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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 11 日（土）8:30～19:30 

  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、支援のあり方を探り、現地支援者につ

なぐ。 

 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 7 日目 

                  雨天、梅雨前線が九州北部付近に停滞、大雨警報、洪水注意報、最

高気温 26.6℃ 

 

2. 活動の実際 

時刻 活動内容 

9:20～10:00 熊本県看護協会訪問 

➢ 7 月 8 日より災害支援ナースを派遣している情報を得たため、状況

の確認のために訪問した。 

➢ 副会長 井手氏より情報提供 

・会員数約 16,000 名の協会員の人的被害の報告はない。 

・人吉市では病院の被災、看護師の自宅の被災で看護師不足が懸念され 

ているとのことであった。 

・7 月 8 日に人吉市に副会長、常務理事、総務係長が訪問していた。看

護協会は県からの要請を受け、災害支援ナースを避難所に派遣するとも

に、12 日には、会長が災害対策本部医療保健部門の対策会議に出席予定

とのことであった。 

・熊本県では約 220 名の災害支援ナースの登録があり、平成 28 年熊本

地震や阿蘇での水害の経験で災害支援ナース登録は増えてきていた。派

遣にあたって災害支援の募集を開始したところ、各医療機関が非常に協

力的であり、継続して災害支援ナースを出してくれる状況があるとのこ

と。7 月 11 日訪問時は、大雨が懸念される中、交替の災害支援ナースの

派遣を見送る検討をしていたが、雨での渋滞を予想した 7 月 11 日派遣

の災害支援ナースが、すでに予定時間よりも早く移動を開始するなど、
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充実した派遣体制が実施されていた。 

・現在、災害支援ナースは 3 か所の避難所で活動を開始している。 

  8 日から、人吉スポーツパレス（3 泊 4 日） 

  10 日から、人吉第一中学校、八代総合体育館（2 泊 3 日） 

・7 月 8 日から派遣の始まっている災害支援ナースからの情報では、各

避難所では、COVID-19 感染拡大対策として適切な間隔やパーテーショ

ンが行われていることも看護協会へ報告されていた。近日、活動経過に

関しては日本看護協会からも発表される予定である。 

10:30～11:00 熊本県災害対策本部 保健医療調整班（熊本県庁 10 階）訪問 

➢ 災害対策本部の訪問と保健医療支援体制の確認 

災害対策本部では、熊本県 DMAT が、派遣されるチームの活動調整を

行っていた。調整本部は「県南保健医療調整本部」「人吉・球磨医療圏保

健医療調整本部」「芦水地域保健医療調整本部」の３つの圏域に分けられ

ていることを確認した。派遣される DMAT は九州圏内のチームが中心

であった。現在、医療ニーズは減っているため、保健医療に今後重点が

移ると考えられていた。 

11:05～11:30 熊本県保健医療調整本部 DPAT 統括（熊本県庁 8 階）訪問 

➢ DPAT 統括からの情報提供 

・7 月 4 日から熊本県 DPAT が派遣調整の統括をしていた。現在は九州

圏内でチームの調整を行っていたが、今後は中国地方などにも要請をお

願いする予定がある。３つの圏域ごとに 1-2 チームを入れることを検討

していた。 

・DPAT 先遣隊は被災した精神科病院において、精神保健法などの法律

も勘案した患者搬送などの対応のため、超急性期から活動を開始するが、

今回の災害では病院被災の事例はなかった。今後はこころのケアに対し

て日本赤十字社こころのケアチームとの連携も視野に入れつつ、活動を

継続するとのことであった。人吉市にはすでに日赤のこころのケアチー

ムが入っていた。 

 

12:45～13:00 

 

 

13:00～13:15 

県南保健医療調整本部訪問 

➢ DMAT 調整本部統括からの情報提供 

・八代市役所が移転のため仮設庁舎となっており場所が確保できないこ

とから、病院内に本部が設置されていた。DMAT 調整本部、DPAT 調整

本部、YaDRO（八代地域保健医療調整現地本部）があり、1 日数回調整

会議が行われていた。 

・八代市では、4 か所の避難所が開設され、1 か所は未使用、1 か所は本 

日閉鎖が決まっており、2 か所の避難所があった。残る 2 か所の避難所
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は規模が異なり、大きいほうの A 避難所では DMAT が活動していたが

現在は保健師の常駐に加えて、NPO 団体の看護師および災害支援ナー

スの派遣も開始されており、DMAT の派遣は縮小傾向であった。 

・市内の老健施設の状況も把握されており、ここでも医療要請は終了し 

ているとのことであった。 

・コロナ対策のため、発熱の観察、手洗いや感染対策が従来以上に徹底 

されていると話された。市内の一地区（山間部）の被災者情報が十分で 

ないところがあるため、天候、道路状況を把握して調査をすすめたいと 

話された。 

➢ DPAT 本部 熊本 DPAT 先遣隊より情報提供 

・DPAT 市内の診療所やクリニックの開院状況を把握、今後は新たに

設置した芦水地域保健医療調整本部へ情報を集約していくとのことであ

った。 

・被災者からは「浸水が怖くて眠れない」という訴えがみられた。山間

部からの避難者は、道路の閉鎖により、戻りたいけどまだ戻れない状況

であることもストレスになっているようであった。 

・孤立地区の方の精神科患者のフォローについては、2-3 日で地域の病

院からの情報提供により、名簿を作成するなど積極的におこなわれてい

た。一方で、DPAT 本部の介入前に、民生委員や近隣住民の助けによ

り、認知症の方の施設入所などすでに対応の終わっているケースもあっ

たとのこと。病院によっては被災をしている看護師がレンタカー通勤で

病院業務を続けているケースもあり、八代市内の病院診療機能は維持さ

れていた。 

13:30～14:30 避難所 A 訪問 

➢ 避難所環境と避難所運営体制の確認 

・入り口では職員が駐在し、入所制限が行われていた。被災者への面会 

は放送で呼びだしを行い、面会場所が設置されていた。衣類、衛生材料、 

食料等の物品は不足する様子もなく、整然と置かれていた。こどもの遊 

び用の色紙や色鉛筆などの設置があり、インターネットも自由に利用で 

きるようにされていた。施設の委託業者が、被災後も引き続きトイレ掃 

除も含めて、共有部分の清掃を担っていた。 

・八代市職員に加えて、他県の市から運営支援に来ていた。保健医療職 

では、NPO 団体からの看護職、災害支援ナースもきており、連携をして 

被災者の健康管理を担っていた。 

➢ 避難所運営支援の行政職員からの情報提供 

・７月４日に避難所が開設された。被災者の多くは持病があり高齢者が 
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多いことから救急車の手配は毎日のようにあった。これまでに、「血圧が

高くてしんどい」「転倒による外傷」などが発生していた。まだ、気が張

っているようだが、そろそろ疲れが出てくるかもしれない頃ではないか

と話された。 

・自宅が現在どのようになっているかわかないので不安な方も多い。今 

日、明日は雨が降っており、自宅への交通手段であるバスも出せていな 

い。山間部から逃げてこられた方にはお金も含め何も持ってこずに逃げ 

てきているため、当然薬や保険証もない。衣服はこの避難所で支給はで 

きるが、なんとか最低限の状況をお聞きするにとどまっていた。名簿は 

できているか持病などの聞き取りをもう少し丁寧に行っていきたい。 

・最大被災者数は 500 以上のこともあったが、避難所の移動や新規入所 

があり、現在 260 名ほどで増減の変化は今のところ大きくない。 

➢ 八代市保健師からの情報提供 

・被災した地域は八代市の一部であるが、市町村合併により、以前のそ

の地域の保健師しか状況把握ができていない。通常保健業務と並行して

災害対応を行っている状況である。その通常業務もコロナ禍で延期され

ていた健診などが開始されたところであったため、マンパワーが不足し

ている。 

・避難所ではコロナ対策も考えられ、パーテーションの用意はできてい

たが、避難した順番で場所取りが行われているため、要支援者に対して

は適所に配置されているとはいえず、段ボールベッドも必要な方に配置

していく必要性を感じていた。いずれにしても高齢者が多い。山間部の

方は我慢強いので避難者の方の無理な要望などは出ていない。 

・本日は、発熱を伴う有症者が発生したため、隔離する部屋を設置した。

その他、個別の健康状態の把握がまだできていない状況であった。 

➢ 当先遣隊から避難所常駐保健師に対し、全国保健師協会による災害

時健康管理にかかる改訂版マニュアルと様式データに関する情報提

供 

➢ 熊本県社会福祉協議会の職員からの情報提供 

・被災者に、がれき撤去などボランティアの要望を聞き取り調査してい

た。避難後に道路の閉鎖などで自宅の現在の様子が分からない方や、日

中は外出している方も多く、要望の有無が回答できない状況であるとの

ことであった。 

15:00～15:30 避難所 B 訪問 

➢ 避難所運営体制の確認 

・7 月 4 日に開設した。今のところ A 避難所より入所者は少ないが閉鎖 
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の予定はない。 

・八代市役所から職員が交代で 24 時間駐在していた。加えて本日から 

保健師を含むチームで他県の市から支援が入るようになった。他県の市 

職員は日中の駐在で、入り口で受付業務を担っていた。共有部分やトイ 

レは業者または市職員で祖王子がされていた。 

・医療従事者としては保健師の巡回だけになっているが、健康問題を抱 

える人はない。 

・避難所自体の物資は充足しており、敷地内に入浴施設もある。洗濯機、 

乾燥機も設置された。入所時は、入り口でサーモグラフィにて検温、ア  

ルコール消毒が必要であり、避難者への面会のための面会場所が用意さ  

れていた。地域住民が利用するコミュニティセンターであったが、避難 

所開設中のイベントは中止していた。 

・入口コンコースにペット用スペースが設置されていた。調理室が開放

されており、訪問時は女性が数名調理をしている様子があった。 

18:00～19:20 県南保健医療調整本部訪問 

➢ 八代地域災害保健医療調整会議に参加 

・各支援団体の活動報告と今後の活動の検討がされた。災害対策本部会

議からの報告内容は被災状況、停電発生などライフラインの状況、交通

状況であった。また、保健医療チームからは、当日の救急搬送や DPAT

が介入した事例などの報告があった。避難所運営においては、手洗いの

強化のためにポスターが掲示されること、リハビリ体操を企画すること、

DVT 予防、脱水予防を行っていくこと、健康チェックの必要性などが検

討された。医療機関からは空き病床数、薬の配布方法などが報告された。

検死に関する報告もあった。 

・被災者の状況については、避難所生活者の医療機関受診により、1 週

間を経過し体力が落ちてきたこと、入れ歯を持って逃げ忘れ食事に苦慮

していること、食物アレルギーがあるが避難所に情報共有ができていな

かったことの報告もあった。 

・DMAT は 12 日で避難所巡回と EMIS 入力・確認を終了し、13 日に撤

収することが報告された。今後参集する認定看護師、JRAT、DHEAT 等

の活動予定と、まだ被害の全容が明らかになっていない地域に対して必

要な支援が検討された。 

 

3．八代地域における災害後の保健医療ニーズ 

 現在、1 地区で道路封鎖のため孤立集落があり、被災状況が確認できていない。内服薬の

不足に対し、個別配布も必要であるが、現在その方法を検討中である。 
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避難所における医療ニーズは地域の医療体制での対応範囲内であり、外部支援は縮小傾

向となる。しかし高齢化率が 30％を超える地域であり、避難の長期化による不安・ストレ

スの増加や、認知機能の低下など精神保健ニーズは残存する。避難所においても、すでに慢

性疾患の増悪による救急搬送や転倒の事例も発生している。避難所環境については、滑り止

めマットの設置や靴の整理整頓などにより、転倒防止の対応策の必要性が共有されていた。

さらに、JRAT など支援チームの介入により、生活不活発病予防のために体操や啓発活動を

検討されている。 

地域性として住民が我慢強く訴えが少ないこと、市町村合併により被災地域の情報に詳

しい保健師が限られていること、マンパワーの不足などの理由から、個別の健康ニーズの把

握ができていない。当先遣隊より、全国保健師協会による災害時健康管理にかかる改訂版マ

ニュアルおよび様式データに関する情報提供を行った。今後の具体的な運用方法について

は、避難所支援にかかわる看護職で検討が必要である。 

公衆衛生上の課題としては、県外からの支援者の流入と、避難所での共同生活の長期化に

より、新型コロナウイルス感染症の発生リスクは高いが、感染拡大対策が考えられていた。

一方で、他のウイルス感染症疑いの事例が発生していることから、夏期に流行する感染性疾

患のスクリーニングおよび食中毒への対策も重要である。 

 

写真 1：サーモグラフィー 
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写真 2：パーテーションの早期導入 

 

写真 3：子どもの遊びへの支援 
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写真 4：整理された物資（衣類） 

 


