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広域災害医療救急
情報システム(EMIS)の概要



広域災害救急医療情報システム
(EMIS：Emergency Medical Information System)

目的
災害医療に関わる情報を収集・提供し、迅速かつ適切な
医療・救護活動を支援する

主な利用者
‣ 医療機関
‣ DMATなどの医療支援チーム
‣ 行政関係者(厚生労働省、都道府県、市町村、保健所等)

主
な
シ
ス
テ
ム
機
能

医療機関の被災状況、受入患者数などを関係者間で情報共有

DMATの派遣要請、活動状況(出動、移動、活動、撤収等)を
管理し、関係者間で情報共有

EMIS基本機能

DMAT管理機能

1．EMISの概要

彩の国

埼玉県



1．EMISの概要 - 整備の背景

＜平成7年 阪神・淡路大震災時の課題解決を目的にEMISを整備＞

死者6,433名中、約500名(約7.8%)が初期救急医療の遅れによる

「防ぎえた災害死」 の可能性あり

‣ 第一義的な調整・指令を行うべき県庁・市役所も被害

‣ 通信の混乱

⇒ 医療機関の被害状況・活動状況といった情報収集が困難な状況に

病院名 全患者数 医師数
医師1人当たりの

患者数

A病院 366名 112名 3.3名

B病院 1,033名 7名 147.6名

【参考】 厚生労働省医政局DMAT事務局作成資料より

彩の国
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資料のみ



1．EMISの概要

医療機関にとって、自院の安否情報を発信する極めて重要なツール
⇒医療機関・DMAT・医師会・消防機関・行政機関などが情報を入力・閲覧することで、

情報を共有することにより適切な支援体制を形成

埼玉県：病院、救急告示クリニック、透析実施クリニックが登録

＜情報集約＞

消防本部

県庁
保健所

厚生労働省

医師会

市町村

＜情報活用＞

派遣要請

＜連携＞

彩の国

埼玉県

EMIS

被災地

＜入力＞

情報に基づいた支援
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EMIS基礎
‣2-1 ログイン方法
‣2-2 医療機関基本情報管理
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2-1．ログイン方法

STEP①

方法1 ブラウザのアドレス欄に「http://www.wds.emis.go.jp/」を入力し、
トップページへアクセス

方法2 ブラウザで「EMIS」と検索

STEP②

「関係者ログイン」をクリック

②

EMIS

http://www.wds.emis.go.jp/
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STEP③

機関コード、パスワード、所属(埼玉を選択)を入力し、ログイン

機関コード、パスワードが不明な場合は
県医療整備課へお問合せください

③

2-1．ログイン方法
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＜医療機関基本情報管理とは＞

‣ 発災時にDMAT等が支援の優先度等を決定する際に用いる非常に重要な情報

‣ 常に最新情報に更新することが必要

STEP①

「医療機関基本情報管理」をクリック

①

2-2．医療機関基本情報管理
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2-2．医療機関基本情報管理 - 基本情報

全医療機関編集可能
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2-2．医療機関基本情報管理 - 施設情報1

※次ページに続く

全医療機関編集可能

資料のみ
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2-2．医療機関基本情報管理 - 施設情報1

全医療機関編集可能

資料のみ
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2-2．医療機関基本情報管理 - 施設情報2

災害拠点病院、救命救急センター、
DMAT指定医療機関のみ編集可能

資料のみ
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2-2．医療機関基本情報管理 - 施設情報3

災害拠点病院、救命救急センター、
DMAT指定医療機関のみ編集可能

資料のみ
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2-2．医療機関基本情報管理 - DMAT資機材情報

DMAT指定医療機関のみ編集可能

資料のみ
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発災時の入力項目
‣3-1 運用状況
‣3-2 緊急時入力
‣3-3 詳細入力



3-1．運用状況

彩の国

埼玉県

‣ 県内で震度6弱以上の揺れが発生した場合

‣ 風水害等により相当規模の災害が予想される

場合

‣ 全ての医療機関が被害状況を入力

‣ 県内で震度5弱以上の揺れが発生した場合

‣ 風水害等により災害が予想される場合

‣ 被害のあった医療機関のみ被害状況を入力

‣ 訓練を実施する場合

‣ 災害モード、警戒モードと同様の情報を入力、

閲覧することが可能

‣ 通常時(平時)のモード

‣ 機能は情報の管理業務のみ。被災状況の

入力や閲覧は不可

災害モード 警戒モード

訓練モード 通常モード



3．発災時の入力項目

彩の国
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災害発生

被害状況把握

‣在院患者、職員に被害が

ないか

‣診療継続が可能かどうか

‣入院患者を転院する必要が

あるかどうか

‣医療支援、転院支援等が

必要かどうか

発災直後に入力

緊急時入力

‣建物、施設被害の有無

‣多数患者の受診の有無

‣ライフラインの被害状況

‣医療ガスや職員の不足

‣その他

医療機関の状況が
概ね把握できた
段階で入力

詳細入力

‣手術受入可否

‣人工透析受入可否

‣患者受入実績

‣転院を要する患者数

‣受入可能患者数

‣ライフライン状況

‣対応職員数

‣その他



3-2．緊急時入力

＜緊急時入力とは＞

‣ 発災直後の医療機関情報(医療機関として機能しているか、支援が必要か)を入力

‣ 緊急時入力は病院の安否確認である

STEP①

「緊急時入力」をクリック

彩の国

埼玉県

①



入力項目

① 入院病棟の危機状況
入院病棟に関して、「倒壊、または倒壊の恐れ」「火災」「浸水」があることで
診療継続が困難な場合”有”を選択

② ライフライン・サプライ状況
ライフライン・サプライ(電気、水、医療ガス、医薬品・衛生資器材)における
通常の供給が無く行政支援が必要な場合“無”または“不足” を選択

③ 患者受診状況
多数患者の受診によってこれ以上患者の受け入れが困難な場合“有”を選択

④ 職員状況
職員の不足によって診療や治療が行えない場合には、“不足”を選択

⑤ その他
①～④以外の理由で支援が必要な場合にその他欄にテキストで理由を入力
入力することで非常事態と判断されます(詳細次頁)

⑥ 情報日時
①～⑤の状況を把握した日時を入力

⑦ 緊急連絡先
緊急時の連絡先を入力

選択肢左側の項目にチェックがある意味
‣平時の医療機能が維持できていない
‣支援が必要である 彩の国

埼玉県

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

3-2．緊急時入力



‣ 緊急時入力の「その他支援が必要な状況」欄に入力すると『要手配』＝非常事態と判定されます

‣ 選択する項目以外で支援が必要な内容を入力してください

‣ 緊急ではないものの特記事項がある場合は、詳細入力(次頁以降)の「その他」欄に入力してください

＜過去の入力訓練で見られた例＞

本欄に入力することで
「要手配」状態に

＜入力後に確認可能＞

彩の国

埼玉県

3-2．緊急時入力 - 入力に係る注意点



彩の国

埼玉県

＜詳細入力とは＞

‣ 医療機関の情報が概ね把握できた頃に医療機関の状況、災害医療の実績を入力

‣ 詳細入力は病院の状況発信である

‣ この情報を見れば、病院の状況が外から分かる

STEP①

「詳細入力」をクリック

①

3-3．詳細入力
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入力項目

①建物の危機状況
医療機関の施設の「倒壊又は、破損の恐れ」「火災」「浸水」状況について
有無を選択。その他には、上記以外の危険状況を入力

②ライフライン・サプライ状況
現在のライフライン・サプライの状況を個別に選択。不足の医薬品欄には、
不足している医薬品名を入力

③手術・透析の状況
現在の医療機関機能状況を個別に選択

項目毎に情報を取得した日時を入力(次頁も同様)
定期的な更新を実施

①

②

③

3-3．詳細入力
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入力項目

④現在の患者数状況
「発災後、受入れた患者数」には、発災後受入れた患者数の類型を入力
「在院患者数」には、受け入れた患者数を含めた、外来と入院患者の総数を
入力

⑤今後、転送が必要な患者数
入院患者を含めた在院患者のうち、転送が必要な患者数を入力。人工呼
吸・酸素が必要な患者数、担送・護送者数を入力することで、どのような患者
の転送が必要かを発信

⑥今後、受け入れ可能な患者数
今後、受け入れが可能な患者数を入力。人工呼吸・酸素が必要な患者数、
担送・護送者数を入力することで、どのような患者の受け入れが可能かを発信

⑦外来受付状況、および外来受付時間
外来受付の状況を入力

⑧職員数
現在の医療機関に出勤している職員数を入力

⑨その他
その他、①~⑧以外の特記する事項(自医療機関周辺のアクセス状況等)を
入力

④

⑤

⑥

⑦

⑧

3-3．詳細入力

⑨
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その他
‣4-1 夜間休日等の入力体制
‣4-2 eラーニング
‣4-3 スマートフォンアプリケーション



‣ 主担当者、第2順位、第3順位の担当者を決定し、それぞれ登録してください

‣ 夜間・休日にも確認できる複数のアドレスを登録してください

＜アドレス登録方法＞
STEP①

関係者メニューへ切替

STEP②

「システム管理」タブから「基礎情報管理」へ

①

②

彩の国

埼玉県

4-1．夜間休日等の入力体制



＜アドレス登録方法＞
STEP③

「一斉連絡情報」タブをクリック

彩の国

埼玉県

③

‣10アドレスまで登録可能
‣配信グループは、各医療機関の

該当箇所にそれぞれチェック
★ 未チェックの場合は配信できず

4-1．夜間休日等の入力体制



①
②

＜ログイン方法＞
STEP①

関係者メニューへ切替

STEP②

「マニュアル・教育」タブから「eラーニングサイトへ」

4-2．eラーニング 資料のみ

‣ 緊急時入力・詳細入力を中心とした学習コンテンツを提供していますので活用ください



＜ログイン画面＞ ＜eラーニングトップ＞

(ユーザーにより画面・内容は異なります)

彩の国

埼玉県

4-2．eラーニング 資料のみ



＜ユーザーID及びパスワード＞
1機関につき3つの受講アカウントが利用可能です。

ユーザー ユーザーID パスワード

受講者1 “11”+EMIS機関コード+”_1” 令和2年6月8日時点の
EMISパスワード
(それ以降に登録された機
関は初期パスワード)

受講者2 “11”+EMIS機関コード+”_2”

受講者3 “11”+EMIS機関コード+”_3”

例：EMIS機関コード(1234567890)の場合
⇒ 「111234567890_1」

EMISパスワードとｅラーニングパスワードは連動して
いないため、パスワード変更を行った場合、
パスワードは異なる場合があります。不明な場合、
県医療整備課にお問い合わせください。

※11=埼玉県の都道府県コード

＜注意点＞
eラーニングパスワードのルールはEMISと異なるため、EMISパスワードの

内容が以下の条件に該当した一部の機関については、EMISと異なるパ
スワードを初期設定していますのでご注意ください

① EMISパスワードの桁数が6桁未満の機関
eラーニングサイトのパスワード桁数は6桁以上必要です
EMISパスワードの文字数が6桁未満の場合、6桁になるよう「0」を追

加してログインしてください
例：1234 ⇒ 123400

② EMISパスワードの桁数が16桁以上の機関
eラーニングサイトのパスワード桁数は最大15桁です
EMISパスワードの文字数が16桁以上の場合、16桁以降を削除し

15桁のパスワードでログインしてください
例：12345678901234567890 ⇒ 123456789012345

③ EMISパスワードに特定の文字列が使われている機関
eラーニングサイトのパスワードは以下の文字が使用できません
当該文字を「E」に置き替えてログインしてください

使用できない文字はこちら → % ‘ , : ? ¥ | ] [ +
例：a%b¥C+d? ⇒ aEbEcEdE

彩の国

埼玉県

4-2．eラーニング 資料のみ
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4-3．スマートフォンアプリケーション

＜主な機能＞

‣ 緊急時入力、詳細入力の登録(※オフラインの場合、一時的に情報を保持して通信回復後に再送信可能)

‣ 運用状況(災害モード等)が切り替わった際のプッシュ通知

4-3．スマートフォンアプリケーション 資料のみ

‣ スマートフォンアプリケーションからも発災時の入力を行うことが可能ですので活用ください

＜Android＞ ＜IOS＞
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＜主要画面＞

事前に設定しておくと、自県のモー
ド状態が変更された際にアプリケー
ションで通知を受診可能

通信不可で送信できなかった場
合、未送信データとして保持。
通信回復後、再送信してください

緊急時入力及び詳細入力の
情報を送信

EMISのログイン情報を入力して
ログイン

4-3．スマートフォンアプリケーション 資料のみ



本資料に掲載される写真、図画、その他データ類の著作権は、埼玉県、またはその情報提供者に帰属します。
また、そのすべてについて、「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
埼玉県の許可・承諾を得ないままほかのメディア等へ転載・引用することはお断りします。

EMISの活用に引き続き御協力ください

＜問合せ先＞

埼玉県保健医療部医療整備課

地域医療対策担当(災害時医療)

048-830-3643

a3530-02@pref.saitama.lg.jp

彩の国

埼玉県


