
一般社団法人 日本病院会 

熊本地震災害対策本部 活動メモ 

 

2016 年 4 月 14 日（木） 21 時 26 分 地震発生（最大震度 7） 

2016 年 4 月 15 日（金） 熊本県支部（済生会熊本病院）に状況確認 

・市内中心部の病院機能に問題はなく受け入れ病院として機能 
・益城地区の会員病院について、情報収集：益城病院（精神・210
床）に停電、断水の被害確認 

日本病院会に「熊本地震災害対策本部」設置 

・岡留副会長（福岡済生会総合病院）と副島支部長（済生会熊本病

院）を中心として、災害医療対策委員会において情報共有 

被災者健康支援連絡協議会 

・熊本県医師会等との連絡を密にし、要請があればＪＭＡＴの派遣

準備 

2016 年 4 月 16 日（土） 情報収集と確認（堺会長自宅待機、事務局長、総務課長代理は日本

病院会事務局待機） 

災害対策本部（災害医療対策委員会） 

・堺会長、岡留副会長・副島支部長と相談。余震が続いている状況

であり、要請は医師、看護師の派遣であることから状況を見る。

福岡済生会総合病院には医師、看護師の派遣要請がかなり来てい

るとのこと。厚生労働省医政局への確認では現地対応とのこと。 

被災者健康支援連絡協議会 

・ＪＭＡＴの派遣元を熊本県医師会から全国に拡大との情報。九州

医師会連合会の協定を基本とし、九州各県医師会のチームを優先

するとのこと。 

災害対策本部（災害医療対策委員会） 

・中島委員より、岡山県精神科医療センターは 15 日早朝に 4 名の

チームを熊本に向けて出発。患者の移送が必要な病院が益城町の

2 病院から 6 病院に増加。県内では限界のため九州の他病院を当

たっているとのこと。 

2016 年 4 月 17 日（日） 災害対策本部（災害医療対策委員会） 

・福岡日赤は、14 日（木）の直後の午後 11 時から既に出動との情

報。 

2016 年 4 月 18 日（月） 災害対策本部（災害医療対策委員会） 

・済生会としては福岡総合病院を含めて交代で 3 病院ずつ熊本へチ

ームを派遣。現在まで 10 病院。 

第 22 回被災者健康支援連絡協議会（梶原副会長出席） 

  



一般社団法人 日本病院会 

2016 年 4 月 19 日（火） 熊本県支部（済生会熊本病院） 

・副島熊本県支部長より、熊本県の会員とくに民間での支援希望リ

ストと被害状況の調査結果報告（4 月 19 日現在の状況）。 

2016 年 4 月 21 日（木） 災害対策本部（災害医療対策委員会） 

・中島委員より、岡山 DPAT チームの派遣概要報告。 第 1 陣が 19
日に帰郷、現在第 2 陣が現地で活動中、第 3 陣が現地に向けて出

発。 

2016 年 4 月 22 日（金） 会員病院の被災状況報告及び対応を検討（正副会長会議） 

2016 年 4 月 23 日（土） 災害対策について協議（常任理事会） 

 

※ ・日病の岡留副会長（済生会病院全体の９割が日病の会員病院）が病院長をつとめる 

済生会福岡病院を物資の拠点病院として支援活動 

・日赤（日赤病院全体の９割が日病の会員病院）本社を中心として支援活動 

 

 



●私的施設：被害状況、支援物資 平成28年4月19日現在

病　院　名 支援物資依頼 被害状況 宛名 〒 送付先 ＴＥＬ ＦＡＸ

1 朝日野総合病院 院長　野村　一俊 860－0872 熊本市北区室園町12－10 096-344-3000 096-343-7570

2 東病院 院長　東　 謙二 862-0963 熊本市南区出仲間5丁目2－2 096-378-2222 096-378-2275

3 天草第一病院 ／ なし 理事長　永野　淳二 863-0013 天草市今釜新町3413-6 0969-24-3777 0969-24-0870

4 伊井産婦人科病院

白米　　　5俵
非常食　・干物など　500食
　　　　・肉や魚（おかずになるもの）　50食×７日分
　　　　・ロングライフ牛乳　200ml×300本
　　　　・汁物～豚汁など　50食×７日分
　　　　・ガスボンベ　3本入り×10組
　　　　・冷凍保存肉・魚　500食
飲料水
ミルトン　3リットル×2箱
薬剤　　・ディナゲスト　1mg　100錠　3箱
　　　　・クラリス　200mg　100錠　5箱
　　　　・サワシリン　250mg　100カプセル　5箱

なし 院長　松浦　講平 862-0973 熊本市中央区大江本町8-15 096-364-4003 096-364-4016

5 ﾒﾃﾞｨｶﾙｹｱｾﾝﾀｰﾌｧｲﾝ
食糧　90名×5日分
カセットコンロ用ガスボンベ　100本　（1ヶ月分）
医薬品

水道、ガス×
エレベーター使用できない
全患者１Ｆで避難対応中

理事長　大浦　敬子 862-0922 熊本市東区三郎1丁目12番25号 096-383-5555 096-383-5540

6 表参道　吉田病院 院長　吉田　仁爾 860-0855 熊本市中央区北千反畑町2-5 096-343-6161 096-343-7626

7 熊本回生会病院
簡易トイレ　　　＊下水管全滅のため
非常用トイレ

水道×
手術室運用中止
下水管全滅
院内ひび割れ、外壁タイル剥離脱落
EV4基中3基×

院長　大橋　浩太郎 861-3101 上益城郡嘉島町鯰1880 096-237-1133 096-237-2252

8 熊本機能病院 水 １棟使用できず 理事長　米満　弘一郎 860-8518 熊本市北区山室6-8-1 096-345-8111 096-345-8188

9 くまもと森都総合病院 ／
東棟の柱に亀裂。水がしみこんでいる
DMATによる搬送、転院、近日中入院患者0名
水道×、ガス×、

理事長　藤山　重俊 862-8655 熊本市中央区新屋敷1-17-27 096-364-6000 096-362-5204

10 熊本整形外科病院 非常食　200名×3日分
新館12床使用不可。MRI使用不可
ガス・水道がきていないため手術・検査不可

院長　生田　拓也 862-0976 熊本市中央区九品寺1-15-7 096-366-3666 096-362-2413

11 熊本セントラル病院 院長　南野　隆一 869-1235 菊池郡大津町室955 096-293-0555 096-293-2562

12 熊本第一病院 理事長　河北 　誠 862-0965 熊本市南区田迎町田井島224 096-370-7333 096-370-7334

13 熊本リハビリテーション病院

おしりふきｼｰﾄ（入浴ができない為）
テープタイプオムツ（サイズ各種）
履かせるパンツタイプオムツ（サイズ各種）
マウスウォッシュ、　水
米、　　　　　　　　パン
紙コップ、　　　　　紙皿
割り箸、　　　　　　サランラップ

院長　古閑　博明 869-1106 菊地郡菊陽町曲手760 096-232-3111 096-232-3119

14 慈恵病院 理事長　蓮田　太ニ 860-0073 熊本市西区島崎6-1-27 096-355-6131 096-359-8221

15 杉村病院

アルファ米　飯300名分
　　　　　　おかゆ400人分
簡易トイレ（ディスポ）
お尻ふき（ウェットタイプ）

上下水道、ガス×。　建物損壊激しい
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ破損のため2階と4階で水が噴き出す
週末の雨で2階と5階が雨漏れ

理事長　杉村　邦明 860-0811 熊本市中央区本荘３丁目7-18 096-372-3322 096-371-0886

16 青磁野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

水
非常用食品　1800食、
手袋　Ｍ：150箱　・　Ｌ：150箱、
マスク　18箱、
ガウン　30枚、
ビニールエプロン　200枚
アルコール含浸綿　60箱
ガーゼ（中・小・Ｙ）各20包
感染対策の物品

水道×、外壁、外壁に一部破損あり 理事長　金澤　知徳 860-8515 熊本市西区島崎２丁目22－15 096-354-1731 096-354-1736

17 大腸肛門病センター　高野病院 ／ 建物の亀裂、物品の倒壊、入院室は閉鎖 院長　山田　一隆 862-0924 熊本市中央区帯山4-2-88 096-384-1011 096-385-2890

18 医療法人田中会 理事長　田中　英一 861-8003 熊本市北区楠7-15-1 096-339-1161 096-339-4717



病　院　名 支援物資依頼 被害状況 宛名 〒 送付先 ＴＥＬ ＦＡＸ

19 にしくまもと病院

飲用水、
診療材料
入院患者用食品材料
職員食料
ブルーシート

建物一部亀裂・破損、通路隆起・陥没
医療機器、事務棚多数破損、
貯水タンク破損
水道×

院長　林 　茂 861-4157 熊本市南区富合町古閑1012 096-358-1118 096-358-1099

20 西日本病院 院長　有馬　寿之 861-8034 熊本市東区八反田3-20-1 096-380-1111 096-380-0539

21 比企病院
薬
食料（朝昼晩）220名×10日分

ガス× 院長　比企  裕 862-0913 熊本市東区尾ノ上3-1-34 096-381-5151 096-381-5152

22
養護老人ホーム花へんろ気付
益城病院

防災用ベスト（DMATﾁｰﾑ着用のようなもの）20～30枚
レトルト食品　200人×3食×7日分
飲料水　　40人×1.5L×7日分
栄養補助食品エンシュアリキッド（ｾﾞﾘｰ状、嚥下困難用）
10箱
下着：男性用　肌着＋パンツ（Ｌサイズ）100人分
　　　女性用　肌着＋パンツ（Ｌサイズ）80人分
靴下：男性用　50足
　　　女性用　50足
紙おむつ：Ｍ50袋、Ｌ50袋
毛布：130枚
タオル：180枚
バスタオル：130枚
トイレットペーパー：12ロール×100
電気ひげそり（安価な物）：70個
ビニール袋：45Ｌ×300袋
　　　　　　黒ビニール　45Ｌ×100枚
ウェルパス消毒液：１Ｌ×6ダーズ
尿取りパット　100枚
マジック　（マッキー太・極太）黒×10、赤×10
衣類用洗剤　5kg
キッチンハイター　1Ｌ×10
ハイター　１Ｌ×10
食器除菌アルコール　30

＊一番被害の大きい地域

建物の破損、傾斜、壁の亀裂
断水、停電、ガス×、電話×

理事長　犬飼　邦明 861-2233 上益城郡益城町惣領1670 096-286-3611 096-286-8145

23
養護老人ホーム花へんろ気付
AKAI花へんろ

おむつ　20人×5日分
大人用おしりふき　20人×5日分
ぬれティッシュ　大箱3個　（50人×5日分）
ドライシャンプー　50人×5日分
使い捨て食器　50人×3種（皿、碗、ｺｯﾌﾟ）×3回×5日分
カット綿　3箱、
ウェルパス消毒液　２ダース
ティッシュペーパー　２ケース
ビニール袋　45L　１ケース
洗口液（ﾓﾝﾀﾞﾐﾝのようなもの）　50人×5日分
ガーゼ　30人×5日分

＊一番被害の大きい地域 施設長　中島 861-2233 上益城郡益城町惣領1670 096-286-3611 096-286-8145

24 御幸病院

紙おむつ
尿取りパット
トイレットペーパー
ペーパータオル

病衣室一部使用不可 総院長　馬場　憲一郎 861-4172 熊本市南区御幸笛田6-7-40 096-378-1166 096-370-1123

25 谷田病院 理事長　谷田　理一郎 861-4601 熊本県上益城郡甲佐町岩下123 096-234-1248 096-234-1249

26 矢部広域病院 理事長　坂本　達彦 861-3512 上益城郡山都町下馬尾204 0967-72-1121 0967-72-0502

27 悠紀会病院 院長　紫藤　忠博 865－0011 玉名市上小田1063 0968-74-1131 0968-74-3821
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