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第 6報  

4 月 19 日 

○御船町・力合活動拠点（保健センター） 

御船町 

外科 19 人、内科 35 人、小児科 27 人、巡回 17人 計 98 人 

本日は常駐診療 巡回の他に御船役場周辺施設避難所の全トイレを把握、衛生 

環境を整える目的でトイレ掃除を実施した。 

 

熊本市南区 

力合中 17 人（外科 2人、内科 15 人） 

力合小 7 人（内科 7 人） 

力合西小 17 人（外科 1 人、内科 16 人） 

アクアドーム 34 人（外科 10人、内科 24 人） 

計 75 名 

 

総計 173 名 

 

17 時から南区役所において医療ミーティングに参加 

【参加者】 

区職員・TMAT・JMAT・保健師チームが参加 

南区は現在 8割のクリニックが開院 

過度に薬を処方せず日中はクリニックをすすめていただきたいとのこと。 

明日は 4 箇所以外にも新たにあまり情報が入ってこない南部公民館も診療に回 

る予定。なお、現在も御船保健センターには途切れることなく避難所に小児を 

中心に来ている。 

 

○南阿蘇活動拠点 

南阿蘇中学校 

計 54 (内科 35 人、 外科 19 人) 

 

巡回診療 

計 62 人(内科 60 人、 外科 2人) 



①栃木公民館 5 人(内科 4人、外科 1人) 

②南阿蘇西小学校 14 人(内科 14 人) 

③岸野公民館 10 人(内科 10 人) 

④堀渡公民館 11 人(内科 11 人) 

⑤自宅往診 1人(内科 1 人) 

⑥第 9駐在区公民館 6 人(内科 5人、外科 1人) 

⑦南阿蘇社会福祉協議会 7 人(内科 7人) 

⑧南阿蘇村白水庁舎 2人(内科 2人) 

⑨南阿蘇村白水体育館 3人(内科 3 人) 

⑩久木野小学校 3人(内科 3 人) 

 

総計 116 人（内科 93 人、外科 23 人) 

 

南阿蘇 白川庁舎にて医療団体のミーティングに田中先生が参加。 

今後各チーム設営する診療所場所です。 

①南阿蘇中学校体育館：TMAT、日赤、立野 HP(日赤ブースで薬剤処方) 

②久木野：JMAT(鈴木 Dr 松本 Dr) 

③白水：国境なき医師団、DMAT 

④立野：国境なき医師団 

 

 

熊本県医療ミーティング（高力医師参加）※熊本県庁 

○以前県内には 700 ヶ所の避難所がある 

○今後、医療支援団体は県に登録し、保健所レベルで統括していく方向で考え

たい。 

○DMAT は徐々に引き上げつつあり、JMAT も活動しているが全てを担うのは

厳しい。 

○TMAT は熊本市南区（力合）の担当を引き続きお願いしたい。   

等が話し合われた。 

 

南阿蘇活動拠点 

當麻 俊彦 医師（八尾徳洲会総合病院） 

田中 雄基 医師（福岡徳洲会病院） 

寺才元 孝一 事務（福岡徳洲会病院） 

西村 俊謙 看護師（長崎北徳洲会病院） 

西村 浩一 看護師（松原徳洲会病院） 

田中 文 看護師（松原徳洲会病院） 

大西 美由紀 看護師（松原徳洲会病院）  

芝 孝一郎 看護師（松原徳洲会病院） 

冨永 誠 看護師（宇和島徳洲会病院） 

田邊 和也 看護師（宇和島徳洲会病院） 



池田 信正 事務（宇和島徳洲会病院） 

芳竹 宏幸 医師（岸和田徳洲会病院） 

中村 直晶 看護師（岸和田徳洲会病院） 

藤原 裕 看護師（岸和田徳洲会病院）  

西本 幸司 事務（岸和田徳洲会病院） 

吉澤 由美 理学療法士（四街道徳洲会病院） 

川崎 亮輔 薬剤師（湘南藤沢徳洲会病院） 

藤井 慎也 看護師（福岡徳洲会病院） 

 

御船町・力合活動拠点 

髙力 俊策 医師（湘南藤沢徳洲会病院） 

浦部 優子 医師（湘南藤沢徳洲会病院） 

有本 菜実子 看護師（八尾徳洲会総合病院） 

土山 優子 看護師（八尾徳洲会総合病院） 

瀧平 絵美 看護師（八尾徳洲会総合病院） 

有村 芳文 看護師（大隅鹿屋病院） 

伊達 由和 看護師（大隅鹿屋病院） 

柳澤 修平 看護師（四街道徳洲会病院） 

橋爪 よしの 看護師 

上吉原 良実 看護師（大野中央病院） 

秋田 謙太郎 救急救命士（神戸徳洲会病院） 

澤田 浩介 事務（神戸徳洲会病院） 

濱 謙伍 臨床工学技士（神戸徳洲会病院） 

加藤 はづき 救急救命士（神戸徳洲会病院） 

野村 佳世  看護師（神戸徳洲会病院） 

関 藍 医師（湘南藤沢徳洲会病院） 

佐藤 哲也 看護師（湘南藤沢徳洲会病院） 

久保 健一 看護師（湘南藤沢徳洲会病院） 

田口 博一 医師（生駒市立病院） 

田浦 稔基 薬剤師（生駒市立病院） 

住友 章之 事務（生駒市立病院） 

橋本 寛仁 事務（生駒市立病院） 

 

大隅鹿屋チーム（巡回車両） 

甲斐 昭彦 事務（大隅鹿屋病院） 

山元 大作 事務（大隅鹿屋病院） 

久保 公男 事務（大隅鹿屋病院） 

前村 辰浩 事務（大隅鹿屋病院） 

 

福岡本部 

橋爪 慶人 医師（東大阪徳洲会病院）TMAT 理事 



倉掛 真理子 看護部長（福岡徳洲会病院） 

竹中 学 事務部長（福岡徳洲会病院） 

屋宜 盛仁 事務（四街道徳洲会病院） 

浅野 昌子 看護師（成田富里徳洲会病院） 

根本 崇志 薬剤師（成田富里徳洲会病院） 

野口 幸洋 TMAT 事務局（一般社団法人徳洲会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局担当 

野口 幸洋 （NPO法人 TMAT / 一般社団法人徳洲会東京本部） 

 

（文責 事務局 野口 幸洋) 

御船町保健センターの避難所で診療所 衛生・消毒について中学生に指導 

外科的処置も多い（御船町） 物品管理も重要な仕事（御船町） 

  

  


