
様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成３０年 ７月 ９日 １６時３０分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（１）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成 30年台風 7号および前線等による被害 

被害状況 

7/9 6:30時点 

人的被害 

死者      ７５人 

行方不明      ２８人 

重傷      ２３人 

軽傷      ８１人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊： ３８棟  半壊： ２１棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井

県看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・岡山県看護協会では、役職員の自宅が浸水の被害に遭う、交通等に支障が

あり出勤できない職員がいるなどの影響あり。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中で

ある。 

・いずれの県協会も、現時点で会員施設および地域からの支援の要請、災害

支援ナースの派遣要請は受けていない。 

・岡山県･広島県看護協会では災害支援ナース派遣要請があった場合に備えて

準備をすすめている。 

・岡山県・広島県には県外の保健師が派遣される予定である。 

・奈良県は保健師チームを広島県へ派遣する調整を行っている。 

本会の対応 
【災害レベル】１・２・３・未定 

引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成３０年 ７月 １０日１７時００分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（２）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/10 5:45時点 

人的被害 

死者     １２２人 

行方不明      ２７人 

重傷      ２７人 

軽傷      ８４人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊： ４９棟  半壊： １９棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井

県、徳島県、福岡県、大阪府、岐阜県看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中。 

・広島県看護協会：広島県より災害支援ナース派遣の要請があり、7/12～8

月上旬まで、1箇所の避難所に、２名ずつ派遣予定（活動期間は 3泊 4日）。 

・愛媛県看護協会：愛媛県より救護班のメンバーとしての派遣要請あり、7/11、

7/12に 1名ずつ派遣予定。 

・岡山県看護協会：岡山県より県内 4 ヶ所の避難所に派遣要請あり。各避難

所に 2名ずつ 7/11～3週間程度の予定で派遣予定（活動期間は 3泊 4日）。 

・広島県看護協会、愛媛県看護協会、岡山県看護協会以外の県協会は、現時

点で会員施設および地域からの支援の要請、災害支援ナースの派遣要請は

受けていない。 

・岡山県に 7/10から県外の保健師が派遣される予定である。広島県への県外

の保健師派遣は調整中である。 

本会の対応 
【災害レベル】１・２・３・未定 

引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め ２枚）               ＜平成３０年７月１２日１８時００分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（３）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/12 5:30時点 

人的被害 

死者     １７５人 

行方不明      ３９人 

重傷      ３７人 

軽傷      ９６人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊： ８８棟  半壊： ６９棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井県、徳島

県、福岡県、大阪府、岐阜県、京都府看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中。 

・広島県看護協会：県からの要請で 7/12～8月上旬まで、1か所の避難所に、

２名ずつ派遣（活動期間は 3泊 4日）。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、7/11、7/12 に救護班メンバーとして 1

名ずつ派遣。これをもって救護班としての派遣は終了。新たに県の要請で

7/14～7/16に 1か所の避難所に災害支援ナース 2名を派遣予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、7/11～2か所、7/13～1か所、7/15～さ

らに 1 か所の計 4 か所の避難所に 2 名ずつ、3週間程度の予定で派遣（活

動期間は 3泊 4日）。 

・広島県看護協会、愛媛県看護協会、岡山県看護協会以外の県協会は、現時

点で会員施設および地域からの支援の要請、災害支援ナースの派遣要請は

受けていない。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・本日、日本看護協会内危機管理対策本部設置、岡山県看護協会からの要請

も踏まえ、本災害に対しレベル２としての対応を決定。 

・香川県看護協会に近隣県支援を依頼した。 

引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 



①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め ２枚）               ＜平成３０年７月１３日１７時１５分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（４）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/13 13:35時点 

人的被害 

死者     １８９人 

行方不明      ４６人 

重傷      ４３人 

軽傷     １０８人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：１５３棟  半壊：１３４棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井県、徳島

県、福岡県、大阪府、岐阜県、京都府看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中。 

・広島県看護協会：県からの要請で 7/12～3か所、7/13～2か所、7/14～1か

所の計 6 か所の避難所に、8 月上旬までの予定で派遣（活動期間は 3 泊 4

日）。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、7/11、7/12 に救護班メンバーとして 1

名ずつ派遣。これをもって救護班としての派遣は終了。新たに県の要請で

7/14～7/16に 1か所の避難所に災害支援ナース 2名を派遣予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、7/11～2か所、7/13～1か所、7/15～さ

らに 3 か所の計 6 か所の避難所に 2 名ずつ、3週間程度の予定で派遣（活

動期間は 3泊 4日）。 

・広島県看護協会、愛媛県看護協会、岡山県看護協会以外の県協会は、現時

点で会員施設および地域からの支援の要請、災害支援ナースの派遣要請は

受けていない。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 3 か所に、7/15～香川県看護協会（1 班 2 名）及び大阪

府看護協会（2班 4名）の災害支援ナースを派遣する。 

・兵庫県看護協会にも災害支援ナースの派遣の準備を依頼しているが、 

7/14（土）～16（月・祝）に新たな派遣をする予定はなく、この期間に近

隣県に派遣依頼の連絡をする予定はない。 



引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め ２枚）               ＜平成 30年 7月 17日 16時 00分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（5）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/17 5:15時点 

人的被害 

死者     212人 

行方不明      17人 

重傷       

軽傷      

住家等被害 倒壊家屋 全壊：406棟  半壊：351棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井県、徳島

県、福岡県、大阪府、岐阜県、京都府看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中。 

・広島県看護協会：県からの要請で 7/12～3か所、7/13～2か所、7/14～1か

所の計 6 か所の避難所に、8 月上旬までの予定で派遣（活動期間は 3 泊 4

日）。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、7/11、7/12 に救護班メンバーとして 1

名ずつ派遣。これをもって救護班としての派遣は終了。新たに県の要請で

7/14～最長で 7/31に計 3か所の避難所等に災害支援ナースを派遣予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、7/11～2か所、7/13～1か所、7/15～さ

らに 3 か所の計 6 か所の避難所に 2 名ずつ、3週間程度の予定で派遣（活

動期間は 3泊 4日）。7/18～避難所 1ヵ所追加となり計 4ヶ所に派遣開始予

定。 

・広島県看護協会、愛媛県看護協会、岡山県看護協会以外の県協会は、現時

点で会員施設および地域からの支援の要請、災害支援ナースの派遣要請は

受けていない。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

 

 

 

 

 



本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 3 か所に、7/15～香川県看護協会（1 班 2 名）及び大阪

府看護協会（2 班 4 名）の災害支援ナースを派遣する。7/18～兵庫県看護

協会（1班 2名）の災害支援ナースの派遣予定。 

・引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め ２枚）               ＜平成 30年 7月 18日 16時 00分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（6）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/17 5:15時点 

人的被害 

死者     215人 

行方不明      14人 

重傷      53人 

軽傷      194人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：408棟  半壊：363棟 

情報源 

山形県、滋賀県、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福井県、徳島

県、福岡県、大阪府、岐阜県、京都府、三重県看護協会からの情報は以下の通り。 

・県協会の建物被害、ライフラインの障害はなし。 

・いずれの県協会も、会員及び会員施設の被害の状況について情報収集中。 

 

・広島県看護協会：県からの要請で 7/12～3か所、7/13～2か所、7/14～1か

所の計 6 か所の避難所に、8 月上旬までの予定で派遣（活動期間は 3 泊 4

日）。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、7/11、7/12 に救護班メンバーとして 1

名ずつ派遣。これをもって救護班としての派遣は終了。新たに県の要請で

7/14～最長で 7/31に計 3か所の避難所等に災害支援ナースを派遣。夜間対

応が必要なため、新たに 1班追加し、準備が整い次第～7/31までで 3ヶ所

4班体制で派遣予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、7/11～2か所、7/13～1か所、7/15～さ

らに 3 か所の計 6 か所の避難所に 2 名ずつ、3週間程度の予定で派遣（活

動期間は 3泊 4日）。7/18～避難所 1ヵ所追加となり計 7ヶ所に派遣（うち

4ヶ所はレベル 2として派遣）。 

・広島県看護協会、愛媛県看護協会、岡山県看護協会以外の県協会は、現時

点で会員施設および地域からの支援の要請、災害支援ナースの派遣要請は

受けていない。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

 



本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 3 ヶ所に、7/15～香川県看護協会（1 班 2 名）及び大阪

府看護協会（2班 4名）、また、7/18～新たに避難所 1ヶ所へ兵庫県看護協

会（1班 2名）の災害支援ナースを派遣となり、計 4ヶ所派遣している。 

・引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成 30年 7月 27日 12時 00分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（７）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

7/26 

12：15時点 

人的被害 

死者     219人 

行方不明      10人 

重傷      60人 

軽傷      305人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：3,553棟  半壊：2,883棟 

情報源 

・広島県看護協会：県からの要請で計 7ヶ所（最大 8ヶ所）の避難所に派遣

している。8月以降も派遣要請継続。また、1ヶ所の避難所への派遣要請の

追加有。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、3 ヶ所の避難所へ 4 班体制で派遣して

いる。8月以降の派遣については県と確認中。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、計 7ヶ所に派遣している（うち 4ヶ所

はレベル 2 として派遣）。7/31 をもって全ての避難場所の要請が終了とな

る。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 4 ヶ所へ派遣している災害支援ナースの活動（レベル 2

派遣）を 7/30に終了する。 

・広島県看護協会からの要請により、レベル 2 としての対応を決定。8/2 よ

り福岡県看護協会、8/5より山口県看護協会、8/11より徳島県看護協会より

災害支援ナースを派遣予定。 

・引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成 30年 8月 2日 17時 00分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（８）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

8/1 

11：45時点 

人的被害 

死者     220人 

行方不明      9人 

重傷      65人 

軽傷      313人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：5,074棟  半壊：4,589棟 

情報源 

・広島県看護協会：県からの要請で計 7ヶ所（最大 8ヶ所）の避難所に派遣

している。8月以降も派遣要請継続。また、1ヶ所の避難所への派遣要請の

追加有。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、3 ヶ所の避難所へ 4 班体制で派遣して

いる。8月中旬まで派遣予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、計 7ヶ所に派遣している（うち 4ヶ所

はレベル 2 として派遣）。7/31 をもって全ての避難場所の要請が終了予定

だったが、避難所 3ヶ所について県から派遣の再要請を受けている。 

・岡山県と広島県に、県外の保健師が派遣されている。 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 4 ヶ所へ派遣している災害支援ナースの活動（レベル 2

派遣）を 7/30に終了。 

・広島県看護協会からの要請により、レベル 2 としての対応を決定。8/2 よ

り福岡県看護協会、8/5より山口県看護協会、8/11より徳島県看護協会より

災害支援ナースを派遣予定。 

・引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成 30年 8月 20日 16時 20分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（9）報 
災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

8/14 

17：30時点 

人的被害 

死者     221人 

行方不明       9人 

重傷      68人 

軽傷     319人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：6,093棟  半壊：9,731棟 

情報源 

・広島県看護協会：県からの要請で計 3ヶ所（最大 8ヶ所）の避難所に派遣

している。8月末まで派遣予定。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、3 ヶ所の避難所へ 4 班体制で派遣して

いる。8/20、8/24、8/31に 1ヶ所ずつ派遣を終了する予定。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、計 7ヶ所に派遣していた（うち 4ヶ所

はレベル 2として派遣）。8/14をもって全ての避難所への派遣が終了。 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

・岡山県内の避難所 4 ヶ所へ派遣している災害支援ナースの活動（レベル 2

派遣）を 7/30に終了。 

・広島県内の避難所 5 か所へ派遣している災害支援ナースの活動（レベル 2

派遣）は、8/17に 3か所の活動は終了。残る 2か所も 8/23で活動を終了す

る予定。 

・引き続き都道府県看護協会と連携し、情報収集に努める。 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 



様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）                 ＜平成３０年９月３日１１時３０分現在＞ 

送 

信 

元 

日本看護協会 

看護開発部 看護業務・医療安全課 

 

宛 
 

先 

各都道府県看護協会 

会長 様 
担当者：久保、梅内、湯本  

災害専用 FAX：03-6704-8731 

電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 

 

 

災害発生に関する報告書-第（10）報 
下線部は第9報からの変更箇所 

災害発生日 平成 ３０年 ７月 ６日（金） 

被災地域 九州、四国、中国、近畿を中心に全国で被害が発生 

災害名 平成３０年７月豪雨 

被害状況 

8/21 

13:00時点 

人的被害 

死者     221人 

行方不明       9人 

重傷      68人 

軽傷     319人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊：6,206棟  半壊：9,764棟 

情報源 

レベル 1の派遣状況について 

・広島県看護協会：県からの要請で計 8 ヶ所の避難所に派遣していた。8/31

をもって全ての避難所への派遣が終了。 

・愛媛県看護協会：県からの要請で、3 ヶ所の避難所へ 4 班体制で派遣して

いた。8/31をもって全ての避難所への派遣が終了。 

・岡山県看護協会：県からの要請で、計 7ヶ所に派遣していた。8/14をもっ

て全ての避難所への派遣が終了。 

 

 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

派遣した災害支援ナース全員の帰還を確認し、活動はすべて終了した。 

 

都道府県看護協会のご尽力に敬意を表するとともに、感謝申し上げます。 

 

日本看護協会への連絡方法 

①看護開発部 看護業務・医療安全課 <災害専用>：（FAX）03-6704-8731 （TEL）03-6704-8730 

②電子メール：saigai-na@nurse.or.jp 


