
7/4（土） 7:00 富永会長⇒藤本局長　薬局の被害状況確認指示
7:20 藤本局長⇒福原専務理事　富永会長からの指示を伝える

福原専務専務理事⇒該当支部長　情報収集
7:30 富永会長⇒藤本局長　備品確認指示
7:40 富永会長　災害対策本部立上げ指示
8:00 各副会長に連絡
8:15 江上副会長県薬対策本部着
8:30 水俣芦北支部楠原先生⇒江上副会長　芦北地域９件、膝下浸水
8:35 村田人吉支部長⇒江上副会長　人吉地区半分は被害が出るだろうとのこと
8:40 福原専務理事、流通確認。富田薬品とアトル

富田薬品は八代支店と出水（鹿児島）支店から支援予定
アトルは連絡待ち

吉富水俣芦北支部長に連絡。３号線、高速通行止め

8:40 エスエス堂佐藤先生
従業員の一人が屋根上避難中。自身の薬局も浸水

8:45 寺元常務理事⇒県薬対策本部
球磨病院周辺浸水とのこと

9:00 県薬⇒藤井副会長へ安否確認

9:05 福島常務理事⇒県薬対策本部
病院（人吉医療センター）が浸水しているとのこと
富永会長県薬対策本部到着

9:15 県薬務衛生課と情報交換
9:20 福原専務理事県薬対策本部到着
9:29 県薬務衛生課より被害状況の情報提供の依頼あり

10:21 まこと薬局木山先生　対策本部設置の確認
10:40 県薬務衛生課より被害状況の情報提供の依頼あり

坂本調剤薬局の件だけ伝える。
10:50 熊本総合病院　災害対策本部立上げ
11:00 人吉から被害状況報告あり
11:30 被害状況

八代（坂本）1件、人吉12件、芦北9件が水没
12:20 藤井副会長⇒県薬対策本部

人吉医療センターの福島常務理事より薬の調達依頼あり
富田薬品人吉支店1階が水没

12:30 藤井副会長⇒県薬対策本部
富田薬品人吉支店へ確認したところ薬自体は無事とのこと
水が引き次第対応可能

13:05 本田議員県薬着

7/5（日） アステム（人吉）水没、アトル（人吉）床上浸水、富田薬品（人吉）1階浸水
9:00 福原専務理事と藤本局長　打合せのため県薬務衛生課へ

10:20 寺元常務理事⇒県薬対策本部
人吉医療センター通常診療、さくら薬局閉局（問題）、益田小児科通常診療
現地情報よりモバイルの必要性ないのでは、人吉大渋滞

11:10 県薬務衛生課徳永補佐⇒県薬対策本部
九州東邦人吉店の状況確認依頼

11:40 被災薬局の視察、資材提供のため県薬を出発
富永会長他（人吉）、福原専務理事他（水俣芦北）

12:00 ももさき内科（芦北）⇒県薬対策本部
三宝調剤薬局　調剤不可（2～3日着不可）
薬局を紹介してほしい

富田薬品⇒県薬対策本部
さしき薬局、なんこう薬局、なんこう薬局南店、イクタ調剤薬局（調剤可）は
不可
文化堂薬局（薬が唯一大丈夫）



12:20 寺元常務理事⇒県薬対策本部
汚損した薬歴は廃棄してよいか？（3年保存分）
⇒とりあえず取っておくように
⇒県薬務衛生課に後日聞いてほしい

12:30 はなおか調剤薬局　楠原先生⇒県薬対策本部
自宅（人吉）・薬局とも全壊、明日芦北へ入る予定

13:00 藤本局長⇒県薬対策本部
熊本労災病院にてD-MAT会議（夜）
救護所の設置について決まる予定

13:53 クスノキ薬局御薬園店到着
18:45 人吉から県薬対策本部へ帰着

7/6（月） 8:27 寺元常務理事⇒県薬対策本部
八代と人吉に保健医療の対策本部を立上げることになったので、薬剤師も入っ
てほしいとD-MATの渡邊先生から連絡があった。人吉の村田支部長には自分（寺
元常務理事）から連絡するので、福原専務理事に連絡をとってほしい。
人吉…人吉医療センター（福大　江川先生、村田人吉支部長）
八代…労災病院（村本委員（ゆうば薬局））

8:52 江上副会長　県薬到着
9:00 ユヤマにモバイルファーマシーの分包機の調整依頼
9:10 栃木県薬緒方事務局長　災害見舞電話
9:20 福原専務理事　県薬対策本部到着

10:00 県薬務衛生課よりモバイルファーマシー派遣依頼
10:10 大森委員と豊留委員　モバイルのため待機
10:15 村本委員⇒福原専務理事

県南保健医療調整会議発足（八代労災病院内）設置の連絡
10:20 富永会長　県薬対策本部到着
10:40 県薬務衛生課⇒小山次長

（人吉）保健医療調整会議発足（人吉医療センター内）設置の連絡
11:00 福原専務理事　保健医療調整本部会議参加
11:10 富永会長⇒薬務衛生課樋口課長

モバイルファマシーの派遣について確認、保健所の車両の利用が可能
11:40 九州厚生局より薬局の被災状況について問合せあり、薬局リスト送付
11:55 本田議員⇒藤本局長

熊本県は県外のボランティアは受け入れない方針との情報提供

12:05 中村常務理事から以下３点連絡（インスリンが不足する可能性あり、じほう社
から取材の打診あり、午後から対策本部に入る）

12:10 合志⇒小林日薬局長　被災薬局リスト送信
12:00 福原専務理事（県保健医療調整本部）から球磨村の避難所に救護所設置の動き

あり

12:30 アトル　医薬品搬入
12:35 富田薬品　医薬品搬入

12:55 県薬務衛生課⇒県薬対策本部
モバイル設置場所　人吉第一中学校に決定

13:30 熊本大学病院がん疾患センター　野口様に薬局被災状況リスト送付（肝炎患者
へ情報提供の為）

14:00 藤本局長⇒合志⇒小林日薬局長　経過報告
14:10 福原専務理事（県保健医療調整本部）⇒県薬対策本部

避難所の設置が落ち着いてから救護所の設置を決める方向で進んでいる
14:40 県薬務衛生課徳永補佐⇒県薬対策本部

さくらドームからの避難者を多良木高校（300人）又は人吉第一中学校（80人）
に分散、モバイルファマシーはどちらかに設置で検討中

15:01 福原専務理事（県保健医療調整本部）⇒県薬対策本部
日赤がカルチャーパレスに救護所設置。当面日赤で医薬品供給、状況により調
剤所の設置を依頼する。調剤所が増えれば大分からのモバイルファマシーの派
遣要請可能性あり

15:30 福原専務理事、県薬対策本部に帰着
15:37 モバイルファーマシー人吉へ出発（寺元常務理事、大森委員、豊留委員）
17:40 モバイルファーマシー人吉に到着（人吉医療センター）



22:07 都理事よりメール
菊池支部（菊池市、合志市、菊陽町、大津町）は今のところ薬局の被害報告は
ないが、今夜から明日いっぱい大雨だと氾濫等で被害が出る可能性があるとの
こと。
本日はうさぎの谷薬局（支部長）、フラワー薬局（災害担当）で担当者が詰め
ているが、何か動きがあれば連絡するとのこと。

7/7（火） 8:45 県薬務衛生課へ被害状況リスト送付
9:35 合志⇒小林日薬局長　経過報告
9:50 寺元常務理事⇒県薬対策本部

さくらドームへ移動（ヘリポートがあるためD-MATに帯同し、孤立地区に薬を
持って行くことに）
モバイルファーマシー　さくらドーム設置決定

10:20 福原専務理事（県保健医療調整本部）⇒県薬対策本部
スポーツパレスに救護所できる可能性あり

10:30 国保連合会　患者既往歴等、相談窓口設置

11:37 MLを通じ、各支部へ被害報告フォームの転送依頼

11:45 県薬務衛生課　鍋田主任技師宛て災害処方せんメール済み
11:50 福原専務理事（県保健医療調整本部）⇒県薬対策本部

人吉保健所、水俣保健所　県より災害備蓄医薬品の提供あり

12:05 江上副会長、南関2薬局へ状況確認
なごみ薬局⇒通常営業、松林堂薬局⇒床上浸水、現在通常営業

12:30 星野玉名支部長より玉名支部の状況報告
時間短縮営業　4件
そうごう薬局玉名店、ライフ薬局、ハッピー薬局本店、なごみ薬局、松林堂薬
局も報告済

12:32 玉名支部　杉本先生よりメール
玉名支部内の開局及び被害状況の報告（本日12:00の情報）
薬局内浸水被害　1薬局⇒松林堂薬局
（5㎝程度の浸水も朝には水が引いて、通常開局）
通常開局　32薬局
短縮予定　4薬局⇒そうごう薬局玉名店、ライフ薬局、なごみ薬局、ハッピー薬
局本店
返信なし　2薬局⇒たまな駅前薬局、れいわ薬局

13:00 村田人吉支部長⇒県薬対策本部
マスク、ポンチョの支援要望

13:30 日刊薬業取材
江上副会長、藤本局長、小山次長対応

13:40 福原専務理事（県保健医療調整本部）⇒県薬対策本部
被災者が各地域から避難所に入り続けているため避難所設置はもう少し後にな
る模様、医薬品もそれに伴い必要になる

13:45 大森委員⇒県薬対策本部
モバイルファーマシーで7名調剤

14:10 県薬務衛生課　樋口課長⇒県薬対策本部
D-MATと協議モバイルファーマシーは必要、支援薬剤師と連携していきたい

14:11 村田人吉支部長⇒県薬対策本部
高階誠心堂薬局いずみだ店⇒床上浸水、コンピューター類損害
ココ薬局⇒床上浸水あり、被害不明

15:14 寺元常務理事⇒県薬対策本部
災害処方せん8枚、明日まではさくらドーム、18:30 D-MAT会議に参加予定

15:21 水俣　下田先生より
文化堂薬局、イクタ調剤薬局⇒開局
さしき薬局、はなおか調剤薬局、三宝調剤薬局⇒閉局
その他は、電話不通のため確認中
水俣市内は、全て開局

15:30～
16:10

本田議員　県薬対策本部へ到着、打合せ



16:43 なんこう薬局イノウエ先生よりお薬相談室に連絡あり
薬局の電話が使えないため、県薬から連絡する際は携帯電話番号へ連絡しても
らいたいとの事、固定電話は7/25頃使用可能となる予定との事

16:55 福原専務理事、県保健医療調整本部から県薬対策本部へ帰着
17:00 RISFAXより電話取材（小山次長対応）
19:50 村本委員⇒福原専務理事⇒藤本局長

芦北で自衛隊からの処方箋を受けられる薬剤師の待機が可能か、D-MAT渡邉薬剤
師から照会あり

20:00 福原専務理事⇒藤本局長
福原専務理事が県薬務衛生課と協議し、平和薬局センター店で受けることに決
定した

7/8（水） 7:00 富永会長⇒県薬対策本部
7/10（金）に田尻日薬副会長来熊予定

7:45 藤本局長⇒県薬対策本部
薬務衛生課へのIP無線の貸出について

7:50 県薬務衛生課　樋口課長⇒県薬対策本部
IP無線を借りたい（球磨地域通信困難のため）

8:47 畑本理事、西委員　県薬対策本部から人吉へ出発
9:00 じほう取材⇒藤本局長対応

9:00 江上副会長　県薬対策本部到着

10:05 九山　原口会長から状況確認
必要であれば、支援薬剤師を出すとのこと

10:05 熊本赤十字病院　陣上薬剤部長⇒県薬対策本部
支援薬剤師の活動について、D-MATに日赤の薬剤師同行

10:55 畑本理事、西委員　さくらドーム到着
これよりヘリに薬品30人分を積み込むとのこと

11:00 村田人吉支部長⇒県薬対策本部
保険処方せんと災害処方せんの違いの文書を人吉球磨の薬局にFAXするよう依頼
あり⇒FAX済

11:30 田尻日薬副会長⇒県薬対策本部
状況確認。救護所とモバイルファーマシーの関係等、基本的なことは忘れない
でほしい。7/10（金）来熊予定

11:40 大森委員⇒県薬対策本部
畑本理事、西委員　人吉着、現在さくらドームにて支援薬剤師5名待機中

13:10 西委員⇒県薬対策本部
さくらドーム（球磨村）はIP無線が圏外。災害用電話も圏外になる。ドコモは
つながりにくい。ソフトバンクはモバイル基地があるためつながるとのこと。

14:50 寺元常務理事⇒県薬対策本部
豊留委員がD-MATと一緒にヘリで医薬品搬送

16:50 福原専務理事　県薬対策本部着
17:59 寺元常務理事⇒県薬対策本部

今から寺元常務理事、豊留委員、大森委員　帰路につくとのこと
球磨村からヘリで被災者をさくらドームへ、モバイル22時まで

19:35 寺元常務理事、豊留委員、大森委員　県薬対策本部到着
21:09 村田人吉支部長⇒県薬対策本部

7/8（水）現在の人吉市内の薬局開局状況リスト（16件）、医療機関診療状況リ
スト（27件）FAXにて情報提供あり

7/9（木） 8:50 福原専務理事　県庁着
8:50 人吉地区への連絡について

直接各薬局へお願いができないか、マンパワーが足りてないため対応が厳しい
9:00 江上副会長　県薬対策本部着
9:40 吉冨支部長⇒県薬対策本部

芦北へ薬剤師の派遣要請2名



10:15 薬務衛生課⇒県薬対策本部
上記の件、要請あり（吉冨支部長からの派遣要請の件）

10:18 西委員⇒県薬対策本部　7/8、7/9の活動報告
7/8　球磨村からの避難者応対
17:30～21:30　モバイルファーマシーでの対応　災害処方箋3枚
21:30～22:00　駐車場を巡回
22:00　撤収（西委員、畑本理事、村田支部長薬局にて泊）
7/9
7:30～8:30　保健所会議（西委員出席）OTC虫よけスプレーの要望有⇒県が対応
8:30～　D-MAT会議（西委員出席）
午前中は桜ドームに待機、午後は不明

10:55 タカゾノ⇒県薬対策本部
水6ケース提供

11:38 人吉市医師会事務局　清田様⇒県薬対策本部
休日在宅医の変更についてのFAXがあり、人吉球磨薬剤師会会長　村田会長へ情
報をつないでほしいとのこと。今後も対応をお願いしたいとのこと。⇒対応
済、今後対応する

11:40 熊本県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）の件を
人吉備蓄ML、水俣下田先生へメール済

12:01 球磨郡医師会　たきがみ様⇒県薬対策本部
人吉市医師会から上記の件を聞きお電話されたとのこと。水害でFAXが繋がらな
いため、人吉球磨薬剤師会へ休日当番医の情報を流してほしいとのこと、今後
も対応をお願いしたいとのこと。⇒今後対応する

13:00 三渕常務理事　保健医療調整本部の会議出席
13:30 江上副会長⇒県薬対策本部

大森委員が7/10（金）に芦北に行く件を、寺元常務理事に伝えて下さいとのこ
と

13:40 福原専務理事⇒県薬対策本部
OTCの調達方法について確認⇒県が行う

15:00 国保連合会　7/11,7/12開庁
16:20 福原専務理事、三渕常務理事　県薬対策本部着

7/10（金） 8:40 寺元常務理事⇒県薬対策本部
久保田先生と木山先生は13:00に県薬本部を出発予定。緊急車両通行証とベスト
を持たせてほしい。
今朝水俣の災害対策本部の下田先生から薬局支援の要望の連絡があった。芦北
の2軒の薬局が、今のところは大丈夫だが長期になると疲弊してくるので人的支
援をしてほしい。
寺元常務理事のスマホに色々連絡が入ってくるため、充電がすぐ切れるので本
部との連絡用に災害用電話を借りたい。
寺元常務理事は、本日はまこと薬局に入っているため、スマホがつながりにく
い時はまこと薬局に連絡してほしい。
8:30から人吉のD-MATの会議の時に西先生がD-MATのミムラ先生と今後のモバイ
ルのことについて、打合せをする予定。
村田人吉支部長から、毎日人吉の開局状況の報告がある予定。

9:00 福原常務理事　県庁着
9:20 寺元常務理事⇒県薬対策本部

7/15（水）に芦北へ視察に行きたい
9:30 寺元常務理事⇒富永会長

車で来られる場合は、パンク等の危険があるので注意して下さいとのこと
10:00 福原専務理事（県本部から）⇒県薬対策本部

人吉避難所3,000名、D-MAT救護所必要との考え、自衛隊と協議中、モバイル必
要になるのではとのこと

10:10 田尻日薬副会長　県薬対策本部着
10:30 小山次長⇒玉飼阿蘇支部長

大雨による阿蘇の状況確認、今のところは被害はないとのこと
10:36 田尻日薬副会長、富永会長　県薬対策本部から人吉へ出発
12:15 寺元常務理事⇒県薬対策本部

人吉地域の薬局から問合わせがあった際は、村田人吉支部長に転送して下さい
とのこと。

12:20 久保田理事　県薬対策本部着



12:30～
14:40

池川理事、県保健医療調整本部会議に出席

12:45 江上副会長　県薬対策本部着
12:50 木山先生　県薬対策本部着
13:00 久保田理事、木山先生　県薬対策本部からさくらドームへ出発
13:00 小林日薬事務局長⇒県薬対策本部

7/11,12は日薬事務局も開ける予定。
13:37 中村常務理事　県薬対策本部着

15:00に球磨村開通予定、D-MAT現地入り
14:10 吉冨水俣支部長⇒県薬対策本部

被災した佐敷中学校が7/15に再開予定。校長先生から学校環境衛生の検査の依
頼があったので、熊本地震の時の学校再開の時の注意点などの資料があれば、
メールしてほしい

14:25 吉冨水俣支部長⇒県薬対策本部
当地区に派遣していただく薬剤師2名の件は、よそから1名確保できたとのこと

14:26 福原専務理事⇒県薬対策本部
八代・人吉・水俣のコーディネーターあて「災害処方せんの相違点」の資料を
送るよう指示あり⇒村田先生（人吉）、村本先生（八代）、下田先生（水俣）
へ送付済
人吉の村田先生へのメールは今後、薬局あてにお願いしたい（県薬HPにあるア
ドレス）

14:30 田尻日薬副会長、富永会長　県薬対策本部に帰着
14:35 熊本赤十字病院陣上薬剤部長よりモバイルの件、照会
14:45 寺元常務理事⇒県薬対策本部

水俣の支援は谷川先生が対応されることになったと吉富水俣支部長より連絡が
あった。
県薬対策本部⇒吉富水俣支部長
状況確認。谷川先生が対応されることになったので当面は何とかなるとのこ
と。

14:57 田尻日薬副会長　県薬対策本部から帰路へ
15:00 畑本理事「せせらぎ地区」へD-MATと同行
15:02 久保田理事、木山先生　さくらドーム着
17:00 福原専務理事　県薬対策本部着
20:00 畑本理事⇒県薬対策本部

これから村田人吉支部長に引継ぎをしてから西委員と熊本市内に戻る。直帰予
定。

7/11（土） 8:27 寺元常務理事⇒県薬対策本部
避難所の公衆衛生について、各支部へ配布する資料を大森委員と作成中。
各地域の保健医療調整会議が7/11・12は行われるか確認中→人吉、八代、水俣
は行われる（県本部は7/11に会議はない）。

9:20 昨日17:00に木山先生からの避難所に救急セット手配依頼の件を県薬務衛生課鍋
田主任技師に照会。当該避難所の場所がわかれば薬務衛生課から市町村に連絡
するとのこと。

9:30 富永会長、県薬対策本部到着
10:32 水俣の下田先生⇒県薬対策本部

平和薬局センター店は土日17:30まで開局するとのこと。
八代の村本先生⇒県薬対策本部
八代薬剤師会センター薬局は土日も開局

12:10 寺元常務理事⇒県薬対策本部
球磨川が再び氾濫の恐れがあるため、現場はさくらドームに避難している人の
対応に追われているとのこと

12:15 木山先生⇒県薬対策本部
さくらドームでの対応に追われている。朝から西委員も支援に入っている。

13:13 谷口常務理事、県薬対策本部到着
はなおか調剤薬局楠原先生⇒県薬対策本部
7/12芦北の篠原医院（院内）当番医休診、7/19芦北の宮島医院当番医休診。救
急は水俣医療センターと八代労災病院で対応する。はなおか調剤薬局は7/19臨
時閉局する。

13:28 谷口常務理事、さくらドームへ出発
13:30 池川理事、県薬対策本部へ到着



14:45 木山先生⇒県薬対策本部
午前中見送られていたが、今から孤立集落へ自衛隊車両が入る。薬剤師1名（久
保田理事）もD-MATに同行する。

15:00 髙田理事、県薬対策本部到着
15:25 江上副会長、県薬対策本部到着

7/12（日） 8:30 寺元常務理事⇒県薬対策本部
災害処方箋が全て無くなったとの事、事務局の村上係長が午後から人吉に行く
際に持参する。

9:30 中村常務理事、県薬対策本部到着
9:35 吉富水俣支部長⇒県薬対策本部

自衛隊が薬の情報を持って来て、薬を運んだりしていたが、処方内容が分から
ない状況が続いていた。国保に情報開示を依頼したところ、個人情報の関係で
文書には残せないとの事であったが特別に電話で内容を確認させてもらった。
社保は開示しないとの事であり、また、被災した病院と薬局には情報提供して
いるからそちらに聞いてくれと言われたとの事（情報提供）

9:50 木山先生⇒県薬対策本部
モバイルファーマシーは今後は球磨村の孤立集落の巡回に重きをおき、さくら
ドームでの対応は重要度を下げる。
巡回診療の中で、被災者の方から薬剤師と保健師の方の人気が高い為、これか
らも薬剤師を派遣してもらいたいとの事。また、派遣薬剤師のスケジュール表
を欲しいとの事。
DMATは薬を持っていない為、モバイルファーマシーがある事が非常に助かって
いるとの事。

10:20 髙田理事、県薬対策本部到着
10:30 藤井副会長、県薬対策本部到着
11:10 江上副会長、県薬対策本部到着
11:45 髙田理事と村上係長、人吉へ出発

災害処方箋、エコノミークラス症候群チラシ各200部コピー、弾性ストッキング
の履き方チラシ110部コピー、弾性ストッキング101足準備し、持参。

11:50 丸目副会長、県薬対策本部到着
12:30 支援薬剤師宿泊部屋2部屋確保
12:50 木山先生⇒県薬対策本部

モバイルファーマシーのエアコンが作動しなくなったとの事。
明日イズミ車体に連絡するのでとりあえず扇風機を購入して下さいと返答。

12:55 木山先生⇒県薬対策本部
モバイルファーマシーのエアコンが動きだしたとの事。しかし再び動かなくな
る可能性がある為、家電製品を購入しますとの事。

13:05 丸目副会長と中村常務理事、県庁へ出発
13:10 松村先生⇒県薬対策本部

読売新聞よりモバイルファーマシーについての取材依頼があり、県薬として回
答して良いかとの問合せあり。富永会長に確認し、松村先生が取材対応するこ
ととなった。

13:30 髙田理事、村上係長　さくらドームへ到着
14:10 村上係長⇒県薬対策本部

人吉が計画停電の為、モバイルファーマシーのクーラーが稼働しなくなったの
は、外部電気不通（計画停電）の可能性あり

14:25 富永会長、県薬対策本部到着
15:40 青柳先生・大森先生・草積先生　さくらドームへ到着
16:00 丸目副会長、中村常務理事　県庁より県薬対策本部着
16:25 県薬務衛生課徳永補佐⇒オスバン10％2本を本日調達依頼あり（球磨診療所の月

曜日の再開に向けて、自衛隊が清掃に使用する為）。本日の調達は不可、人吉
の病院に借りるか現地での調達を依頼→ドラッグストアで購入するとの事。

18:45 村上係長、人吉より県薬対策本部へ帰着。
村田人吉支部長よりタオルの要望あり。

19:05 谷口常務理事・髙田理事・木山先生、県薬対策本部へ帰着。

7/13（月） 9:25 寺元常務理事⇒県薬対策本部
モバイルファーマシーの撤収時期と災害処方箋の処方日数について、福原専務
理事に確認中。



9:30～
13:00

江上副会長　県薬対策本部入り

9:45 寺元常務理事⇒県薬対策本部
一昨日、木山先生が当直したが患者0名。昨日D-MATへ薬を預けていたが患者0
名。

9:50 寺元常務理事⇒県薬対策本部
今後現地入りする支援薬剤師の宿泊場所について確認してほしい。
最新の支援薬剤師の派遣スケジュールを知りたい。
支援薬剤師が現地に入る前に、これまでの経過などある程度の情報を打合せし
てから入れるようにしてほしい。

10:00～
13:00

富永会長　県薬対策本部入り

10:50 福原専務理事　県薬対策本部入り

13:00 福原専務理事　県保健医療調整本部へ

14:45 村田人吉支部長⇒県薬対策本部
ココ薬局　本日より再開
人吉市医師会、人吉医療センター地域連携室へ情報提供してほしいとのこと→
電話対応済み

15:25 福原専務理事⇒県薬対策本部
球磨村診療所再開は7/13の予定だったが、7/15にずれ込む。さくらドーム、モ
バイルは7/14に撤収できるかどうか。

15:50 人吉村田支部長　県薬対策本部着
会員薬局のレセプトデータを預ける

16:14 福原専務理事　県薬対策本部着
16:37 安民堂薬局西間店⇒県薬対策本部

人吉の病院が被災し処方せんが出ないとの事で、患者さんが薬局へお薬手帳と
保険証を持って来られて薬を調剤した場合、保険の扱いは出来ますか？との問
合せあり
→7/6厚労省からの通知文書をFAX済

16:55 県薬務衛生課櫻森参事⇒県薬対策本部
水俣・芦北の薬剤師から在宅や片付け等の対応をされている方々の粉塵による
目の感染症が心配の為、第3類医薬品の目薬を配布しても良いかと連絡があり、
不可と回答予定との情報提供

7/14（火） 9:20 福原専務理事⇒県薬対策本部
支援活動中の本会の薬剤師が、感染した香川県の職員が所属するチームの薬剤
師と会話していたとの連絡があった。接触した香川県の薬剤師は、感染した本
人ではなく検査で陰性であったため、本会の薬剤師には行動制限はない。

9:30 柴藤先生　県薬対策本部からさくらドームへ出発
9:47 中村常務理事　県薬対策本部着

9:50 福原専務理事　県庁着
10:00 大森委員⇒県薬対策本部

本日の活動は、密を避けるため制限されているとの連絡
（ミーティングへの参加、活動の同行）

10:20 中村常務理事⇒アステム、富田薬品
タオル提供依頼

10:45 アステムよりタオルの提供
11:00 橋本理事　県薬対策本部からさくらドームへ出発
11:10 富田薬品よりタオルの提供

11:10 県薬対策本部　タオル購入（1,000枚）

11:10 福原専務理事⇒県薬対策本部
モバイル撤収後、さくらドームに調剤所できないかと打診あり

13:20 緒方先生　県薬来館
明日の災害対応の内容確認

14:05 事務局　村上係長⇒人吉村田支部長
タオル1,000枚を持って行く



15:05 福原専務理事　県薬対策本部着
球磨村診療所　本日から投薬が始まっているとのこと（人吉村田支部長⇒寺元
委員⇒福原専務理事）
日薬から球磨村診療所再開までの協力依頼あり
木曜日は県保健医療調整本部会議が拡大会議になるので、会長出席可能か確認
を

18:30～
19:50

寺元常務理事、県薬対策本部着
福原専務理事と打合せ（モバイルファーマシーの撤退時期、避難所の状況等）

7/15（水） 8:35 寺元常務理事　県薬対策本部着

9:40 富永会長　県薬対策本部着
OTC医薬品の避難者への薬剤師による提供に関する指示。巡回時に持参したOTC
医薬品を聞き取りにより、必要な場合に直接提供すること。

10:00 福原専務理事　県薬対策本部着
富永会長との打ち合わせ

10:05 大森委員　県薬対策本部着

10:40 寺元常務理事、大森委員　水俣芦北へ出発
粉塵計、CO₂測定器を持参

11:25 福原専務理事　県庁へ出発
13:45 福原専務理事⇒県薬対策本部

県保健医療調整会議で、モバイルファーマシーは7/16午前中に撤収することが
決定

15:12 福原専務理事　県薬対策本部着
17:20 厚労省通知「令和2年7月豪雨に伴う一部負担金等の取扱いについて」を各支部

長へ周知依頼

17:55 寺元常務理事・大森委員、県薬対策本部帰着

7/16（木） 9:15 池川理事　県薬対策本部着
9:30 大森委員、上田先生　県薬対策本部着
9:45 富永会長　県薬対策本部着
9:50 池川理事、大森委員、上田先生、事務局村上係長

モバイルファーマシー撤収のため、さくらドームへ出発→11:30さくらドーム到
着

12:08 福原専務理事　県薬対策本部着
12:23 福原専務理事　県庁へ
13:05 はなおか調剤薬局　楠原先生⇒県薬対策本部

7/19宮島医院が当番医として対応できるようになった。はなおか調剤薬局も
7/19開局予定。

13:51 事務局村上係長⇒県薬対策本部
モバイルファーマシー、さくらドームより県薬対策本部に向けて出発

14:15 富永会長　県薬対策本部着
14:25 福原専務理事　県薬対策本部着

14:45 県薬務衛生課　徳永補佐⇒県薬対策本部
池田模範堂からムヒ、虫よけムヒの提供の申出あり。避難所に渡してほしい
が、その際には場所、数量を記録してください。

15:10 寺元委員⇒県薬対策本部
天草で消石灰が無料で配られている（消石灰の取扱いについての照会）
安全上好ましくはないが、止められないとのことで、注意して取り扱うよう説
明が必要と回答

16:17 モバイルファーマシー　県薬対策本部帰着
池川理事、事務局村上係長着

16:50 大森委員、上田先生　県薬対策本部帰着



7/17（金） 9:30 福原専務理事　県薬対策本部着
10:30～
12:45

富永会長　県薬対策本部着
打合せ

12:15 福原専務理事　県庁へ
14:25 福原専務理事　県薬対策本部着
17:05 県薬務衛生課⇒県薬対策本部

池田模範堂から県薬宛に直接ムヒを納品してもらう予定。納品時期は来週の予
定で、数量等はメールする。

17:25 県体育保健課⇒県薬対策本部
芦北高校、芦北支援学校について水俣芦北吉富支部長より指導助言いただきあ
りがとうございましたとの連絡あり

17:30 県薬対策本部⇒水俣芦北吉富支部長
県体育保健課よりお礼のTELがあったことを連絡

7/18(土） 15:00 寺元常務理事、中尾委員　人吉へ

7/19（日） 16:15 寺元常務理事、中尾委員　県薬対策本部帰着

7/21（火） 県薬務衛生課⇒県薬対策本部
うさぎ薬局人吉店が開局しているとの情報提供あり

7/22（水） 寺元常務理事⇒県薬対策本部
高階誠心堂薬局本店⇒完全開局、村田人吉支部長からの情報提供

16:00 県薬務衛生課⇒県薬対策本部
ムヒは7/27（月）13:00~14:00頃に県薬務衛生課立会いのもと池田模範堂より県
薬へ納品予定とのこと。

7/27（月） 14:00 池田模範堂⇒県薬対策本部
ムヒ納品

8/2（日） 13:40 木村常務理事・江浦委員、人吉球磨へ
避難所の巡回

21:00 木村常務理事・江浦委員、人吉球磨から県薬対策本部へ帰着
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