものを作成する。①災害対策本部の任務 ・病院全体の意志決定機関である災害対策本部の任務を明示する。（診療の継続、避難、被害状況の情報収集・発信、医療救護班の派遣等に係る判断等）②災害対策本部の設置基準 ・災害の規模に応じて「警戒体制」「第一次応急体制」「第二次応急体制」などを設定し、各体制別に配備基準を作成する。③災害対策本部の構成員と役割 ・本部長は病院長（院長不在時は、副院長）、本部員は各部門の責任者、事務的対応又は伝令要員として総務課職員又は医事課職員を充てるなど、災害対策本部の構成員とそれぞれの役割を明示する。④災害対策本部の設置時期・設置場所 ・設置時期は、災害の規模に応じて規定する。・設置場所は、情報伝達手段や情報機器等が備えられた部屋を選択する。①救急外来その他各診療科の対応②病棟部門、薬剤部門等の対応③その他、検査部門、放射線部門、施設担当等の対応①被害状況の把握 ・ライフライン、設備等の損壊状況、傷病者情報等の把握・被害状況報告書の様式化（院内報告用・院外報告用）◎医療対策本部（ＷＥＳＴ１９）への連絡②診療の可否、医療救護班派遣の可否 ・診療の可否、医療救護班派遣の可否の判断◎医療対策本部（ＷＥＳＴ１９）への連絡③他の医療機関への患者搬送の必要性 ・他の医療機関への患者搬送の必要性の判断・傷病者確認リスト（患者氏名、傷病名、転帰等）の作成④情報連絡手段の確保、情報連絡体制の把握 ◎行政、関係団体との連絡体制の把握・情報連絡体制のフローチャートの作成①医薬品等備蓄リストの作成 ・品名、規格、数量、保管場所等のリスト②医薬品等調達のための連絡体制の把握 ・フローチャート作成・連絡先一覧表の作成◎医療対策本部（ＷＥＳＴ１９）への連絡①非常用食料・飲料水・災害用物資等の備蓄リストの作成 ・品名、数量、保管場所等のリスト②食料等調達のための連絡体制の把握 ・フローチャートの作成・連絡先一覧表の作成(8)二次災害の予防 ①ガス等の火元、院内の被害や危険物の確認等 ・防火責任者リストなどの作成

(3)災害対策本部の設置
(1)病院全体の連絡・指揮命令系統(2)災害発生時の職員連絡体制

(6)医薬品、医療資器材等の確保(7)食料品、飲料水等の確保

・各部署における、指揮命令系統、緊急治療体制、救急隊・院内災害対策本部等との情報連絡体制等の確立Ⅰ　災害時の応急対策 (5)情報の収集及び情報の発信
(4)病院内の各部門における役割、指揮命令系統
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①避難経路の確保 ・非常口と避難経路を記載した平面図の用意②移動先の確保 ・広域避難場所・避難経路を記載した地図の用意①緊急ヘリポートの確保 ・ヘリコプターが離着陸できるスペースの確保②搬送手段と運転手等の確保 ・搬送手段確保リスト（搬送手段の種類、連絡先、搬送の可否等）の作成◎医療対策本部（ＷＥＳＴ１９）への連絡③搬送先の確保 ・近隣の医療機関や同系列の医療機関の連絡先や傷病者収容可能リストの作成①傷病者受入に関する連絡体制 ・消防等から傷病者受入の要請があった場合の対応者、対応方法の規定・受入要請受理後の院内の連絡体制の規定②トリアージ実施要領の作成 ・トリアージポスト、トリアージ実施者の規定・トリアージレイアウト（傷病者のフローチャート）の作成③トリアージタッグの保有枚数、保管場所の把握 ・一覧表の作成④病院前トリアージ、院内トリアージの役割 ・直接来院する傷病者は、病院に入る前にトリアージする。（病院の建物の外にトリアージポストを設置）・救急車等により搬送される傷病者は、救急隊によるトリアージがされていることが前提の場合、院内で第２次トリアージを行う。⑤傷病者収容場所、応急救護所設置場所の規定 ・トリアージポスト、第２次トリアージポスト、重症治療ポスト、中等症治療ポストなどの設置①他医療機関との連携 ・近隣の医療機関や同系列の医療機関との連携、平常時からの取り決め②ボランティア対応 ・ボランティア対応の専用窓口の設置・平常時からのボランティア募集やボランティア団体との取り決め、ボランティア名簿（氏名、所属、資格、担当部署、登院日、滞在予定期間、終了日等）(1)医療救護班の編成 ①医療救護班編成リストの作成 ・一班あたりの人員構成（医師、看護師、薬剤師、事務担当、その他）と各人数、派遣可能班数のリスト、連絡網の作成①医師会の緊急連絡システムの運用フローチャートの作成 ◎医療対策本部（ＷＥＳＴ１９）への連絡②医療救護班の派遣に係る院内責任者の決定 ◎医師会の緊急連絡システムを使用して医師会と連絡をとる責任者(3)自己完結型の必要性 ①医薬品等準備リストの作成 ・医療救護班が装備する医薬品、医療資器材等の一式をリスト化する。(1)実施時期・回数 ①全体訓練・部門毎の訓練について規定 ・病院全体の訓練、各診療科・病棟部門・薬剤部門など部門毎の個別訓練の実施(2)訓練の手順 ①訓練実施計画の作成 ・被害想定、シナリオの作成、必要な備品の確認、訓練実施の広報など訓練の計画及び具体的な手順書を作成(3)訓練の種類・内容 ①総合防災訓練②部分（個別）訓練③机上訓練 ・災害対策本部運用訓練、情報伝達訓練、傷病者搬送訓練、トリアージ訓練、医療救護班の訓練、これらの総合訓練(1)関係機関連絡先一覧 ①行政、関係団体、ライフライン各社の連絡先一覧表の作成 ・固定電話以外の通信手段による連絡先も記載する。・昼間、夜間、休日など時間帯別の連絡先がわかるようなものを作成する。(2)マスメディア対応 ②対応者・対応方法の規定 ・マスメディア対応の専用窓口の設置・対応者の規定

Ⅲ　傷病者受入の対応策

(1)避難体制の確立
(1)多数傷病者来院時の対応（トリアージ等）
(2)後方搬送のための搬送依頼先及び搬送手段の確保

Ⅵ　その他

(2)医師等医療従事者等の確保
Ⅳ　医療救護班派遣Ⅴ　防災訓練の　実施計画

Ⅱ　院内の患者への対応策

(2)医療救護班の派遣に係る連絡体制

〈参考文献〉・病院防災マニュアル作成ガイドライン（厚生労働省）・災害医療対応（災害医療実践）マニュアルガイドライン（神奈川県災害医療拠点病院連絡協議会）　　　　http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/fukusisomu/iryotaisei/manual.html  
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札幌市災害時基幹病院制度実施要綱 平成８年９月６日
（ ）衛 生 局 長 決 裁（目的）第１条 札幌市災害時基幹病院制度実施要綱（以下「要綱」という ）は，災害が，札。幌市内で発生したとき，同時に多数発生する重症の傷病者に対し，迅速かつ円滑に医療を提供することを目的とする。（用語の定義）第２条 この要綱において「札幌市災害時基幹病院 （以下「基幹病院」という ）と」 。は，重症の傷病者に対し緊急手術等の必要な医療を提供する病院として札幌市長（以下「市長」という ）が指定したものをいう。。２ この要綱において「病院」とは，医療法(昭和２３年７月３０日 法律第２０５号)第１条の５第１項に規定する病院をいう。３ この要綱において「災害」とは，災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日 法律第２２３号）第２条第１項第１号に定める災害のほか，大規模な事故並びに火災及び破壊活動等の人的災害を含むものをいう。（基幹病院の役割）第３条 基幹病院は，原則として札幌市（以下「市」という ）消防局等の行政機関及。び他の医療機関の収容要請に基づき搬送されてくる重症傷病者に対し，収容能力に応じ可能な限り重症傷病者の受け入れを行うとともに，緊急手術等の必要な医療を提供することを役割とする。（基幹病院の指定）第４条 市長は，次条に定める指定対象病院に該当する病院の中から，別に定める指定要領により基幹病院を選定し，指定する。（指定対象病院）第５条 基幹病院の指定対象となる病院は，別に定める。（活動要請）第６条 基幹病院は，市長の要請により活動を開始する。ただし，災害の規模に応じて，基幹病院が必要と認めたときは，市長の要請によらず，自発的に活動を開始する。（市の支援）第７条 市は，災害発生後，基幹病院が必要な医療を提供するとき，次の各号に掲げる事項の支援に努める。(1)血液，医薬品，医療資器材，ライフラインの優先的供給(2)情報の提供(3)連絡要員等の派遣(4)その他必要な支援（支援病院）第８条 市長は，何らかの原因により基幹病院機能が著しく損なわれるおそれのあるときは，基幹病院の機能を代替あるいは分担する能力があると認められる病院に支援を要請する。（連絡協議会）第９条 市に，基幹病院及び関係機関との情報交換及び連携強化を図るため，基幹病院等で構成する札幌市災害時基幹病院等連絡協議会を置く。（附則）この要綱は，平成８年９月６日から施行する。

資料編Ⅶ 札幌市と関係団体の災害時医療に関する協定
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札幌市災害時基幹病院指定対象病院平 成 ８ 年 ９ 月 ６ 日
（ ）衛 生 局 長 決 裁（平成10年４月１日改正）札幌市災害時基幹病院制度運営要綱第５条の規定に基づき札幌市災害時基幹病院指定対象病院（以下「指定対象病院」という ）を下記のとおり定める。。記指定対象病院指定対象となる病院は，札幌市内の病院のうち，災害時に２４時間体制による緊急手術が可能な外科・整形外科等の診療科目を有し，次の各号の一に該当する病院であること。一 国が開設する病院二 医療法（昭和２３年７月３０日 法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療機関である病院三 救急病院等を定める省令（昭和３９年２月２０日 厚生省令第８号）第１条に規定する救急病院四 救急２次・３次医療機関制度参画病院

資料編Ⅶ 札幌市と関係団体の災害時医療に関する協定
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資料編Ⅶ 札幌市と関係団体の災害時医療に関する協定札幌市災害時基幹病院指定要領 平成８年９月６日
（ ）衛 生 局 長 決 裁札幌市災害時基幹病院制度実施要綱（以下「要綱」という ）第４条の規定に基づき。札幌市災害時基幹病院指定要領（以下「要領」という ）を下記のとおり定める。。記（目的）第１条 この要領は，札幌市災害時基幹病院（以下「基幹病院」という ）の指定手続。を明確化することにより，要綱が円滑に運用されることを目的とする。（選定）第２条 札幌市長（以下「市長」という ）は，基幹病院を選定するにあたつては，要。綱第５条の規定に基づき定められた札幌市災害時基幹病院指定対象病院（以下「指定対象病院」という ）に該当する病院の中から，次のことを配慮し選定する。。(1)札幌市の地域防災計画上必要と考えられる場所に位置していること。(2)ヘリポートあるいはヘリコプター離着陸スペースを確保できること。(3)札幌市内の地域バランスを考慮し，１区に１病院以上を指定すること。（指定）第３条 市長は，前条の規定により選定した病院から承諾を得たときは，当該病院を基幹病院に指定する。（解除）第４条 市長は，基幹病院が指定対象病院に該当しなくなつたとき，あるいは，止むを得ない事情により基幹病院から指定辞退の申し出があつたとき，若しくは，その他必要と認めるときには，指定を解除する。（通知）第５条 市長は，基幹病院を指定したとき，あるいは，基幹病院の指定を解除したとき， ， 。には 当該病院に対し指定通知書 あるいは指定解除通知書によりその旨を通知する（基幹病院台帳の整備）第６条 市長は，基幹病院について必要な情報を備えた台帳を整備する。（附則）この要領は，平成８年９月６日から施行する。
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資料編Ⅶ 札幌市と関係団体の災害時医療に関する協定札幌市災害時基幹病院等連絡協議会設置運営要綱平成 ８ 年 ９ 月 ６ 日
（ ）衛 生 局 長 決 裁（平成９年４月１日改正）（平成10年４月１日改正）札幌市災害時基幹病院連絡協議会（以下「協議会」という ）は，札幌市災害時基幹。病院制度実施要綱第９条の規定に基づき設置し，下記のとおり札幌市災害時基幹病院等連絡協議会設置運営要綱（以下「要綱」という ）を定める。。記（目的）第１条 この協議会は，札幌市災害時基幹病院（以下「基幹病院」という ）の運営に。関し必要な事項を協議し，基幹病院と関係機関との情報交換及び連携強化を図ることを目的とする。（組織）第２条 この協議会は，基幹病院，社団法人札幌市医師会，札幌市その他の関係者をもつて構成する。（役員）第３条 協議会には，会長及び副会長を置き，構成員の互選により選出する。２ 会長は会務を総括する。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。（任期）第４条 役員の任期は２年とする。ただし，補欠役員の任期は，前任者の残任期間とする。２ 前項の役員の再任は妨げない。（協議会の開催）第５条 協議会は，会長が招集しその議長となる。２ 協議会には，会長が適当と認めるときは，構成員以外の者を出席させることができる。（庶務）第６条 協議会の庶務は，札幌市保健福祉局保健衛生部医療調整課において行う。（委任）第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会に関し必要な事項は，会長が協議会に諮つて定める。（附則）この要綱は，平成８年９月６日から施行する。（附則）この要綱は，平成９年４月１日から施行する。（附則）この要綱は，平成10年４月１日から施行する。
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定書協定書協定書協定書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌市医師会（以下「乙」という。）とは，

大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について，次のとおり協定を締結する。 

 

【総則】 

第１条 この協定は，札幌市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき甲が行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

【医療救護班の要請及び派遣】 

第２条 甲は，防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は，乙に対し，

医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は，前項の規定により，甲の要請を受けた場合は，直ちに，医師，看護師等からな

る医療救護班を編成し，甲が各区に設置する応急救護センター等に派遣するものとする。 

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲による要請を待つことができないと判断した

時は，前項に規定する医療救護班の派遣を行うものとする。 

４ 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は，速やかに甲に報告するもの

とする。 

 

【災害医療救護計画の策定及び提出】 

第３条 乙は，前条の規定による医療救護活動を実施するため，災害医療救護計画を策定

し，甲に提出するものとする。 

２ 乙は，前項の規定に基づき策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは，変更

事項を速やかに甲に提出するものとする。 

 

【医療救護班の活動場所】 

第４条 医療救護班は，応急救護センター等に出動した後，甲が設置した救護所等におい

て，あらかじめ策定した災害医療救護計画に基づき医療救護活動を行うものとする。 

 

【救護所】 

第５条 甲は，災害の状況に応じて応急救護センター及び避難所等に救護所を設置する。 

２ 甲は，前項に定めるもののほか，災害の状況により必要と認めたときは，被災地周辺

の医療施設等に乙及び乙の会員の協力を得て救護所を設置する。 

 

【医療救護班の業務】 

第６条 医療救護班の業務は，次のとおりとする。 

 (1) 傷病者に対する診断及び応急処置 

 (2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(3) 助産 
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(4) 死亡の確認等 

(5) その他必要な業務 

 

【指揮命令及び連絡調整】 

第７条 医療救護班に対する指揮命令は，応急救護センターの長（以下「指揮命令者」と

いう。）が行うものとする。この場合において，指揮命令者は，医療救護班の意見を尊

重するものとする。 

２ 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は，指揮命令者が指定する者が行うもの

とする。 

 

【医薬品・衛生資材等の供給】 

第８条 医療救護班は，原則として甲が調達する医薬品，衛生資材等を使用するものとす

る。ただし，緊急の場合には，医療救護班が携行したものを使用するものとする。 

２ 医療救護班が使用する医薬品，衛生資材等の補給・輸送は，原則として甲が行うもの

とする。 

 

【医療費】 

第９条 救護所における医療費は，無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は，原則として患者負担とする。ただし，災害救助法

（昭和２２年法律第１１８号）が適用された場合は，その法律の定めるところによる。 

 

【費用弁償等】 

第１０条 甲の要請に基づき，乙が医療救護活動等を実施した場合に要する経費は，甲が

負担するものとする。 

 (1) 医療救護班の派遣に伴うもの 

  ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費 

  イ 医療救護班が携行した医薬品，衛生資材等を使用した場合の実費 

  ウ 医療救護班の医師，看護師等が医療救護活動において負傷し，疾病にかかり，又

は死亡した場合の扶助費 

 (2) 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き，甲，乙協議

のうえ，別に定めるものとする。 

 

【医事紛争の措置】 

第１１条 この協定により実施した医療救護活動に関して，患者との間に医事紛争が発生

した場合，甲は，乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切な措置を講ず

るものとする。 
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【防災訓練】 

第１２条 乙は，甲から要請があった場合は，甲が実施する防災訓練に参加するものとす

る。 

 

【実施細目】 

第１３条 この協定を実施するため甲乙協議して実施細目を定めるものとする。 

 

【協議】 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第１５条 この協定の有効期限は，協定締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この協定の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし，以後も同様

とする。 

 

 

 この協定の締結を証するため，本協定書２通を作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月１７日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市中央区大通西１９丁目 

 社団法人 札幌市医師会 

                          会  長 上埜 光紀 
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌市医師会（以下「乙」という。）とは，

平成１６年３月１７日，甲乙間で締結した札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護

活動に関するの協定書（以下「協定書」という。）第１３条に基づき，次のとおり実施細

目を定める。 

 

【医療救護班の要請】 

第１条 協定書第２条の規定による要請は，災害時における医療救護活動の協力要請書

（様式第１号）により行うものとする。ただし，緊急を要するため文書により難い場合

は，電話，ファクス等で行うものとする。 

２ 甲は，前項ただし書の規定により要請した場合，乙に対し，速やかに文書を交付する

ものとする。 

 

【医療救護活動の報告と費用弁償等の請求】 

第２条 乙は，協定書第１０条の定めによる費用弁償等の請求については，医療救護活動

終了後速やかに，次の各号の規定により一括して甲に報告，請求するものとする。 

 (1) 医療救護班派遣にかかる費用弁償は，費用弁償等請求書（様式第２号）に各医療救

護班ごとの医療救護班活動報告書（様式第３号）及び医療救護班診療記録（様式第４

号）を添えて請求するものとする。 

 (2) 医療救護班が携行した医薬品，衛生資材等を使用した場合の実費弁償は，前号に掲

げる様式のほか，医薬品，衛生資材等使用報告書（様式第５号）を添えて請求するも

のとする。 

 (3) 医療救護班の医師，看護師等が医療救護活動において負傷し，疾病にかかり又は死

亡した場合は，速やかに事故報告書（様式第６号）及び医療救護活動に係わる事故等

の概要（様式第７号）により報告するものとする。 

 (4) 甲が実施する防災訓練に参加する医療救護班にかかる費用弁償等については，前各

号の規定を準用するものとする。 

 (5) 救護所を設置した医療施設において医療救護活動により生じた施設，設備等の損傷

にかかる実費弁償は，第１号に掲げる様式のほか，物件損傷報告書（様式第８号）を

添えて請求するものとする。 

 (6) 前各号に定めるもののほか，医療救護活動のために必要となる様式については，災

害救助法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）に定める様式を準用するもの

とする。 

 

【医療救護従事者の費用弁償】 

第３条 協定書第１０条第１項第１号に規定する経費の費用弁償の額は，北海道災害救助

法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）第３７条の規定を準用する。 
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【費用弁償等の支払い】 

第４条 甲は，第２条の規定より報告及び請求された費用弁償請求の内容が適当であると

認めたときは，速やかに乙に支払うものとする。 

 

【扶助費】 

第５条 協定書第１０条第１項第１号ウに定める扶助費の額は，災害救助法（昭和２２年

法律第１１８号）の規定に準ずるものとする。 

 

【防災訓練参加費】 

第６条 協定書第１０条第１項第２号に定める防災訓練時における医療救護活動に伴う経

費のうち人件費の額は，前３条に規定する額と同額とする。 

 

【未収金の処理】 

第７条 甲は，転送された後方医療施設において、災害時の医療救護活動にかかる医療費

の未収が生じたときは，支払い義務者に対する調査を行ったうえ支払不能の事情が判明

した場合は，当該未収金につき支払い義務者に代わって支払うものとする。 

 

【医事紛争の責任】 

第８条 協定書第１１条における医事紛争のその後の処理及びすべての賠償は，甲の責任

においてこれを行い，乙又は医療救護活動に従事した者（以下「丙」という。）は故意

又は著しく重大な過失がない限り責を負わないものとする。 

 

２ 甲は，医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは，乙又は丙に故意又は

著しく重大な過失が存する場合を除き，その求償に応じなければならない。 

 

【医事紛争に関わる損害補償】 

第９条 協定書第１１条における医事紛争に関連して，乙又は丙が開業上の損害を被った

場合は，甲は，損害を補償し，又はそのおそれがあるときは，防止するための措置を講

ずるものとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この

限りではない。 

２ 乙又は丙が損害賠償の訴えを提起された場合は，甲は，訴訟参加等によって乙又は丙

に全面的に協力するものとする。 

３ 前項の場合において，弁護士費用その他当該訴訟等に要した費用は，甲が負担するも

のとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この限りで

はない。 

 

【協議】 

第１０条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 
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【有効期限】 

第１１条 この細目の有効期限は，細目締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この細目の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この細目を更新するものとし，以後も同様

とする。 

 

 この細目の締結を証するため，本細目書を２通作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月１７日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市中央区大通西１９丁目 

 社団法人 札幌市医師会 

                          会  長 上埜 光紀 
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定書協定書協定書協定書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌歯科医師会（以下「乙」という。）とは，

大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について，次のとおり協定を締結する。 

 

【総則】 

第１条 この協定は，札幌市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき甲が行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

【医療救護班の要請及び派遣】 

第２条 甲は，防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は，乙に対し，

医療救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は，前項の規定により，甲の要請を受けた場合は，直ちに，歯科医師，歯科衛生士

等からなる医療救護班を編成し，甲が各区に設置する応急救護センター等に派遣するも

のとする。 

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲による要請を待つことができないと判断した

時は，前項に規定する医療救護班の派遣を行うものとする。 

４ 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は，速やかに甲に報告するもの

とする。 

 

【災害医療救護計画の策定及び提出】 

第３条 乙は，前条の規定による医療救護活動を実施するため，災害医療救護計画を策定

し，甲に提出するものとする。 

２ 乙は，前項の規定に基づき策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは，変更

事項を速やかに甲に提出するものとする。 

 

【医療救護班の活動場所】 

第４条 医療救護班は，応急救護センター等に出動した後，甲が設置した救護所等におい

て，あらかじめ策定した災害医療救護計画に基づき医療救護活動を行うものとする。 

 

【救護所】 

第６条 甲は，災害の状況に応じて応急救護センター及び避難所等に救護所を設置する。 

２ 甲は，前項に定めるもののほか，災害の状況により必要と認めたときは，被災地周辺

の医療施設等に乙及び乙の会員の協力を得て救護所を設置する。 

 

【医療救護班の業務】 

第６条 医療救護班の業務は，次のとおりとする。 

(1) 歯科医療を要する傷病者に対する診断及び応急処置 

(2) 避難所等における軽易患者に対する歯科医療の実施 
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(3) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

(4) 死亡の確認等 

(5) その他の必要な業務 

 

【指揮命令及び連絡調整】 

第７条 医療救護班に対する指揮命令は，応急救護センターの長（以下「指揮命令者」と

いう。）が行うものとする。この場合において，指揮命令者は，医療救護班の意見を尊

重するものとする。 

２ 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は，指揮命令者が指定する者が行うもの

とする。 

 

【医薬品・衛生資材等の供給】 

第８条 医療救護班は，原則として甲が調達する医薬品，衛生資材等を使用するものとす

る。ただし，緊急の場合には，医療救護班が携行したものを使用するものとする。 

２ 医療救護班が使用する医薬品，衛生資材等の補給・輸送は，原則として甲が行うもの

とする。 

 

【医療費】 

第９条 救護所における医療費は，無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は，原則として患者負担とする。ただし，災害救助法

（昭和２２年法律第１１８号）が適用された場合は，その法律の定めるところによる。 

 

【費用弁償等】 

第１０条 甲の要請に基づき，乙が医療救護活動等を実施した場合に要する経費は，甲が

負担するものとする。 

 (1) 医療救護班の派遣に伴うもの 

  ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費 

  イ 医療救護班が携行した医薬品，衛生資材等を使用した場合の実費 

  ウ 医療救護班の歯科医師，歯科衛生士等が医療救護活動において負傷し，疾病にか

かり，又は死亡した場合の扶助費 

 (2) 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き，甲，乙協議

のうえ，別に定めるものとする。 

 

【医事紛争の措置】 

第１１条 この協定により実施した医療救護活動に関して，患者との間に医事紛争が発生

した場合，甲は，乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切な措置を講ず

るものとする。 
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【防災訓練】 

第１２条 乙は，甲から要請があった場合は，甲が実施する防災訓練に参加するものとす

る。 

 

【実施細目】 

第１３条 この協定を実施するため甲乙協議して実施細目を定めるものとする。 

 

【協議】 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第１５条 この協定の有効期限は，協定締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この協定の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし，以後も同様

とする。 

 

 

 この協定の締結を証するため，本協定書２通を作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月２５日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市中央区大通西１９丁目 

 社団法人 札幌歯科医師会 

                          会  長 鶴岡 一彦 
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌歯科医師会（以下「乙」という。）とは，

平成１６年３月２５日，甲乙間で締結した札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護

活動に関するの協定書（以下「協定書」という。）第１３条に基づき，次のとおり実施細

目を定める。 

 

【医療救護班の要請】 

第１条 協定書第２条の規定による要請は，災害時における医療救護活動の協力要請書

（様式第１号）により行うものとする。ただし，緊急を要するため文書により難い場合

は，電話，ファクス等で行うものとする。 

２ 甲は，前項ただし書の規定により要請した場合，乙に対し，速やかに文書を交付する

ものとする。 

 

【医療救護活動の報告と費用弁償等の請求】 

第２条 乙は，協定書第１０条の定めによる費用弁償等の請求については，医療救護活動

終了後速やかに，次の各号の規定により一括して甲に報告，請求するものとする。 

 (1) 医療救護班派遣にかかる費用弁償は，費用弁償等請求書（様式第２号）に各医療救

護班ごとの医療救護班活動報告書（様式第３号）及び医療救護班診療記録（様式第４

号）を添えて請求するものとする。 

 (2) 医療救護班が携行した医薬品，衛生資材等を使用した場合の実費弁償は，前号に掲

げる様式のほか，医薬品，衛生資材等使用報告書（様式第５号）を添えて請求するも

のとする。 

 (3) 医療救護班の歯科医師，歯科衛生士等が医療救護活動において負傷し，疾病にかか

り又は死亡した場合は，速やかに事故報告書（様式第６号）及び医療救護活動に係わ

る事故等の概要（様式第７号）により報告するものとする。 

 (4) 甲が実施する防災訓練に参加する医療救護班にかかる費用弁償等については，前各

号の規定を準用するものとする。 

 (5) 救護所を設置した医療施設において医療救護活動により生じた施設，設備等の損傷

にかかる実費弁償は，第１号に掲げる様式のほか，物件損傷報告書（様式第８号）を

添えて請求するものとする。 

 (6) 前各号に定めるもののほか，医療救護活動のために必要となる様式については，災

害救助法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）に定める様式を準用するもの

とする。 

 

【医療救護従事者の費用弁償】 

第３条 協定書第１０条第１項第１号に規定する経費の費用弁償の額は，北海道災害救助

法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）第３７条の規定を準用する。 
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【費用弁償等の支払い】 

第４条 甲は，第２条の規定より報告及び請求された費用弁償請求の内容が適当であると

認めたときは，速やかに乙に支払うものとする。 

 

【扶助費】 

第５条 協定書第１０条第１項第１号ウに定める扶助費の額は，災害救助法（昭和２２年

法律第１１８号）の規定に準ずるものとする。 

 

【防災訓練参加費】 

第６条 協定書第１０条第１項第２号に定める防災訓練時における医療救護活動に伴う経

費のうち人件費の額は，前３条に規定する額と同額とする。 

 

【未収金の処理】 

第７条 甲は，転送された後方医療施設において、災害時の医療救護活動にかかる医療費

の未収が生じたときは，支払い義務者に対する調査を行ったうえ支払不能の事情が判明

した場合は，当該未収金につき支払い義務者に代わって支払うものとする。 

 

【医事紛争の責任】 

第８条 協定書第１１条における医事紛争のその後の処理及びすべての賠償は，甲の責任

においてこれを行い，乙又は医療救護活動に従事した者（以下「丙」という。）は故意

又は著しく重大な過失がない限り責を負わないものとする。 

 

２ 甲は，医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは，乙又は丙に故意又は

著しく重大な過失が存する場合を除き，その求償に応じなければならない。 

 

【医事紛争に関わる損害補償】 

第９条 協定書第１１条における医事紛争に関連して，乙又は丙が開業上の損害を被った

場合は，甲は，損害を補償し，又はそのおそれがあるときは，防止するための措置を講

ずるものとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この

限りではない。 

２ 乙又は丙が損害賠償の訴えを提起された場合は，甲は，訴訟参加等によって乙又は丙

に全面的に協力するものとする。 

３ 前項の場合において，弁護士費用その他当該訴訟等に要した費用は，甲が負担するも

のとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この限りで

はない。 

 

【協議】 

第１０条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 
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【有効期限】 

第１１条 この細目の有効期限は，細目締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この細目の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この細目を更新するものとし，以後も同様

とする。 

 

 この細目の締結を証するため，本細目書を２通作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月２５日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市中央区南７条西１０丁目 

 社団法人 札幌歯科医師会 

                          会  長 鶴岡 一彦 



資料編Ⅶ 札幌市と関係団体の災害時医療に関する協定 

 - 77 - 

札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定書協定書協定書協定書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌薬剤師会（以下「乙」という。）とは，

大規模な災害が発生した場合の医療救護活動について，次のとおり協定を締結する。 

 

【総則】 

第１条 この協定は，札幌市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき甲が行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

【薬剤師の要請及び派遣】 

第２条 甲は，防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は，乙に対し，

薬剤師の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は，前項の規定により，甲の要請を受けた場合は，直ちに，甲が各区に設置する応

急救護センター等に派遣するものとする。 

３ 乙は，緊急やむを得ない事情により，甲による要請を待つことができないと判断した

時は，前項に規定する薬剤師からなる医療救護班の派遣を行うものとする。 

４ 乙が前項の規定により医療救護班の派遣を行った場合は，速やかに甲に報告するもの

とする。 

 

【災害医療救護計画の策定及び提出】 

第３条 乙は，前条の規定による医療救護活動を実施するため，災害医療救護計画を策定

し，甲に提出するものとする。 

２ 乙は，前項の規定に基づき策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは，変更

事項を速やかに甲に提出するものとする。 

 

【医療救護班の活動場所】 

第４条 医療救護班は，応急救護センター等に出動した後，甲が設置した救護所等におい

て，あらかじめ策定した災害医療救護計画に基づき医療救護活動を行うものとする。 

 

【救護所】 

第７条 甲は，災害の状況に応じて応急救護センター及び避難所等に救護所を設置する。 

 

【業務】 

第６条 医療救護班の業務は，次のとおりとする。 

 (1) 救護所等における医師の処方に基づく調剤及び服薬指導 

 (2) 医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理 

(5) その他医療救護班の指揮者が指示する事項 

(6) その他必要な業務 
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【指揮命令及び連絡調整】 

第７条 医療救護班に対する指揮命令は，応急救護センターの長（以下「指揮命令者」と

いう。）が行うものとする。 

２ 医療救護班の医療救護活動に係わる連絡調整は，指揮命令者が指定する者が行うもの

とする。 

 

【医薬品・衛生資材等の供給】 

第８条 医療救護班は，原則として甲が調達する医薬品，衛生資材等を使用するものとす

る。ただし，緊急の場合には，医療救護班が携行したものを使用するものとする。 

２ 医療救護班が使用する医薬品，衛生資材等の補給・輸送は，原則として甲が行うもの

とする。 

３ 乙の会員薬局等は，前項に定めるもののほか，災害の状況に応じ，甲の要請により医

薬品（一般用医薬品及び医療用医薬品）及び衛生資材等を優先的に甲へ供出するものと

する。 

 

【調剤費】 

第９条 救護所における調剤費は，無料とする。 

２ 後方薬局における調剤費は，原則として患者負担とする。ただし，災害救助法（昭和

２２年法律第１１８号）が適用された場合は，その法律の定めるところによる。 

 

【費用弁償等】 

第１０条 甲の要請に基づき，乙が医療救護活動等を実施した場合に要する経費は，甲が

負担するものとする。 

 (1) 医療救護班の派遣に伴うもの 

  ア 医療救護班の派遣に要する人件費及び諸経費 

  イ 医療救護班が携行した医薬品，衛生資材等を使用した場合の実費 

  ウ 医療救護班が医療救護活動において負傷し，疾病にかかり，又は死亡した場合の

扶助費 

 (2) 防災訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については実費弁償によるものを除き，甲，乙協議

のうえ，別に定めるものとする。 

 

【医事紛争の措置】 

第１１条 この協定により実施した医療救護活動に関して，患者との間に医事紛争が発生

した場合，甲は，乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し，適切な措置を講ず

るものとする。 

 

【防災訓練】 

第１２条 乙は，甲から要請があった場合は，甲が実施する防災訓練に参加するものとす
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る。 

【実施細目】 

第１３条 この協定を実施するため甲乙協議して実施細目を定めるものとする。 

 

【協議】 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第１５条 この協定の有効期限は，協定締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この協定の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この協定を更新するものとし，以後も同様

とする。 

 

 

 この協定の締結を証するため，本協定書２通を作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月２４日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市豊平区平岸１条８丁目 

 社団法人 札幌薬剤師会 

                          会  長 東洋 彰宏 
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時のののの医療救護活動医療救護活動医療救護活動医療救護活動にににに関関関関するするするする協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と社団法人札幌薬剤師会（以下「乙」という。）とは，

平成１６年３月２４日，甲乙間で締結した札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護

活動に関するの協定書（以下「協定書」という。）第１３条に基づき，次のとおり実施細

目を定める。 

 

【薬剤師の要請】 

第１条 協定書第２条の規定による要請は，災害時における医療救護活動の協力要請書

（様式第１号）により行うものとする。ただし，緊急を要するため文書により難い場合

は，電話，ファクス等で行うものとする。 

２ 甲は，前項ただし書の規定により要請した場合，乙に対し，速やかに文書を交付する

ものとする。 

 

【医療救護活動の報告と費用弁償等の請求】 

第２条 乙は，協定書第１０条の定めによる費用弁償等の請求については，医療救護活動

終了後速やかに，次の各号の規定により一括して甲に報告，請求するものとする。 

 (1) 医療救護班派遣にかかる費用弁償は，費用弁償等請求書（様式第２号）に各薬剤師

ごとの医療救護班活動報告書（様式第３号）及び医療救護班調剤及び服薬指導等記録

（様式第４号）を添えて請求するものとする。 

 (2) 医療救護班が携行した医薬品（一般用医薬品及び医療用医薬品），衛生資材等を使

用した場合の実費弁償は，前号に掲げる様式のほか，医薬品，衛生資材等使用報告書

（様式第５号）を添えて請求するものとする。 

 (3) 医療救護班が医療救護活動において負傷し，疾病にかかり又は死亡した場合は，速

やかに事故報告書（様式第６号）及び医療救護活動に係わる事故等の概要（様式第７

号）により報告するものとする。 

 (4) 甲が実施する防災訓練に参加する医療救護班にかかる費用弁償等については，前各

号の規定を準用するものとする。 

 (5) 前各号に定めるもののほか，医療救護活動のために必要となる様式については，災

害救助法施行細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）に定める様式を準用するもの

とする。 

 

【医療救護従事者の費用弁償】 

第３条 協定書第１０条第１項に規定する経費の費用弁償の額は，北海道災害救助法施行

細則（昭和３１年北海道規則第１４２号）第３７条の規定を準用する。 

 

【費用弁償等の支払い】 

第４条 甲は，第２条の規定より報告及び請求された費用弁償請求の内容が適当であると

認めたときは，速やかに乙に支払うものとする。 
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【扶助費】 

第５条 協定書第１０条第１項第１号ウに定める扶助費の額は，災害救助法（昭和２２年

法律第１１８号）の規定に準ずるものとする。 

 

【防災訓練参加費】 

第６条 協定書第１０条第１項第２号に定める防災訓練時における医療救護活動に伴う経

費のうち人件費の額は，前３条に規定する額と同額とする。 

 

【未収金の処理】 

第７条 甲は，災害時の医療救護活動にかかる調剤費の未収が生じたときは，支払い義務

者に対する調査を行ったうえ支払不能の事情が判明した場合は，当該未収金につき支払

い義務者に代わって支払うものとする。 

 

【医事紛争の責任】 

第８条 協定書第１１条における医事紛争のその後の処理及びすべての賠償は，甲の責任

においてこれを行い，乙又は医療救護活動に従事した者（以下「丙」という。）は故意

又は著しく重大な過失がない限り責を負わないものとする。 

２ 甲は，医事紛争において乙又は丙が自ら処理し出損したときは，乙又は丙に故意又は

著しく重大な過失が存する場合を除き，その求償に応じなければならない。 

 

【医事紛争に関わる損害補償】 

第９条 協定書第１１条における医事紛争に関連して，乙又は丙が開業上の損害を被った

場合は，甲は，損害を補償し，又はそのおそれがあるときは，防止するための措置を講

ずるものとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この

限りではない。 

２ 乙又は丙が損害賠償の訴えを提起された場合は，甲は，訴訟参加等によって乙又は丙

に全面的に協力するものとする。 

３ 前項の場合において，弁護士費用その他当該訴訟等に要した費用は，甲が負担するも

のとする。ただし，乙又は丙に故意又は著しく重大な過失が存する場合は，この限りで

はない。 

【協議】 

第１０条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については，

甲，乙協議して定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第１１条 この細目の有効期限は，細目締結の日から平成１７年３月３１日までとする。

ただし，この細目の有効期間終了前１月前までに甲，乙いずれからも何らの意志表示も

ないときは，期間終了の日の翌日から１年間この細目を更新するものとし，以後も同様

とする。 
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 この細目の締結を証するため，本細目書を２通作成し，甲，乙双方記名押印のうえ，各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１６年３月２４日 

 

                  甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                    札 幌 市 

                        札幌市長 上田 文雄 

 

                  乙 札幌市豊平区平岸１条８丁目 

 社団法人 札幌薬剤師会 

                          会  長 東洋 彰宏 
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札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画札幌市地域防災計画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの供給等供給等供給等供給等にににに関関関関するするするする協定書協定書協定書協定書    

 

 札幌市（以下「甲」という。）と北海道医薬品卸商業組合（以下「乙」という。）とは、

大規模な災害が発生した場合の災害時における医薬品等の確保を図るため、次のとおり協

定を締結する。 

 

【目的】 

第１条 この協定は、札幌市内に地震、豪雨、豪雪、その他の異常な自然現象又は大規模

な爆発、テロ、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生した場合に、甲と乙とが

相互に協力して、災害時における医薬品等の供給等に関する事項について定めるものと

する。 

 

【協力事項の発動】 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が札幌市災害対策本部を設

置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。 

 

【協力の要請】 

第３条 災害時において甲が緊急に医薬品等を必要とするときは、甲は、乙に対して乙の

会員各社が保有する医薬品等の供給について協力を要請することができるものとする。

   

 

【要請手続等】 

第４条 甲の乙に対する要請手続は、実施細目で定める様式の文書をもって行うこととす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要請し、事後、実施細目で

定める文書を提出するものとする。 

２ 乙は、前条の規定による協力を実施するため、乙の会員各社についての緊急時連絡網

等を策定し、甲に提出するものとする。 

３ 乙は、前項の規定に基づき策定した緊急時連絡網等の内容を変更したときは、変更事

項を速やかに甲に提出するものとする。 

 

【協力の実施】 

第５条 乙の会員各社は、前条の規定により、甲から要請を受けたときは、本来の業務等

に支障をきたさない範囲で、保有する医薬品等の供給及び運搬等に対し、積極的に協力

するよう努めるものとする。ただし、災害が本市を含む広域に及んだ場合の医薬品等の

供給については、乙は甲に対して他の市町村に優先することを証するものではない。 

 

【費用の負担】 

第６条 乙の会員各社が供給した医薬品等に係る費用については、甲が負担するものとす

 る。 

 

【費用の請求】 

第７条 前項に規定する費用については、乙の会員各社が医薬品等の供給及び運搬を終了

した後、乙の会員各社が作成した納品書等を添付の上、乙が甲あてに一括請求するもの

とする。 
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【費用の決定】 

第８条 甲が負担する費用は、災害発生時直前における適正価格等を基準として甲乙協議

の上で決定するものとする。 

 

【広域的な支援体制の強化】 

第９条 乙の会員各社は、自社の道内及び道外の店舗等と連携を図り、災害時における支

援体制の強化に努めるものとする。 

 

【法令の遵守】 

第１０条 この協定の施行にあたって、甲乙双方は、関係法令の規定を遵守するものとす

る。 

 

【協議】 

第１１条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は定期的に協議を行うも

のとする。 

 

【実施細目】 

第１２条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及び改正等については、双方協議し

て実施細目に定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第１３条 この協定の有効期限は、協定締結の日から翌年３月３１日までとし、甲又は乙

が文書をもって協定破棄の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１７年１２月１６日 

 

                    甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                      札 幌 市 

                          札幌市長 上田 文雄 

                   

 

乙 札幌市中央区北４条西１７丁目 

北海道医薬品卸商業組合 

                            理 事 長 師尾 純一 
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札幌市地域防災計札幌市地域防災計札幌市地域防災計札幌市地域防災計画画画画にににに基基基基づくづくづくづく災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける医薬品等医薬品等医薬品等医薬品等のののの供給供給供給供給等等等等にににに関関関関するするするする協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書協定実施細目書    
 

 札幌市（以下「甲」という。）と北海道医薬品卸商業組合（以下「乙」という。）は、

平成１７年１２月１６日付けをもって締結した「札幌市地域防災計画に基づく災害時にお

ける医薬品等の供給等に関する協定」（以下「協定」という。）第１２条に基づき、協定

実施細目を次のとおり定める。 

 

【要請手続】 

第１条 協定書第２条の規定による要請は、災害時における医薬品等の供給等協力要請書

（様式１）により行うものとする。ただし、緊急を要するため文書により難い場合は、

電話、ファクス等で行うものとする。 

２ 甲は、前項ただし書の規定により要請した場合、乙に対し、速やかに文書を交付する

ものとする。 

３ 甲、乙双方で実務連絡責任者を定めることとし、甲にあっては、札幌市保健所医務薬

事課、乙にあっては、協定書第４条に規定する緊急連絡網等に明記するものとする。 

                    

【医薬品等の範囲】 

第２条 協定書第３条の規定による医薬品等の範囲は、北海道が構築している「災害時医

薬品等供給体制」（平成１１年１１月から施行）で指定する「災害時備蓄医薬品等の品

目」を除くものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りではない。 

 

【費用の請求】 

第３条 乙の会員各社は、協定書第６条に規定している費用について、当該協力終了後速

やかに請求するものとする。 

２ 前項の請求は、請求書に災害時における医薬品等の供給等状況報告書（様式２）等を

添付して行うものとする。 

 

【費用弁償等の支払い】 

第４条 甲は、前条の規定より報告及び請求された費用弁償請求の内容が適当であると認

めたときは、速やかに乙の会員各社に支払うものとする。 

 

【協議】 

第５条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については、

甲、乙協議して定めるものとする。 

 

【有効期限】 

第６条 この細目の有効期限は、協定締結の日から翌年３月３１日までとし、甲又は乙が

文書をもって協定破棄の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 
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 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

 平成１７年１２月１６日 

 

                    甲 札幌市中央区北１条西２丁目 

                      札 幌 市 

                          札幌市長 上田 文雄 

 

 

                    乙 札幌市中央区北４条西１７丁目 

 北海道医薬品卸商業組合 

                            理 事 長 師尾 純一 

 




