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本日、話をさせて頂きます株式会社ハートフェルト　代表取締役の
稲葉一郎です。熊本県薬剤師会で常務理事を務めています。
今回の熊本地震で被災され、まだ、日常の生活を取り戻せていない
方が、リスナーの中にもいらっしゃると思います。お見舞い申し上げ
ます。
また、全国の皆様から救援物資の援助をはじめ、心温まるご支援を
頂き誠に有難うございます。この場をお借りしてお礼を述べさせて
頂きます。

株式会社ハートフェルト　代表取締役
熊本県薬剤師会　常務理事　稲葉一郎 氏

迅速な初動とその背景

災害時における薬剤師の救援活動

災害時における支援活動では、薬剤

の調達や仮設調剤所の立ち上げが必

要ですが、今回の熊本地震における薬

剤師会の初動は極めて早かったと、多

団体から評価を頂いています。

これは、阪神・淡路大震災、東日本

大震災、広島土砂災害等、先の災害の

教訓、時代とともに医薬分業が進展し、

大規模災害における薬剤師の活動環

境範囲が広がった事、また、薬剤師の

意識が高まり、従事した経験者が増え

た事、薬剤師のための災害対策マニュ

アルが作られ、周知されてきた事が要因

と考えられます。

先の東日本大震災を機に、薬剤師派

遣形態がボランティアから防災協定によ

る県からの正式要請となり、日本薬剤師

会として災害に対する支援活動が組織

化され、有機的な活動が可能になった

事、また、モバイルファーマシー（MP）を

早期から活用できた事も大きく貢献した

と思われます。

災害時の薬剤師の救援活動とは、以

下の２つがあります。（資料１、２）
１）支援薬剤師の業務
仮設診療所、仮設調剤所、MP等

の医療救護所においては、医療救護活

動として

①医薬品等の在庫管理
②医薬品使用に関する医師や看護師

等への情報提供
③使用薬の聞き取り、医薬品の鑑別・
特定、お薬手帳の活用

④調剤及び服薬指導

を行います。

医療救護所において、使用する医薬

品は、平時と異なり種類が限定されます。

携わる医師は、自らの専門科以外の
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避難所においては、被災者の支援と

して、

① 一般用医薬品の保管・管理及び被
災者への供給

② 医薬品や健康に関する相談
③ 衛生管理及び防疫対策など
の業務を行います。

今回の震災では、余震が多く、建物

の崩壊を恐れ、車中泊をした被災者が

多く、エコノミークラス症候群の疑いの

搬送が多発しました。また、インフルエン

ザ、ノロウイルスも発生したのでポスター

を掲示し、予防のための体操や正しい

うがい・手洗いの仕方を啓蒙し、指導

を行いました。

また、救援物資の集積所に送られて

きた物資には、一般医薬品や使用でき

ない調剤済の医薬品が混在していた

ため、その仕分け等の業務が発生しま

した。

２）災害薬事コーディネーターの業務
仮設調剤所の立ち上げ、MPの設

置場所の手配、撤収に向けての準備。

支援薬剤師のスケジュール管理と割り

振り、医薬品、備品等の急配の対応、被

災地における薬剤師の不足状況等を

確認し、薬剤師の救援活動の必要性に

ついて協議を行います。また必要と判

断した際は、支援薬剤師の出動場所と

必要人数を検討します。これは、時間の

経過とともに被災地区の状況が変化し、

コーディネーター間の協議が必要となり

ました。（資料３）

ＭＰとは、医薬品、分包機、冷蔵庫等

といった薬局機能を搭載した機動力の

モバイルファーマシー（MP）について

患者にも対応し、普段使用しなれてい

ない医薬品を使わざるを得ません。さら

に、医療用医薬品の代替として一般用

医薬品を活用せざるを得ない場合もあ

ります。先の震災時に比べ、後発医薬

品の使用が増えている現在、医薬品の

識別、代替調剤には、薬剤師は、不可欠

な存在であったと言えます。

医療救護所

避難所 医薬品集積所

災害医療救護活動

医薬品の安定供給への
貢献

① 一般用医薬品の保管・管理 及
び被災者への供給

② 医薬品や健康に関する相談
③ 衛生管理及び防疫対策など

① 医薬品等の在庫管理など 
② 医薬品使用に関する医師や看護
師等への情報提供 

③ 使用薬等の聞き取り、医薬品の
鑑別・ 特定、お薬手帳の活用

④ 調剤及び服薬指導 

1

3
被災者への支援2

① 救援活動への参加の仕方
② 活動記録と報告
③ 業務引き継ぎ・撤退

薬剤師

① 医薬品集積所での主な業務
② 保健所等での主な業務

① 指揮命令系統

自治体
薬剤師会 等

■ 資料1　災害時の薬剤師の救援活動 ■ 資料2

■ 資料3

※「薬剤師の将来ビジョン」より※「薬剤師のための災害対策マニュアル」より

阪神・淡路大震災
（1995年）

東日本大震災
（2011年）

薬剤師派遣形態 ボランティア 防災協定による県からの正式要請

派遣医療チーム
チーム参加要請
ほとんどなし

行政、医師会、大学病院など多くの
チームより参加要請あり

日赤チーム
支援要請なし
自己完結型

現地日赤病院も含め、チームに参加
要請あり

被災地の病院 支援要請なし 支援要請あり

参加薬剤師の
職域

開局・病院が中心
開局、病院のみならず、製薬、卸、教職
他、広範囲の職域の薬剤師が参加

仮設診療所での
役割

参加するも、被災者へ
の医薬品の交付、説明
は医師

診療所内で医師の処方箋に基づき、
薬剤師が被災者への医薬品の交付、
説明を担当

■ 資料4　モバイルファーマシー（MP） ■ 資料5　モバイルファーマシー内部

医療救護所 仮設調剤所

ある災害対策医薬品供給車両の名称

で、発電機やバッテリー、水タンク等を

搭載しており、ライフラインが寸断された

被災地でもいち早く駆けつけ、調剤作

業と医薬品の交付が行えます。（資料
４、５）
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平成28年7月現在、全国には、宮城

県、大分県、広島県、和歌山県の4台し

かありません。今回、この中から３台派遣

して頂きました。

熊本県薬剤師会からの要請により、

震災の翌日４月15日に大分県薬剤師会

から、18日に広島県薬剤師会から、20

日に和歌山県薬剤師会からMPが派

遣され、支援活動に大きく貢献いたしま

した。

災害処方箋については、災害救助法

に基づき使用されるもので、取り扱い方

の周知をはかりました。

今後の課題としては、薬剤師のため

の災害対策マニュアルに「一般の薬

局から薬剤師派遣の要請があった場

合には、被災地の医療の継続に寄与す

るものか、他の派遣場所との優先順位

等を勘案し、地域薬剤師会と都道府県

薬剤師会が協議の上、支援薬剤師を

派遣するかどうかを決定する。」と記載

があります。

今回、南阿蘇地域では、医療アクセ

スが悪くなり、一部の薬局に患者さんが

集中してしまいました。平時業務に加え

て、災害支援活動のため、開局時間延

長や休日返上を行い、薬剤師、事務員

の負担が増大となり疲弊してしまいまし

た。今後は、救護所やＭＰだけでなく、地

域の医療機関や保険薬局にも支援薬

剤師の派遣ができるように検討していく

ことが必要と考えます。

災害薬事コーディネーターは保険薬

局薬剤師と病院薬剤師と事務スタッフ

の混成チームにすることで、お互いの長

所を活かし、より有機的な支援活動がで

きます。

被災地の地域性に即した備えが必

要で、南阿蘇のような過疎地と市街地

では対策が異なると思います。今回は

熊本県の一部限局した地域で大きな

被害が出ましたが、南海トラフ地震の被

害はかなり広域に及ぶと想定されてい

るので、MPもさることながら、コーディ

ネーターも不足する可能性があると思

います。

MPの導入検討や、災害時に動ける

人材の育成・確保は、今後の課題だと

考えられます。

 また、 医薬分業率が70％近くなった

現在、地域の医薬品供給体制において

薬局の存在は、不可欠となっており、 地

域の薬局の崩壊は、地域の医療供給

体制そのものの崩壊に繋がると言われ

ています。薬剤師は、その事を肝に銘じ

て責任を果たす覚悟が必要で、地域全

体として非常時における地域の医療供

給体制のための災害拠点薬局の指定

とその支援体制を平時から構築してい

く事が望まれます。（資料６、７）

今後の課題と展望

■ 資料6　災害拠点薬局（仮称）の整備など ■ 資料7　南阿蘇　避難所　27カ所　　約 2,300人

□ 会営薬局、地域の中核的な病院の近隣にある薬
局、 多数の医療機関から処方箋を応需している薬
局等「災害拠点薬局」（仮称）とし、活用する計画を
立てる（都道府県薬剤師会 とも協議する） 　　

□ 医薬品備蓄や支援薬剤師受け入れ（派遣）の拠点
とする 

□ 非常用電源、燃料、交通手段、通信手段を確保する 

□ 被災地での医療救護活動に必要と思われる備品、
携行用医薬品、及び被災地の医療救護所において
調剤及び医薬品の保管・管理に必要となる資材を
備蓄する 　

□ 自地域外からの支援薬剤師の受入れを想定した
計画を立てる

※「薬剤師のための災害対策マニュアル」より

南阿蘇村役場長陽庁舎
仮設診療所
ＭＰ（モバイルファーマシー）

久木野保健福祉センター

仮設診療所　

仮設診療所
仮設調剤所　

南阿蘇村役場白水庁舎

2016年8月15日放送　病薬アワー「平成28年熊本地震災害における薬剤師の役割について」より採録
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