令和元年台風第 19 号に伴う災害への対応について
令和元年 11 月 21 日(木) 12:00 現在(本会調べ)
１．本会及び日薬等における災害対応
(1)長野県薬剤師会災害対策本部(情報収集・発信)
①10 月 13 日(日)6:00、長野県薬剤師会災害対策本部(本部長：日野県薬会長)を設置。
14 地域薬剤師会に被災状況の確認を要請。
②地域薬剤師会長、役員、災害対策特別委員会委員と随時情報収集・共有。
③長野県、日本薬剤師会等関係機関との対応調整等を行う。
④10 月 16 日(水)県薬対策本部(日野会長他)、長野市薬災害対策本部(髙山専務理事、
宮下企画調整幹)との連携会議(於長野市薬剤師会会館)。
⑤県薬災害対策本部・長野市薬災害対策本部、被災地域現状確認。
⑥医薬品の供給について地域基幹薬局で対応することを確認。
(2)日本薬剤師会
①被災県薬との連携、情報収集・共有。
②10 月 17 日(木)日薬災害対策本部(荻野常務理事他)、県薬災害対策本部(藤澤副会長他)、長野市薬災害
対策本部(髙山専務理事、宮下企画調整幹)との連携会議。(於長野市薬剤師会会館)
③日薬災害対策本部・県薬災害対策本部・長野市薬災害対策本部で被災地域現状確認。

(3)各都道府県薬剤師会
①北陸信越ブロック各県薬会長、山梨県薬他から支援協力申出。
②岐阜県薬剤師会並びに岐阜薬大モバイルファーマシーの申出あり。支援が必要となった場合、日薬を
通じ要請することを確認。
(4)その他各種団体
①10 月 17 日(木)長野県学校保健会養護教諭部会との会議において、浸水被害等の発生校における、学校
施設の消毒方法、注意点を確認し、衛生管理の適切な対応を確認するとともに、会員へ周知した。
２．情報共有・伝達
(1)メール・FAX による情報伝達
①随時、被害情報等を地域薬剤師会長、役員、災害対策特別委員あてにメール、FAX、TEL 等で発信。

【本会発出文書一覧】
日時

宛先

10/13(日) 10:03
10/13(日) 11:07
10/14(月) 10:37

地域薬、役員、災害委員
役員、災害委員
地域薬、役員、災害委員

10/15(火) 11:00

地域薬、同薬局部会長

10/15(火) 13:30

県内会員保険薬局・地域薬

10/15(火) 16:00

地域薬、同薬局部会長

10/15(火) 16:00

地域薬、同薬局部会長

10/15(火) 16:00

地域薬、同薬局部会長

10/16(水) 11:05

地域薬、同薬局部会長

11:05

地域薬、同薬局部会長

18:10

地域薬、同薬局部会長

18:10

地域薬、同薬局部会長

18:12

地域薬

13:30

地域学薬部会長

10/18(金) 10:23
15:50

地域薬、同薬局部会長
地域薬、同薬局部会長、松
陰診療所部会長

10/21(月) 14:20

地域薬、同薬局部会長

14:20

地域薬、同薬局部会長

16:30

地域薬

文書名
「災害緊急①（被災状況報告依頼) 」
「災害緊急②（地域薬被災状況第 1 報) 」
「災害緊急③（被災状況報告再依頼) 」
【長野県通知】
「令和元年台風 19 号による災害の被災
者に係る被保険者証等の提示等について」
一斉 FAX「台風 19 号に伴う災害への対応について」
【日薬通知】
「令和元年台風 19 号に伴う災害の被災者
に係る被保険者証等の提示等および公費負担医療の
取扱いについて」
【日薬通知】
「令和元年台風 19 号に伴う災害の被災に
伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」
【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う医薬品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する
法律等に係る取扱いについて」
【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害におけ
る介護報酬等の取扱いについて
【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害による
被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」、
「水
俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特
別措置法」、「石綿による健康被害の救済に関する法
律」等に係る公費負担医療等の取扱いについて
【日薬通知】
「令和元年台風 19 号に伴う災害の被災に
伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」
の差し替えについて
【日薬通知】令和元年台風第 19 号における医療用麻
薬及び向精神薬の取扱いについて
台風 19 号に伴う災害による薬剤師支援について（依
頼）
台風 19 号の被災による学校関係施設等の衛生管理の
徹底について
【日薬通知】災害救助法適用地域における「保険処方
箋」と「災害処方箋」の相違点について
【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害への対
応について（第三報）～OTC 医薬品の配布等について」
【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて
【日薬通知】令和元年 8 月 13 日から 9 月 24 日までの
間の暴風雨及び豪雨による災害並びに令和元年台風
第 19 号による災害に伴う診療録等の文書の保存に係
る取扱いについて
「台風 19 号に伴う災害避難所の状況について」

10/23(水) 14:20

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて(その 2)

10/24(木) 13:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】令和元年台風 19 号による被災者に係る
一部負担金等の徴収の猶予について

13:30

地域薬、同薬局部会長

13:30

地域薬、同薬局部会長

15:50

地域薬、役員、災害委員

【日薬通知】特定非常災害の被害者の権利利益の保全
等を図るための特別措置に関する法律に基づき特定
権利利益に係る期間延長に関し満了日を令和二年三
月三十一日とする措置を指定する件について
【日薬通知】災害救助法適用地域における「保険処方
箋」と「災害処方箋」の相違点について（情報提供・
更新）
【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害への対
応について（第四報）」

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて（その３）」

17:53

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風 19 号により被災した組合
員等に係る一部負担金等及び組合員証等の取扱い等
について」

16:28

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて（その４）」

17:51

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて（その 5）」

10/28(月) 17:30

地域薬、同薬局部会長

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るた
めの特別措置に関する法律第 3 条第 2 項の規定に基づ
き、同条第 1 項の特定権利利益に係る期間の延長に関
し当該延長後の満了日を令和 2 年 3 月 31 日とする措
置を指定する件等について

10/29(火) 17:00

地域薬

「長野県薬剤師会・日本薬剤師会災害見舞基準要綱の
送付について」

17:30

地域薬、役員

「令和元年度台風第 19 号災害に伴う長野県内被災会
員並びに一般被災者への義援金募集について」

17:40

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風 19 号に伴う災害の被災者
に係る公費負担医療の取扱い(その 2)について」

17:40

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号 一部負担金等の
取扱いについて(その 6)」

10/31(木) 14:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号 一部負担金等の
取扱いについて(その 7)」

16:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】「令和元年台風第十九号による災害につ
いての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置
の指定に関する政令等について」

11/6(水) 13:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号 一部負担金等の
取扱いについて(その 8)」

11/7(木) 17:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号 一部負担金等の
取扱いについて(その 9)」

17:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年 11 月請求分（10 月調剤分）
に係る調剤報酬の請求の取扱いについて」

17:30

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】
「令和元年台風第 19 号に伴う災害に係る
介護報酬等の請求等の取扱いについて」

11/9(金) 17:30

地域薬、同薬局部会長

【県通知】
「令和元年台風 19 号災害による被災者の精
神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療(精神通院医
療)受給者証の有効期限の延長措置について」

17:30

地域薬、同薬局部会長

【その他通知】「令和元年台風 19 号 一部負担金の取
扱いについて(地方職員共済組合長野県支部)」

11/13(水) 11:45

地域薬、同薬局部会長

【その他通知】「令和元年台風 19 号 一部負担金の取
扱いについて(公立学校共済組合長野支部)」

11/15(金) 17:15

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る一部負担金等の取扱いについて（その 10）

17:53

地域薬

【日薬通知】医療機関等における雇用調整助成金を活
用した雇用維持について

11/19(火) 10:46

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】令和元年台風第 19 号に伴う災害の被災
者に係る医療保険の一部負担金の取扱いに関する Q＆
A の周知依頼について

11/21(木) 11:20

地域薬、同薬局部会長

【日薬通知】令和元年台風第 19 号 一部負担金等の取
扱いについて(その 11)

17:15

※その他、関係各所からの通知についてメールにて情報提供。
(2)本会ホームページ・本会 Facebook による情報伝達
①本会 HP(トップページ)に、「台風 19 号」専用バナー設置。最新情報を随時更新。
併せて、本会 Facebook にて、被災状況報告頁を設置。
②掲示板を立ち上げ情報共有
３．各地域薬剤師会、会員など被害状況
(1)会員・地域薬剤師会からの被害状況報告
①人的被害

0件

※継続確認中

(死亡、重症等)

※軽傷 1 件報告有。
(強風で飛散したトタンにより指に外傷)

②建物の破損

・店舗、自宅浸水 ：24 件
・雨漏り

：4 件

・小看板の落下

：1 件

・外壁トタンの飛散：1 件
・店舗停電
③調剤機器・医薬品、 ・全損
その他被害

：3 件
：4 件

・一部損傷

：6 件

・車両の損傷

：数件

(2)薬局・施設などの営業状況
【処方箋が応需できない薬局一覧】 ※現時点 3 薬局(長野市：3 薬局)
長野市：ながぬま調剤薬局（長野市大字津野 828-4）
長野市：ガーデン薬局（長野市豊野町豊野 583-8）
長野市：中島薬局（長野市豊野町豊野沖 597-2）
【病院など被災状況】

※現時点 2 施設

・賛育会クリニック(旧豊野病院)（長野市豊野町豊野 634）

：浸水。施設入所者を転院

・県立総合リハビリテーションセンター（長野市下駒沢 618-1）

：浸水。施設入所者を転院

４．長野県災害対策本部の動き
(1)民間医療機関
①被害の状況
床上浸水
床下浸水
計
②現在の県の支援状況

病院
1
1
2

診療所
6
1
7

歯科診療所
3
2
5

計
10
4
14

・医療施設など災害復旧補助金制度申請のとりまとめ
・(独)福祉医療機構が行う融資について医療機関へ周知
③普及に向けた今後の見通し
病院
再開
2
一部再開
確認中
計
2

診療所
3
3
1
7

歯科診療所
3
2
5

計
8
3
3
14

(2)総合リハビリテーションセンター
①被害の状況
・病棟、施設棟等の 1 階が床上浸水
・受変電設備、ボイラー、機械設備、多数の医療機器等が浸水により故障
②避難している入院患者・入所者の現在の状況
・被災時の 57 名避難済み(他の医療機関への転院 28 名、自宅へ帰宅 29 名)
・他病院に転院した入院患者、入所者については、医師・看護師等がチームを組み、転院先の病院を訪問
し、患者等の状況を確認。
・転院先の医療機関と連携し、患者の状況とニーズに沿った対応を実施している。
・自宅に避難した者は、担当の医師、看護師、生活支援員等が、患者等に連絡。その後、医師の相談や、
他医療機関の紹介、調整会議を開催し、必要な対応を行う等、患者の状況とニーズに沿った対応を実施
している。
・なお、災害以前に一時的に自宅に戻っていた入院患者 5 名、入所者 11 名に対しても、上記と同様な対
応を実施している。
③復旧に向けた取組状況、今後の見通し
・更生相談室の業務(身障手帳の発行、補助具判定等)は、10/16 に再開済み
・11/6 に義肢装具所の業務再開(当面の間、すでに受注したもののみ対応)
・11/11 に外来診療を再開済み(当面の間、再来患者のみ対応)
・病院部門、施設部門の段階的な機能再開を目指し、復旧作業中。
・復旧に必要な費用を積算し、既配予算及び 11 月補正で対応する。
(3)避難者等への支援について
①薬剤師会による避難所巡回
・長野市薬剤師会、北信薬剤師会
・長野地域災害医療調整会議（10/24）に出席 (長野市薬、北信薬)
・薬剤師による相談所設置（お薬相談他）（10/26～27）（須坂市：北部公民館）
※10/26

薬剤師 4 名、10/27

薬剤師 5 名で対応。環境測定を実施。

②在宅被災者の健康相談
・市町村保健師などが戸別訪問による健康相談を長野市、須坂市、飯山市、小布施町で実施中。
〈保健師などの派遣状況〉
10/15 に長野市からの派遣要請を受け、10/17 から支援を開始
県からの派遣

2 チーム(4 名、うち保健師 2 名)

③災害医療活動の状況
・日本赤十字社による支援
こころのケア班 1 チーム(県内 1)

・避難所で看護師が手洗いや避難所生活で気を付けたい病気についての話などをする「赤十字けんこう教
室」を順次開催(11/18～30)
④災害ふくしチームの活動状況
・チームの派遣

10/14～当面の間継続

・県ふくしチーム

長野市

2 チーム 8 名

他県からの派遣

群馬県 1 チーム 4 名(10/25～12/10 予定)

・要配慮者へのアセスメント、福祉相談デスクの設置、須坂市等を含む隣接の避難所などへの訪問支援、
事業所支援
⑤「からだ」と「こころ」の健康相談
・被災された方やそのご家族、また被災者を支援する方などを対象とする健康全般及び心の健康に関する
相談窓口を保健福祉事務所(保健所)、精神保健福祉センターに設置
⑥柔道整復師会による無料施術の実施
・災害時等における応援協定を締結している長野県柔道整復師会において、長野市の避難所で無料施術を
実施中。
⑦被災者(高齢者・乳幼児等の要援護者)への宿泊施設の提供
・長野県と長野県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定に基づき、高齢者、乳幼児、障がい者、妊婦等の
要援護者に対し、宿泊施設を提供いただく取り組みを 10/17 に開始
・被災者の受け入れが可能な長野市内のホテル・旅館のリストを国土交通省の協力を得て作成し、長野市
と情報共有するとともに、県 HP に掲載(26 施設)
【実績】〈リフレッシュ型〉 101 名(内訳：長野市 99 名、須坂市 2 名)
〈要配慮者型〉

12 名(内訳：須坂市 12 名)

⑨災害時被災ペット相談支援センターの対応について
・被災した動物及びその飼養者に対する寄付金を募集中
・長野市内避難所敷地内に 1 基仮設動物飼養施設を寄付金により設置し、7 日より運用(15 日現在 1～3
頭利用)
・相談支援センター、動物愛護センター、保健所への相談件数まとめ(速報値
対象者

件数

内容

被災者

85

動物を預けたい等

支援者

283

被災動物の一次預かり、寄付・物資の支援希望等

その他

47

徘徊動物情報、友人が被災し要援助、情報収集等

⑩医薬品集積所は、現在設置されていない。（県情報）
⑪医療救護所は、現在設置されていない。
（県情報）

11/18 まで)

