
【別紙１】

桑員地域 四日市地域 鈴鹿亀山地域

災害医療対策部会構成機関 救急医療対策協議会構成機関 災害医療対策部会構成機関

桑名医師会　　　　（※） 四日市医師会　　（※） 鈴鹿市医師会　　（※）

いなべ医師会　　　（※） 四日市歯科医師会（※） 亀山医師会　　　（※）

桑員歯科医師会　　（※） 四日市薬剤師会　（※） 鈴鹿歯科医師会　（※）

桑名地区薬剤師会　（※） 県立総合医療センター（★） 亀山歯科医師会　（※）

桑名市消防本部 市立四日市病院（★） 鈴鹿亀山薬剤師会（※）

桑名警察署 四日市羽津医療センター（★） 鈴鹿中央総合病院（★）

いなべ警察署 三重北医療ｾﾝﾀｰ菰野厚生病院(★) 鈴鹿回生病院（★）

桑 名 市 四日市南警察署 亀山市立医療センター（★）

いなべ市 四日市北警察署 鈴 鹿 市

木曽岬町 四日市西警察署 亀 山 市

東 員 町 四日市市消防本部 鈴鹿市消防本部

桑名地域防災総合事務所 菰野町消防本部 亀山市消防本部

桑名保健所 菰 野 町 鈴鹿警察署

朝 日 町 亀山警察署

関係機関《EMIS入力》 川 越 町 鈴鹿地域防災総合事務所

三重北医療センターいなべ総合病院 四日市市 鈴鹿保健所

桑名市総合医療センター 桑名保健所

青木記念病院

桑名病院 関係機関《EMIS入力》 関係機関《EMIS入力》

もりえい病院 山中胃腸科病院 鈴鹿病院

山崎病院 小山田記念温泉病院 鈴鹿厚生病院

ヨナハ総合病院 みたき総合病院 高木病院

ヨナハ産婦人科小児科病院 富田浜病院 村瀬病院

長島中央病院 主体会病院 鈴鹿さくら病院

日下病院 四日市徳州会病院 塩川病院

大安病院 石田胃腸科病院 白子ウィメンズホスピタル

多度あやめ病院 四日市消化器病センター 田中病院

北勢病院 総合心療センターひなが 亀山回生病院

大仲さつき病院 水沢病院 川口整形

東員病院 四日市腎クリニック

青木内科 四日市道しるべ 伊賀地域

大桑クリニック くわな共立クリニック 参加機関

坂井橋クリニック 佐藤クリニック 伊賀市

宮口内科循環器科 四日市レディースクリニック 名張市

ウエルネス医療クリニック 二宮メディカルクリニック 伊賀地域防災総合事務所

もりえい病院附属湾岸さくらｸﾘﾆｯｸ 伊賀保健所

小塚産婦人科 関係機関

四日市地域防災総合事務所 関係機関《県庁》

北勢福祉事務所 医療保健総務課

関係機関 医療政策課

海南病院 薬務感染症対策課

　（※）　三師会については、事務局および会員 (★)ＥＭＩＳ入力訓練実施



【別紙２】

鈴鹿中央総合病院（★）
鈴鹿回生病院（★）
亀山市立医療センター（★）

《訓練実施》

衛星系 地上系 電話　及び
地上系 防災行政無線及び システム活用
防災行政無線 システム活用

　　　　　　　　　　　　　　　衛星系
　　　　　地上系　　　　　　　地上系
　　　　防災行政無線　　　　　防災行政無線 ※ 情報フィードバックルート

桑員地域 災害医療に関する訓練 イメージ図

県災害対策本部
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地方統括部 総括斑

（桑名地域防災総合事務所）

歯科診療所

フォーマット活用 フォーマット活用フォーマット活用

保健医療対策 （桑名保健所）

桑 名 市 ・ いなべ市
木曽岬町 ・ 東 員 町

【災害対策本部】

市町
【災害医療

担当課】



※三重郡内 ※四日市市内 ※四日市市内及び三重郡内

　（※）　三師会については、事務局および会員
　（★）　ＥＭＩＳ入力訓練実施 コントローラーによる状況付与

EMIS代行入力

警　察

消　防

消　防

四日市地方災害対策部
市町災害対策本部

四日市市・菰野町･朝日町･川越町
四日市庁舎

医師会 歯科医師会 薬剤師会

一般診療所 歯科診療所 薬　局 被害情報

一般診療所 歯科診療所 薬　局 総合的な情報

医療関連情報

凡例

薬　局歯科診療所一般診療所 一般診療所

管内病院等

伊賀庁舎

伊賀地方災害対策部

伊賀保健所

伊賀市・名張市

市町災害対策本部

市町保健関係所属

鈴鹿庁舎

鈴鹿地方災害対策部
市町災害対策本部

一般診療所 歯科診療所 薬　局

警　察

消　防

市町保健関係所属
桑名保健所

北勢福祉事務所

医療保健部派遣チーム(仮称)

警　察

消　防 三重郡役場

四日市市保健所

地区市民ｾﾝﾀｰ

町保健関係所属

薬剤師会市内病院 歯科医師会

【参考：全体図】

桑名市･いなべ市･木曽岬町･東員町

管内病院 医師会 歯科医師会 薬剤師会

鈴鹿市・亀山市

管内病院 医師会 歯科医師会 薬剤師会

市町保健関係所属
鈴鹿保健所

桑名庁舎

桑名地方災害対策部
市町災害対策本部

三重県災害対策本部

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

本部災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

桑 員 地 域

鈴鹿亀山地域

四 日 市 地 域

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

伊賀地域


