
現状の避難所等における薬剤師の活動等について 

 

平成 28 年 4 月 25 日 

公益社団法人 日本薬剤師会 

 

熊本地震で被災され、不自由な生活を続けておられる皆様に対し、心よりお見舞いを申

し上げます。 

さて、日本薬剤師会では、熊本地震の発生後、直ちに本会内に災害対策本部を立ち上げ

るとともに、都道府県薬剤師会との連携のもと継続的に活動を行って参りました。つきま

しては、平成 28 年 4 月 15 日（金）～4 月 24 日（日）までの薬剤師の活動と、熊本県内の

薬局開局状況についてご報告申し上げます。 

 

１． 薬剤師の活動 

○避難所の設置された救護所において医薬品等の供給を実施 

（モバイルファーマシー（災害対策医薬品供給車両）、臨時調剤所） 

 

   【主な活動場所】（4 月 24 日現在） 

     ・益城町総合体育館 

・益城町保健福祉センター 

・阿蘇熊本空港ホテルエミナース 

 ・嘉島町役場 

 ・南阿蘇白水庁舎 

  

○薬剤師が、救護所における医薬品の供給、DMAT/JMAT の避難所巡回に同行し、医療

支援等を実施（移動困難者の調剤など） 

  

  ○避難所において、一般用医薬品で対応が可能と考えられる被災者に対しては、災害

医療チームとの連携の下で適切な一般用医薬品を供給し、医療チームの負担を軽減 

 

  ○被災者からの医薬品などに関する相談 

 

○エコノミークラス症候群予防のための注意喚起チラシの配付 

 

  ○日本一般用医薬品連合会加盟各社より提供された一般用医薬品等を、集積所（熊本

県薬剤師会災害対策本部）において仕分け・管理し、各避難所へ払い出し 

 

  ○熊本県薬剤師会が派遣した災害薬事コーディネーターが、熊本県庁において支援調

整等を実施 

 

２． 熊本県内の薬局の開局状況 ･･･別紙のとおり 

 



別紙 平成28年4月28日

日薬事務局

○熊本地震発生以降（平28.4.14～）の薬局の開局状況（予定）

※熊本県薬剤師会ホームページより

地区 4/19 4/20 4/21～24 4/25～29 4/30～5/1

熊本市 200 221 140 174 199

八代 57 57 38 52 72

人吉球磨 （不明） 56 24 26 35

水俣葦北 21 21 12 13 13

荒尾 17 16 8 9 9

玉名 27 28 11 12 12

上益城 19 23 8 13 18

宇城 31 36 6 9 11

阿蘇 9 17 8 10 10

菊池 50 52 24 26 28

山鹿 10 10 7 8 13

天草 56 59 29 31 32

497 596 315 383 452

(59.3%) (71.1%) (37.6%) (45.7%) (53.9%)

＜参考＞ 熊本県の薬局数 838施設（平成26年度衛生行政報告例、厚生労働省）

・4/19.4/20は 熊本県薬から会員薬局へのファクシミリ送信に対して返信があった薬局数の集計値

・上記以降はネット上で自らの施設の開局状況（予定）について入力があった薬局数の集計値

〇地区別詳細

地区 営業不能 一部自粛

熊本市 42

八代 2

上益城 8

阿蘇 1

計 0 53

計

詳細

うち１軒は5/2開局



2016 年 4 月 25 日（月）9：00 現在 

 

熊本地震に係る日本薬剤師会の対応について 

 

4 月 15 日（金） 16 人の薬剤師を派遣 

○日薬から都道府県薬剤師会へ第一報を通知 

 ○担当役員打合わせ後、日薬に災害対策本部設置 

 ○16：00 第２回災害対策本部会合開催。日薬から都道府県薬剤師会へ第二報（医生局総

務課事務連絡文書添付：略）を通知 

○熊本県薬剤師会からの要請により、大分県薬剤師会から５名（薬剤師３名、事務員２

名）が同会所有のモバイルファーマシー（災害時対応医薬品供給車両）にて益城町役

場の医療救護所（16 日に保健福祉センターに移動）へ出動 

○同日夜、日本薬剤師会・田尻常務理事、福岡県薬剤師会・原口専務理事が熊本県薬と

打合せ 

○日本一般用医薬品連合会に対して、一般用医薬品等の配送を依頼。４月 21 日より順

次、同協会加盟各社より直接、熊本県薬剤師会災害対策本部に配送を実施 

 

4 月 16 日（土） 23 人の薬剤師を派遣 

 ○11：00 第３回災害対策本部会合開催。被災状況・各県対応状況確認 

○同日中に、宮城・福岡県・佐賀県・宮崎・鹿児島各薬剤師会より計９名の薬剤師が現

地に入るなど 20 日までは九州ブロックの薬剤師会で支援 

 ○16：00 第４回災害対策本部会合開催。17 日以降の対応策協議 

 

4 月 17 日（日） 33 人の薬剤師を派遣 

 ○災害対策本部担当役員・職員で情報収集に努めるとともに、今後の支援活動に関する

課題等について打合せ 

○日本薬剤師会・永田常務理事、同・大原理事が同日夕方熊本県薬剤師会に到着し、先

遣の田尻常務理事とともに熊本県薬担当役員らと情報交換。支援薬剤師の今後の派遣

先、必要人数、課題等打合せ。薬剤師会として、ＪＭＡＴ等に協力すべく、益城町総

合体育館、同保健福祉センター及び阿蘇熊本空港ホテル・エミナース、宇土市役所等

に設置されている医療救護所に支援薬剤師を派遣すべく、都道府県薬剤師会に協力要

請することを確認 
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4 月 18 日（月） 35 人の薬剤師を派遣  

 ○10：30 第７回災害対策本部会合開催 

○日本薬剤師会より都道府県薬剤師会に対し、具体的な派遣協力依頼を通知（医生局総

務課事務連絡文書添付） 

○和歌山・広島・大分各薬剤師会にモバイルファーマシーの出動を要請 

○広島県薬剤師会のモバイルファーマシー出動 

 

4 月 19 日（火） 46 人の薬剤師を派遣  

○東京都薬剤師会が支援薬剤師 3 名を派遣 

○和歌山県薬剤師会のモバイルファーマシー出動（現地到着は 20 日） 

○本日より適宜、熊本県薬剤師会から日本薬剤師会へ「熊本県における薬剤師派遣経

過・予定表」（派遣先、派遣人数、派遣元都道府県薬剤師会名）が提供されることと

なる。日本医師会及び厚生労働省とも情報共有を図る 

○本日より適宜、日本医師会から日本薬剤師会へ「今後のＪＭＡＴ派遣予定」情報が提

供されることとなる。熊本県薬剤師会と情報提供を図る 

 

4 月 20 日（水） 63 人の薬剤師を派遣 

 ○大阪府薬剤師会が支援薬剤師 3 名を派遣（その後、各都道府県薬剤師会より派遣） 

○日本医師会より被災者健康支援団体連絡協議会構成団体に対し、被災地において相互

に協力して活動できるようお願いしたい旨通知が出される。また、日本医師会より都

道府県医師会に対し、ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）の編成にあたっては、

都道府県歯科医師会・薬剤師会等と事前に連携するよう求める通知が出される。これ

らを受け、日本薬剤師会より都道府県薬剤師会に対し、ＪＭＡＴへの参加を依頼する

第四報（別添）を通知 

 ○南阿蘇村に設置された仮設診療所における調剤等支援開始 

 ○被災会員への義援金についての方針を、都道府県薬剤師会に通知 

 

4 月 21 日（木） 74 人の薬剤師を派遣 

 ○益城町の救護所 3 か所及び南阿蘇村白水庁舎等で、都道府県薬剤師会等の薬剤師が支

援活動を継続。益城町保健福祉センター担当の派遣薬剤師の中から、一部のＪＭＡＴ

班等に同行開始。益城町総合体育館の日赤・熊本国際医療班には薬剤師が含まれてお

り、派遣薬剤師による支援の必要性が低いことから、和歌山県薬剤師会のモバイルフ

ァーマシーを南阿蘇村に移動 
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○南阿蘇村にて和歌山県薬剤師会のモバイルファーマシー活動開始。日赤チーム、ＪＭ

ＡＴ等に派遣薬剤師同行 

○宇土市の救護班の夜のミーティングにおいて、同市の救護所・避難所への薬剤師班の

派遣要請があり、22 日以降薬剤師 2、3 名を派遣することとする（うち 1 名は巡回） 

 

4 月 22 日（金） 70 人の薬剤師を派遣 

 ○午後から、宇土市の避難所（宇土市民体育館）に薬剤師班（滋賀県薬 3 名）がＯＴＣ

医薬品を持参。昼間の巡回診療、仮設診療所では災害処方箋を発行し近隣薬局で対応

夜間及び移動困難者の調剤を薬剤師班が担当予定 

 ○午後から、嘉島町役場の救護所にて薬剤師班（広島県薬 3 名）が活動開始 

 

4 月 23 日（土） 100 人の薬剤師を派遣 

 ○広島県薬剤師会のモバイルファーマシーが、エミナースから嘉島町の救護所に移動し

て活動 

 ○益城町総合体育館、益城町保健福祉センター、阿蘇熊本空港ホテルエミナース、嘉島

町役場、南阿蘇白水庁舎の救護所等で活動を継続 

○日本薬剤師会・田尻常務理事、同・荻野理事が熊本県薬剤師会に入る 

 

4 月 24 日（日） 113 人の薬剤師を派遣 

 ○益城町総合体育館、益城町保健福祉センター、阿蘇熊本空港ホテルエミナース、嘉島

町役場、南阿蘇白水庁舎の救護所等で活動を継続 

参 考 資 料 
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