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日本災害看護学会先遣隊 令和 2 年 7 月豪雨における活動報告（熊本県） 

 

1．活動の概要 

 1）活動日時：令和 2 年 7 月 12 日（日）7:40～18:30 

  2）活動場所：熊本県熊本市・八代市 

 3）活動者：西上あゆみ・藤田さやか 

 4）活動目的 

①7 月 4 日からの豪雨災害による被災状況を把握し、コロナ禍における保健医療支 

援体制および避難所運営体制を確認する。 

②被災地の保健医療福祉ニーズと支援ニーズを把握する。 

③上記の情報より必要な支援を明らかにし、支援のあり方を探る。 

 5）活動時の状況：令和 2 年 7 月豪雨による河川の氾濫等の被災後、避難所開設 8 日目 

          天候はくもりのち晴れ、気温 29 度、湿度 90%超であった。 

 

2. 活動の実際 

時刻 活動内容 

9:00 八代地域保健医療対策会議で上がった被災者の住民聞き取り調査、DVT

チェックの必要性について熊本県看護協会の災害支援ナース活動に関わ

ることと考えたため、熊本県看護協会に報告した（移動中／電話連絡） 

9:45～10:45 人吉・球磨医療圏保健医療調整本部訪問 

➢ 事務局長 （DMAT ロジスティックスチーム医師）より情報提供 

・人吉市では球磨村の被災者の受け入れを含め、現在 9 か所の避難所を

管轄している。これに加えて被災した病院、要介護施設も対象としてお

り、これらへの支援が検討されていた。球磨村、山江村での被害が大き

く、全容を把握することに尽力されていた。人吉市では県外から DHEAT

が派遣されており、それぞれの避難所では TMAT、日赤、JMAT など

様々なチームが活動を行っていることをお聞きした。 

・対策本部では JMAT、日赤も DMAT とともに活動の調整を行ってお

り、毎日、16：30 には対策会議を開いているということであった（訪問

日は日曜日であったたため、休みとのこと）。地域の方に寄り添い、地域

の復興のために調整すること、保健師を支える活動を行うことに尽力し

たいと話された。また、人吉市内の病院が被災していること、保健師の

活動が多忙であるため、被災地の保健医療対策医療従事者のサポートを

考えていると話された。 

・山間部では、人吉の方への避難をせず、ライフラインが止まる中でも

村で生活を続けておられる方があり、心配をされている様子だった。 
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避難所の場所をお聞きし、夕方に報告することを約束した。前日までの

降雨に関して被災者の増減をお聞きしたところ、大きな変化はないよう

であった。県外からの DMAT 等の派遣は、近畿や四国などからのチー

ムが参集していた。福祉避難所に関しては医師会の先生方が担当してい

るとのことであった。 

11:00～12:30 避難所 C 訪問 

・C 避難所に行くまでの道路はまだまだがれきの片づけ最中のところで

あり、市街地でも多くのがれきが見受けられた。C 避難所は人吉市の被

災者の方が入っておられた。日赤医療班、災害支援ナース、保健師が常

駐しており、被災者へ対応していた。日赤医療班と災害支援ナースによ

って DVT チェックが開始され、弾性ストッキングの配布が始まってい

た。 

➢ 避難者の医療保健ニーズについて（人吉市保健師からの情報提供） 

・日中は人がおらず、夜間に被災者の数は増える（人吉市 HP：7/12 7:00

現在、避難者は 834 人）。車中泊の方もいるとのことであった。感染症の

方は出ていないとのことであった。要配慮者のリストアップできており、

情報の共有が医療者間で行われていた。避難者自体の数は大きく変化は

ないが、出入りも多いため、被災者リストは完結していない部分がある。

被災者の中には外国人の方もおられた。 

・共有部分、トイレなどの清掃も行われ、自衛隊が入浴設備を設置して

いるほか、近くの入浴施設の利用が可能であった。段ボールベッドが配

布され、被災者間もパーテーションや一定の距離が取られるなど密にな

ることは避けられていた。現在、医療ニーズは落ち着いてきており、保

健やこころのケアに移行してきているとのことであった。 

➢ 子どもへの支援について（NPO 法人スタッフからの情報提供） 

・ここには子どもが多く、子どもを支援する NPO 法人が入っていた。

昨日は 14 名、本日は 12 名の子どもが遊びに来ており、対応は地元の高

校生がボランティアで行っていた。7 月 9 日から来ておられるこの団体

はこれまでにも被災地での支援経験があり、遊びだけでなく、学習など

もサポートしているとのことであった。被災による休校も行われている

ため、学習面に関しても心配されていた。現在、対応している子どもは

4 歳から中学生までで 8：00－17：00 対応しているとのことであった。

子どもは外で遊びたがっているが、まだ、被災の爪痕が残るため、外で

の遊びができないとのことであった。急に避難所に来ることになった子

どもの中には周りの音や床の硬さで昼も夜も眠れないと話す子供がお

り、少しでも日中の遊びを進めることで夜、眠れるようになってほしい
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と話された。 

➢ 避難所における看護活動の現状（災害支援ナースからの情報提供） 

・現在活動中の 2 名は昨日から二次隊としてきており、昨日は被災者の

マッピング、要配慮者の申し送りなどに対応した。夜間は外から戻られ

た方が靴擦れを起こしていることがあり、対応していたとのことであっ

た。昨日はこれらの対応でよく眠れないが、派遣期間は 3 泊 4 日なので

大丈夫ですと話された。 

・視察時は DVT 予防のための弾性ストッキングの巡回配布中であった。

メジャーの不足に対し、テープと紙で簡易メジャーを作成することを提

案した。 

14:00～15:20 避難所 D 訪問 

➢ 避難所運営の現状（行政支援職員による情報提供） 

・避難所は平成 31 年 3 月に閉校になった高校を使用している。避難者

はすべて球磨村在住の被災者であり、避難者は 7/11 現在 180 人だが、

日々増加している。救助後、現在閉鎖中の避難所に一時的に避難し、医

療福祉トリアージ実施後に各避難所に移送される。本避難所には医療ケ

アの必要な避難者はいないとのこと。 

・日中は日赤医療班、TMAT、JMAT が巡回しており、他県から行政

支援職員および支援保健師による避難所運営が行われていた。 

➢ 避難所における保健医療ニーズ（DHEAT 保健師による情報提供） 

・人吉保健所支援としての球磨村避難所運営支援が活動目的であった。

8 日から本避難所で活動を開始し、避難所の環境改善の助言を行ってい

た。また、町役場の組織の可視化をし、複数の支援者の役割調整をした

とのこと。数日前から、保健師が受付で医療保健トリアージを実施し、

被災者の情報を共有できる体制を整えた。避難所での診療が困難な場合

は郡医師会につなぐことが、ここでの統一見解となっていた。 

・避難所では日中は医療チームと保健師が常駐しているが、夜間の医療

チームは必ずしも常駐ではなく、また新規入所者が夜間帯に移送されて

新規入所者が日々増加している状況で、夜間の医療保健ニーズが不明で

ある。現在、災害看護支援ナースの派遣依頼中である。 

・閉校した高校のため、備品がなく、水質調査がされていないことから

水道が使用できない箇所がある。衛生物品も不足しており、感染予防対

策は十分とは言えないと話された。一次トリアージ後に避難者が移送さ

れてくるため、区画整理をしたうえで新たな入所者を配置することがで

きているが直前まで人数の把握ができない状況であり、掃除など受け入

れ準備が煩雑となっていた。トイレなど共用部分の掃除は県からの支援
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保健師や医療チームの看護職が実施していた。風呂は自衛隊が設置して

いるほか、無料券を配布しており近隣の入浴施設の利用も可能である。 

・医療依存度の高い避難者はいないが、内服管理や生活支援など配慮の

必要な方はおり、地域包括支援センターが支援を実施しているようだっ

た。個室対応の必要な避難者はいなかった。DVT チェックリストはこ

れから実施の予定であった。気温と湿度が上昇し熱中症や食中毒のリス

クが高いと考えられており、食事の管理に対するルール作りや放送など

による啓発活動も開始していた。感染予防についても手洗いや換気など

の注意喚起をしているが、コミュニティの意向を尊重しているため徐々

に環境改善に取り組んでいくとのこと。 

・移送されてきた被災者は、ここに避難できてよかった、安心したと話

されるとのこと。しかし、日々、退所と新たな避難者が入所されるた

め、超急性期から亜急性期の様々なフェーズにある方が混在し、避難所

運営においては急性期の状況が継続しているようだと話された。 

➢ 避難所の環境および生活支援体制の確認 

・熊本 DCAT が介護福祉士協会と協働し、生活ニーズを抽出するため

に巡回をしていた。 

・町の住民によるボランティア活動で炊き出しが行われていた。現在は

県から弁当が配布されているが、高齢者が多いことから柔らかいごはん

と汁物を 3 食提供していた。避難所開設当初はボランティアによりト

イレ掃除など環境整備の支援が実施されていたとのこと。 

16:10～16:20 人吉・球磨医療圏保健医療調整本部訪問 

➢ 避難所視察の結果、看護職の活動状況とニーズに関する情報を調整

本部に提供した 

16:20～16:50 避難所 E 訪問 

➢ 避難所運営責任者（球磨村役場職員）からの情報提供 

・避難場所は中学校体育館のみとなっている。2 階の武道場は子どもの

ためのスペースにする準備中であるとのこと。 

・避難者はすべて球磨村からの住民（7/11 現在 119 人）。避難者は地区

ごとに配置され、体育館入口側に要配慮者が配置されていた。代表者が

毎日ミーティングをし、避難所内のトイレ掃除・ごみ捨てなどの役割分

担やお風呂の利用時間の調整をおこなっているとのこと。これは、避難

所運営にかかわる職員のマンパワーが不足していたこともあると話され

たが、中長期的な運営を見据えると理想的な形態であると考えられた。 

・避難所運営にかかわる職員も被災しているが、避難者の数が半数程度

であることもあり、避難所 D に比較して、外部支援者が少なかった。 
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➢ 災害支援ナースからの情報提供 

・本日 1 次隊から 2 次隊への引き継ぎがあった。引き継ぎ内容は、カ

ルテ情報と被災者情報について、1 日のスケジュールについてであっ

た。2 泊 3 日で日中のみの活動で、1 次隊は災害支援ナースとしての役

割調整が主な活動となった。2 次隊から新型コロナウイルス感染症予防

と DVT 発生予防の活動に拡大していく予定とのこと。 

・感冒疑いで昨日から熱発している幼児が母子隔離となっていた。他個

室対応の必要な避難者はいなかったが、車中泊が 1 組であった。医療

ケアの必要な方は HOT 患者が複数いた。 

➢ 災害支援ナースに対し、避難者情報シートをデータ化して保健師と

共有できるよう、様式データに関する情報提供を行った。 

➢ 避難所の生活環境と支援体制の確認 

・受付は生活場所の体育館入口にあり、外部から自由に来訪者が入れる

環境にあった。避難所運営責任者には、他の避難所が受付で体温チェッ

クを実施していること、面会者は館内に入らないよう専用の面会場所を

設置していることについての情報を提供した。 

・背の高いパーテーションとカーテンで半個室のように区画整理がさ

れ、入り口には表札がつけられていた。風呂は自衛隊が設置していた。 

・ペットの犬が駐輪場や屋根のあるコンコースに配置されていた。 

 

3．人吉・球磨地域における災害後の保健医療ニーズと支援における課題 

 昨日視察した地域の避難所では市内の山間部の被災者を受け入れていた。本日視察した

避難所は被災地でありながら、自市の避難者を受け入れている施設と、行政区域外の村の

避難者を受け入れる施設の両方があった。さらに、この行政区域外の村の場合は人吉市と

多良木町の２か所に被災者を分散して避難させていることにより、自宅避難者と避難所避

難者の全容を把握するための台帳との照合作業が進められている途中であった。行政区域

外に避難することが、支援側の行政にとっても被災者にとっても、避難所運営においては

負担のかかる状況である。避難所運営において急性期の対応が続いている避難所では感染

対策が十分にとられていないことなど、被災地から被災地の避難所に配置された住民と、

被災地外の避難所に移送された住民に支援のギャップが生じている様子が感じられた。こ

の地域では家が流されるなど自宅に帰れない方の割合が多いことから、今しばらく避難所

における看護ニーズが継続することが考えられた。昨日の八代地域でも本日の人吉地域で

も医療保健調整本部で、災害支援ナースの必要性が求められていることは頼もしく感じな

がらも県内派遣だけでは対応できないことが懸念される。 

本日の訪問避難所でも、子どもの遊びへの支援が考えられており、子どもの遊ぶ姿や高

校生がボランティアで活動する姿が見られた。今後、この地域のこどもにとっては新型コ
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ロナウイルス関連による自粛に続き、災害発生による学校の休校などで学習面への支援が

必要となってくることが考えられる。 

 

写真 1：コロナ禍における様々な形態での区画整理
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写真 2：洗濯機の設置 

 
 

写真 3：子どもの遊びと居場所への支援 

 

 

 


