
様式１ 
（送付枚数：本紙含め １枚）               ＜平成３０年９月６日 ９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（１）報 
災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  北海道胆振地方中東部を震源とする地震 

被害状況 

9/6 

8:40現在 

人的被害 

死者   心配停止 1人 

行方不明       １１人 

重傷        １人 

軽傷       ２７人   

程度不明８人 

住家等被害 倒壊家屋    ２３棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・道内は全域停電、断水している地域もある 

・道内の病院の被害状況は確認中 

・北海道看護協会は壁にひびが入る、ガラスが破損するなどの建物被害があ

る。停電しているが、電話連絡は可能。 

・北海道看護協会職員は自宅待機とする。 

・北海道看護協会で本日開催予定の研修は中止 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

引き続き情報収集に努める 

 

 

 

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１１日 ９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（２）報 
災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/11 

7:45現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷         ９人 

軽傷 軽傷   ６４２人   

程度不明  ２４人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊  ３２棟   半壊  １８棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・通信については電話と FAXの使用が可能 

・サーバーの破損があり、業務遂行の一部が不可能 

・道内の４９箇所の避難所に１,９８９名が避難している（９月１０日２１時

現在） 

・北海道庁から災害支援ナースの派遣要請あり。９月１３日（木）から、安

平・厚真・むかわ町の避難所への派遣を調整中 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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１３日 １３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 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/11 

7:45現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷         ９人 

軽傷 軽傷   ６４６人   

程度不明  ２６人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊  ６４棟   半壊  ５７棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・道内の３６箇所の避難所に、１，５９０名が避難している。 

・通行止め１２区間、断水５市町、停電１７３戸（９月１２日１２時現在）。 

・９月１３日（木）から１０月９日（火）まで、安平町１ヶ所、厚真町２か

所の避難所へ各１チーム（２名）合計３チームを派遣する。今後、むかわ

町に１チーム（２名）追加予定あり。 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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１４日 １４時１０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 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/14 

8:00現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷         ９人 

軽傷 軽傷   ６４６人   

程度不明  ２６人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊  ８２棟   半壊  ９７棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・９月１３日（木）から安平町１ヶ所、厚真町２か所の避難所へ各１チーム

（２名）合計３チームを派遣している（１０月９日（火）まで ）。 

・９月１５日（土）からむかわ町の避難所へ１チーム（２名）を派遣する。 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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１８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（５）報 
災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/18 

9:00現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷         ８人 

軽傷 軽傷   ６７１人   

程度不明  ２人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊  １３９棟  半壊  ２４２棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・安平町１ヶ所、厚真町２ヶ所、むかわ町 1 ヶ所の避難所へ各１チーム（２

名）合計４チームを派遣中。 

・現在、さらに厚真町 1 ヶ所の避難所を加えた合計５ヶ所４チームで対応し

ている。 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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２６日 １７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（６）報 
災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/25 

9:00現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷       １５人 

軽傷 軽傷   ６７４人   

住家等被害 倒壊家屋 全壊  １５６棟  半壊  ４３４棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・安平町１ヶ所、厚真町３ヶ所、むかわ町 1 ヶ所の避難所の合計５ヶ所へ４

チーム（１チーム２名体制）を派遣中。 

・９月２８日に厚真町１ヶ所の避難所への派遣が終了となり、４ヶ所４チー

ムの派遣へ変更となる。 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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２７日 １７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（７）報 
※ 下線部は変更点 

災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

9/27 

10:00現在 

人的被害 

死者 死者    ４１人 

行方不明         

重傷       １５人 

軽傷 軽傷   ６７４人   

住家等被害 倒壊家屋 全壊  １８０棟  半壊  ５１４棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・安平町１ヶ所、厚真町３ヶ所、むかわ町 1 ヶ所の避難所の合計５ヶ所へ４

チーム（１チーム２名体制）を派遣中。 

・９月２８日に厚真町１ヶ所の避難所、安平町１ヶ所への派遣が終了となり、

３ヶ所３チームの派遣へ変更となる。 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

北海道看護協会と連携し、引き続き情報収集に努める。 

 

 

 

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１０月１０日 １５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 
※ 下線部は変更点 

災害発生日 平成 ３０年 ９月 ６日（ 木 ）３時０８分 

被災地域 北海道 

災害名  平成 30年北海道胆振東部地震 

被害状況 

10/5 

18:00現在 

（消防庁発表） 

人的被害 

死者      ４１人 

行方不明         

重傷      １７人 

軽傷     ６７４人 

住家等被害 倒壊家屋 全壊  ３９４棟  半壊 １,０１６棟 

情報源 

北海道看護協会からの情報は以下の通り。 

・１０月１０日をもって全ての避難所への派遣を終了、派遣した全ての災害

支援ナースの帰還が確認された。 

 

 

本会の対応 

【災害レベル】１・２・３・未定 

 

 

 

 

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 


