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１．はじめに 

 平成 27 年 5 月の口永良部島の新岳噴火では、平常時からの避難訓練が功をなし、速やかに全島避

難でき、重大な健康問題も発生せずに帰島を迎えることができた。屋久島町や屋久島保健所で働く保健

師は、平常時から多職種と協働して地域住民の生活全体を支えている。今回の火山災害においても、発

生直後から生命を守り、その後は生活の再構築に向かって、避難所や仮設住宅への巡回等の支援を継

続してきた。火山災害発生当初からの保健師の活動を記録・分析することで、今後、同様の火山災害が

発生した際に、より安全で、かつ速やかに地域が回復できる支援が可能となると考える。 

そこで、今回の口永良部島新岳火山災害の被災者に対して、保健師が行った支援の内容を時系列に

整理し、生活全体を支える包括的な災害対策の一翼を担う保健師の役割を考察する。 

 

２．研究方法 

１）調査対象者 

主に口永良部島の火山災害の支援に関わった保健師 7 名。表 1 に概要を示す。 

 

表 1 対象者の概要 

所属 種子島西之表

保健所 

屋久島保健所 屋久島町

健康増進 

屋久島町地域包括支援

センター 

保健師仮名 H1 H2 H3 H4 M1 M2 M3 

年代 50 50 50 20 40 50 40 

保健師経験

年数 

33 30 30 1 27 30 19 

職位 技術主幹兼健

康増進係長、統

括保健師 

技術主幹

兼保健福

祉係長 

技術専門

員  

保健技師 健康増進

課、健康予

防対策係

長 

介護衛生

課課長補

佐 

介護衛生

課地域支

援係保健

師 

事務分掌 母子保健業務、

成人保健、介護

保険関係 

在宅医療

関係、危機

管理等 

精神等 

疾病対策

難病対策

母子保健

歯科保健

結核対策

保健分野 介護保険 介護保険 

所属の保健

師数 

4 3 3 2 
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２）調査地域と被災状況 

（1）人口、地勢、産業等 

・噴火時島滞在者 137 名（島民 118 名、旅行者等 19 名） 

・人口構造：2013 年 3 月時点は人口 138 名、高齢化率 39.9% 

・地勢：面積 38.04 ㎢、周囲 49.67 ㎞ 

・基幹産業：運送業・畜産業・漁業・民宿、その他公共施設（役場、郵便局、農協、発電所、電話・

水道・道路伐採等） 

（2）被災規模 

前年 8月 3日 新岳が 34 年ぶりに噴火。噴火警戒レベル 1（平常）→3（入山規制）へ引き上げ 

1 月 24 日 火山性地震（震度 1）あり 

5 月 23 日 火山性地震（震度 3）あり 

5 月 29 日 9:59 新岳噴火 

10:07  噴火警戒レベル 5へ引き上げ 

屋久島町・口永良部島の全島避難は、爆発的噴火から半日程度で完了 

＊火砕流は、島の面積の 2割にまで広がった。前田地区まで 200m の距離 

＊火口から北西方向に流れ出た火砕流は約 70 秒後、向江浜地区の海岸に到達        

（3)被災者数（屋久島への避難） 

125 人が町営船フェリーで午後 3時 45 分島を離れ、5時半に屋久島の宮之浦港に到着。島東部の湯

向集落の住民 6人は、10 管の巡視船からヘリに移り、屋久島へ向かった。3人は所有する漁船を利

用した。防災ヘリで避難したのは 3名。犠牲者は無。 

〈人的被害など〉70 歳代男性（高温の灰で火傷）、80 歳代男性（血圧上昇）2名が県防災ヘリで

屋久島の病院へ搬送       

（4)発災後からの支援 

○医療救護班派遣（日本赤十字鹿児島県支部） 

5 月 29 日医療救護班を屋久島に派遣した。午後 1時すぎに鹿児島市、鹿児島赤十字病院の医師や看

護師ら 7人が鹿児島海上保安部の巡視船に乗り込んだ。毛布とタオルケット各 100 枚、緊急セット

60 個の救援物資も載せた。（2日間で「救護の支援なし」と判断し撤収） 

○保健師、警察官が毎日巡回 

屋久島町保健師・診療所看護師・屋久島保健所保健師がチームで噴火翌日から毎日、三つの避難所を巡

巡回し、健康相談を行った。県警はカウンセリングの心得がある女性警察官 2人を交代で派遣。屋久島

町町地域包括支援センターからケアマネジャー1名、口永良部診療所の看護師 1名も避難所 3か所を巡

回。 

（5）避難所数・仮設住宅・借り上げ住宅数・被災者数（消防庁） 

 5/30 6/2 6/10 6/18 6/29 7/29 

屋久島社会福祉協議会「縄文の

苑」 

31 29 29 22 23 24 

宮之浦公民館 23 14 21 15 ※6/24廃止  

宮之浦老人憩いの家 29 28 29 13 12 11 

（上記 3つの避難所計） 83 71 79 50 35 35 

※親戚や知人宅、ホテル等は計上なし。※8月 1日に仮設住宅へ入居が完了し避難所は閉鎖となる。

（6)要援護者数 

  「縄文の苑」に主に介護の必要な高齢者等を避難。福祉避難所等を利用するものはいなかった。 

（7）屋久島町保健師として外部から受けた支援者 

・6 月の特定健診・がん検診の委託先に働きかけ、保健師従事者をそれぞれ 1 名ずつ派遣してもら

った。 

・長島町から保健師 1名派遣あり。全戸訪問に併せて 7月上旬の 1週間、派遣してもらった。 

 

３）調査期間 

 平成 27 年 10 月 16 日～12 月 

４）調査内容と方法 

 火山災害発生からの被災者支援活動について、時系列に聞き取った。 
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３．結果 

西之表保健所統括保健師、屋久島保健所保健師、屋久島町保健師の、被災者支援を表 2に時系列

に示す。また、それぞれの災害支援における課題を表 3に示す。 

 

表２ 口永良部島火山災害における保健所保健師・町保健師の被災者支援 

日時 事項 保健所保健師の被災者支援 町保健師の被災者支援 

5/29

（金）

9:59 

新岳噴火 

全島民に避

難勧告 

・フェリーで避難するため、保健所保健師と町

保健師で連絡を取り合い、港で待機した。 

血圧計他、救急箱準備 

・フェリーで避難するため、保健所保健師と

町保健師で連絡を取り合い、港で待機した。

5/29

（金）

17 時

30 分 

被災者がフ

ェリーで指

定避難先の

屋久島の港

に到着 

・屋久島町立診療所医師が船内に入り、健康状

態を確認する間、外で待機した（1名やけどで

ヘリ搬送）。 

・バスの中で役場担当者による名簿確認が行わ

れると同時に、町の保健師が住民に声かけして

いる間、住民の様子を外から確認した。 

・船内で診療所医師が健康状態を確認した後、

下船後、避難所までの送迎バスに乗り込み、

被災者を労い、家族と離れた場合は連絡を取

ることを約束した。 

・口永良部診療所看護師が、最近の受診者を

中心にカルテを約 30 持ってきたので、発生当

日に避難所に近い宮之浦保健センターに保管

し、受診が必要な者、薬が必要なもの等は徳

洲会病院の看護師に連絡を取った。 

5/30

（昼） 

被災者は避

難場所で滞

在 

8：30～町課

長会議 24

時間体制で

支援 

・午前、宮之浦保健センターで、関係者（島内

医療機関看護師、町健康増進課長補佐、介護衛

生課長、町保健師、保健所保健師）の連絡調整

会議を開催した。 

・被災者の健康状態を確認し、慢性疾患等の管

理を支援するために、町保健師、口永良部診療

所看護師と共に避難所を巡回した。 

・巡回後、保健所で町保健師や診療所看護師と

話し合い、6月 1日からは、町保健師と診療後

看護師、保健所保健師で避難所や町営住宅を巡

回することに決定した。 

・診療所看護師が、早朝から避難所を巡回し

ていたが、情報が錯綜していたため、町の対

応方針が決定するまで待機し、保健所保健師

と検討会議を開催した。 

・診療所看護師、ケアマネにも協力を得て、

避難所を巡回した。2名の体調不良者があり、

屋久島の医療機関へ受診を促した。 

5/31 

(日） 

・所長より、種子島西之表保健所の統括保健師

に電話が入り、屋久島保健所の支援に統括保健

師が応援に入ることの指示あり。 

・他市から支援の申し出が相次ぎ、対応に追

われ、必要時に応援を依頼することにした。

・夜、左手が痺れた被災者の受診に介護衛生

課長や町保健師が同行し、本土へ搬送された。

6月 

上旬 

・6月 3日から、隣の種子島西之表保健所の統

括保健師が応援に入った。種子島西之表保健所

も日常業務があるため、統括保健師以外の保健

師で日業務を分担できるよう整えてから応援に

入った。県庁からは、精神担当保健師を管轄保

健所の西之表保健所から派遣するよう依頼され

たが、総括的な保健師が必要という所長判断の

もとに統括保健師が応援に入った。町保健師が

主体で支援をしていく方針を決定し、保健所保

健師と町保健師の統括者と実働のリーダーを決

めて体制を整えた。 

・町保健師と週 1回会議を持ち、避難所の環境・

必要物品・健康状態等、変化する状況を共有し

ながら方向性を話し合った。 

・離島の災害支援を経験した保健所保健師に連

絡して報告書を入手し、災害サイクル毎の基本

的な支援内容を町保健師と共有して、先を見越

せるようにし、励ました。 

・全国健師長会の災害時の記録用紙を参考に記

録用紙を作成し、町保健師が活用できるように

した。 

・6月 3日に屋久島保健所（西之表保健所統括

保健師同席）から支援の希望の聞き取りがあ

り、災害の規模（死者等はなく、被災者の 130

名前後）から、島外の保健師の人材派遣を依

頼するよりも、被災者のことをよく知ってい

る町保健師が主体で支援する方針を決定し

た。 

・災害支援の経験も知識もないため、保健所

保健師と週 1 回連絡会を持ち、方向性を決め

つつ対応した。 

・西之表保健所統括保健師及び屋久島保健所

保健師が入手した奄美豪雨災害の報告書等を

参考にし、作成した記録用紙を活用した。 

  

・当該年度保健師減による平常時から町の通常

業務が多いこと、特に 6月は集団検診が集中し、

屋久島本島の通常業務は継続しながら、災害支

・6月は集団検診が集中するが、町保健師が被

災者支援に専念するために、健診委託業者の

保健師従事者数を増員するよう保健所保健師
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援することから、通常業務に関して人材派遣の

必要性を判断した。しかし、県庁からの人材派

遣等の応援態勢はないため、検診委託業者に非

公的に内諾を得、町からの正式依頼を助言した。

また、町保健師に在宅保健師を活用し通常業務

への従事者数を増員するための予算を確保する

よう助言し、町保健師が被災者支援に専念でき

る業務体制を整えた。 

・被災者を受け入れた屋久島本島自体は通常の

母子健診等も継続していたので、保健所保健師

は通常業務の支援と併せて新人の保健所保健師

の人材育成も考慮し、健診結果報告会や肺がん

検診等に従事させた。 

から助言を受けて、上司に予算を確保しても

らうよう提言した。 

・健診委託業者の派遣保健師が 2名増員され、

町保健師は 5 名中、3名が被災者支援に力を入

れることになった。 

・他市町から支援の申し出があったが、日常

業務の補助を依頼することも躊躇され、辞退

した。 

・町保健師（診療所看護師含む）と避難所を巡

回し、避難者数の確認を行い、被災者の表情や

避難所の室温、換気、ペット臭等を把握し、必

要時調整を依頼した。 

・移動手段や買い物の不便さ等を把握し、不安

や怒りを受け止めた後、町保健師へつなげた。

・潜在していた精神障害者や難病患者の受診を

支援した。 

・県からの指示により、避難所訪問の報告書を

毎回 FAX にて送付した。 

 

・包丁等の生活物品を、保健センター等から

融通したり、支援物資コーナーを設置して整

えた。 

・若い世帯が多い避難所では自炊できるよう

にした。 

・潜在していた人間関係の問題が表在化し、

被災者同士の人間関係の調整もした。 

・集団生活でのストレスに関して傾聴した。

一方、保健師が顔を出すことが負担になる雰

囲気の時は、距離を置いて支援した。 

・避難所での高カロリーな食事、運動不足、

手洗い等の衛生状態に対応すると共に、自立

を促すために、自炊や自治を促したり、大学

ボランティア主催の体操を勧めた。 

・農作業ができないことによる認知症の表在

化等に対して、介護サービスに結びつけた。

・口永良部島には欠けている保健医療サービ

スを、この機会に利用して健康状態の改善を

支援した。 

6 月 8

日 

第 1回目心

のケア会議 

精神保健福

祉センター

所長と開催 

・県庁からの支援が得られなかったため保健所

独自の判断で精神保健福祉センターの所長を招

聘し被災者の心のケアについて助言を得た。 

・以前の離島の災害報告書（奄美豪雨災害）も

参考にして、長期的な視点に立って、心のケア

を含めて全被災者に健康調査することにした。

・保健所保健師、精神保健福祉センター所長、

町心理士等と検討し、避難している教員や子

供の心の状態等を共有し、心の相談窓口を設

置したり、町のカウンセリング等を活用して

いくことにした。 

6 月 

中旬 

屋久島町長

から長島町

へ保健師の

派遣依頼が

ある 

・町長同士の縁故関係で、長島町保健師が応援

に入ることになり、町保健師と「長島町の保健

師へ依頼する業務」を話し合い、7月の全戸訪

問健康調査の応援を依頼することにした。 

・保健所保健師と相談し、長島町保健師が応

援に入るに当たり、経過をまとめた。 

・運動不足に対し、ストレッチボールを借り

て避難所に設置した。 

6 月下

旬 

障害福祉課

対策監官を

招聘 

・障害福祉課精神保健福祉対策監（保健師）を

招聘し、心のケア等について助言を得た。 

 

7 月 

上旬 

避難所＋公

営住宅等入

居者へ全戸

訪問 

・町保健師と口永良部診療所看護師と保健所保

健師で、全戸訪問し健康確認した。鬱うつ、PTSD

等、要経過観察者を町保健師と共有し、経過を

追った。保健所保健師と障害福祉課対策監官は、

集計も担当した。 

・状況が安定し、町の保健部門と介護部門の連

携も円滑に行えるようになったことから、保健

所と町の会議を月一回にし、通常業務を基盤と

していくことにした。その他、会議において毎

回役割分担を明確にするようにした。 

・町保健師は、災害支援と日常業務の重責に加

え、事務職同様に避難所の見回り当番が割り当

てられていたため、労った。 

・保健所保健師が、精神保健センター所長と

相談して作成した質問票や説明文を用いて全

員に健康調査した。鬱、PTSD 等、要経過観察

者を保健所保健師と共有し、経過を追った。

希望者には、心理カウンセリングの個別相談

を実施した。 

・長島町から 1週間、派遣された保健師と同

行訪問し健康調査をした。生活必需品が整っ

ていない家庭を町の担当部署へ結びつけた。
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・保健所保健師は、事務所の防災待機について

は、所長指示により、免除された。 

・種子島の西之表保健所は統括保健師が屋久島

へ応援にきているため、通常業務の負担が大き

くなるが、残った３名の保健師が対応し、大き

な問題もなく実施できていることを確認する。

8月 仮設住宅入

居 

第 2回全戸

訪問調査 

・仮設住宅入居後に全戸に健康調査し、集計を

保健所が代行したり、分析を県障害福祉課対策

管に依頼した。 

・町営住宅や仮設入居後に再調査し、被災者

が落ち着いてきた様子を把握した。 

・7月に鬱や PTSD 陽性だった被災者と、それ

以外気になる高齢者等、仮設は全戸訪問した。

・町保健師と仮設住宅を回り、必要物品等を確

認し、必要な担当部署へ結びつけた。 

・精神障害者が、仮設入居後も安定しているこ

とを確認した。 

・健康状態に問題がなくても、畑を心配した

り、自宅が荒れていくことに不満や怒りを抱

えていた。 

・いずれ帰島することを見据えて、自立でき

るような支援を考え、自炊を促したり、農業

委員会の協力を得て農作業ができるようにし

た。また、県の事業でポイントアップ事業を

活用して、仮設の集会所でカラオケや体操等

のレクリエーションを担当してもらった。 

・ボランティアセンターができ、家電製品の

搬入や公営住宅の掃除を担当してもらった。

9月 11

日 

 

 

 

 

第２回目心

のケア会議

開催 

全戸訪問調査と３ヶ月経過した島民の健康状況

について、振り返った。今後は、ＰＴＳＤ対策

ではなく、うつ予防対策や自殺予防対策として

通常行無にシフトさせ、長期的継続的な支援を

していくことを参加者全員で共有した。 

保健所保健師、精神保健福祉センター所長と

今後の心のケアについて検討。 

 

 

 

9 月 

中旬 

 ・前回の健康調査で継続的に支援が必要な家庭

に町保健師と訪問し対応した。 

・保健所保健師と、1カ月、3カ月という節目

で巡回し、保健所保健師が集計してくれたも

のを参考に、継続支援した。 

10 月   ・帰島の見通しが立ち、要介護状態の者や精神

障害者等を含め、社会資源等の整備状況等も考

慮し、帰島するか屋久島に残るかの決定を支援

していく予定である。 

・帰島しても、直ぐに自宅に住めない、畑が

使えない、道路が崩れている等の課題があり、

町で復興計画を立てながら支援していく。 

 

表 3 保健所保健師・町保健師の被災者支援における課題  

保健所保健師の課題 町保健師の課題 

・管轄保健所保健師の支援としては、心のケアのみで

なく災害全体に対応する人材が必要だった。 

・被災者が最も安心して支援が受けられる人材は町保

健師であると考えた。しかし、町保健師は日常的に業

務量が多いうえに、6月は健診等が集中していた。県

庁からの人材派遣等の応援はないため、保健師数を増

員するための予算を確保することや健診委託業者へ応

援の要請をするよう町保健師へ助言した。日常業務の

応援体制が必要だった。 

・管轄保健所とはいえ、海を隔てた離島同士の保健所

のため、物理的距離と交通手段の制限があった。さら

に西之表保健所も保健師は少ないため、西之表保健所

への応援も必要だった。 

・災害支援の現任教育体制が整っておらず、過去の離

島での災害支援の報告書を参考に示し、人材育成しな

がら災害支援をバックアップした。 

・今回の災害は、屋久島町や屋久島保健所が被災して

いなかった為、種子島の西之表保健所の支援で対応で

きたが、今後、離島で災害が起こった場合（保健所や

町役場が被災した場合）には離島の保健師等の人材派

遣には、課題が残る。 

 

・町外から災害支援の申し出が無秩序に来て、対応する

ことが負担だった。 

・日常的な人材不足に加えて、自治体職員としての避難

所支援の当番も割り当てられ、業務が過剰となった。災

害支援に関する教育体制も不備だったため、災害時の対

応が迅速にできなかった。 

・外部委託事業の保健師を増員するように保健所保健師

から助言を受けたが、日常的に町保健師には予算等へ発

言する機会が少なく、要求してよいか躊躇した。 

・被災者支援を担当しなかった保健師は後に自責の念を

強く持ったので、日常業務の担当や応援も重要な災害支

援の一環として、県も町も認識を改善する必要がある。

・口永良部にはない保健医療サービスを、避難中は屋久

島で利用することができたが、帰島後は資源の不足して

いる状態に戻ることになり、意思決定や資源確保の支援

が必要である。 
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４．考察 

１）保健師所属別の被災者支援の特徴 

(1)保健所保健師の被災者支援 

①現地に出向き、被災者の健康状態を、被災前も含めて包括的に把握し、緊急対処すべきことを

判断する。 

②非日常的な状況で被災者が安心できる支援体制・環境を整える。 

a.町保健師が災害支援の中核として活動できるよう体制を整える。 

・町保健師が円滑に災害支援ができるよう、保健所保健師は災害支援全体マネジメントと、災害

支援の一環として町の日常業務の応援を担う体制を整える。 

・町保健師が災害支援に専念できるよう、町内外の関係者（他課、外部委託業者等）と公的・非

公的に連絡調整し、体制を整える。 

・町保健師の災害支援の力量を判断し、災害支援に関する情報提供や必要書類の整備を行う。 

b.生活の場（避難所・公営住宅・仮設住宅等）に出向き、被災前からの変化を含めて心身の健康

状態、生活状況（食生活、睡眠、清潔、居住）等を把握し、精神疾患や難病等の専門性の高い

課題を重点的に支援する。 

③県本部へ報告・連絡し、精神保健・集計等の支援を依頼する。 

④自保健所の日常業務の体制を整える。 

 

(2)町保健師の被災者支援 

①被災者に身近な保健医療福祉関係者と情報を共有し、緊急対処すべきことを判断したり、継続

した健康支援が受けられるように整える。 

②非日常的な状況で被災者が少しでも安心できるよう生活を整え健康を衛る。 

・生活の場（避難所・公営住宅・仮設住宅等）に出向き、被災前からの変化を含めて心身の健康

状態、生活状況（食生活、睡眠、清潔、居住）等を把握し、町の担当者や保健福祉医療関係者

と連携して生活を整えたり、療養を支援したり、健康状態の悪化を予防する。 

・被災者の生活能力を判断し、関係者と協力して補ったり、現有する能力を活かしたり高めて生

活を整える。 

 

２）生活全体を支える包括的な災害対策における保健師の役割 

保健所保健師と町保健師は重層的に被災者の生活を支援していた。今回の口永良部島噴火災害

で重大な健康問題を予防できたことは、屋久島町の保健師や診療所看護師が日常的に住民の生活

や健康状態を把握していたこと、また屋久島町の関係者のネットワークが平時から構築されてい

たことも要因にあげられる。 

目指すことは、究極には、看護の目的である「安寧」をもたらすことである。安寧をもたらす

ために、地域看護では、個人や家族の生活を支え、セルフケア能力の向上を図り、人々の主体的

な問題解決能力を促進し、さらに、地域の人々と協働して資源の開発や調整を行い、また、健康

政策の形成を含め、環境の整備を図る1)。離島における火山災害という地域性と災害の特性を踏ま

えた上で、保健師は地域看護の原則に則って活動していたと考える。 

今後、帰島に向けて、保健師の役割は益々大きくなると思われる。地域看護の目的である「す
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べての人々のQOLの向上とそれらを支える公正で安全な地域社会の構築に寄与する1)」ために、島

民が望む生活の復元・復興に向けて、島民自身の力も活かしつつ組織的に取り組んでいくことが

求められると考える。 

 

３）災害支援活動における課題 

過去の火山災害に関する保健師の活動を紐解くと、被災地域外からの保健師の派遣が全くなか

った例はない 2)～ 13)。口永良部火山災害では、被災地域外からの保健師の派遣がほぼ皆無だった

にも関わらず、重大な健康問題もなく帰島を迎えることができた。支援に当たった保健所保健師・

町保健師の尽力・負担は類を得ないものといえよう。 

災害の経過の中で、屋久島町と屋久島保健所の保健師が島民のアセスメントをしながら、「保健

事業連携会議」として、連携を図りながら、支援計画を立てており、現在も継続している。 

種子島にいる西之表保健所の統括保健師は、所長指示（種子島屋久島兼務）のもとで、現地に

足を運び、屋久島保健所と屋久島町との連携体制を整え、口永良部島の災害状況の全体をアセス

メントしながら、支援体制を調整していた。今後の離島における災害支援活動、特に 28 の有人島

を抱える鹿児島県では、隣島の保健所による支援のみならず、県や国レベルの広域的な支援体制

を整えることも重要な課題である。さらに、日常的にも統括保健師にかかる精神的負担は大きい

ため、明確な支援体制が必要だといわれている 14)。地域看護の目的である「すべての人々の QOL

の向上とそれらを支える公正で安全な地域社会の構築に寄与する」ことも含め、今後は、日常業

務の応援も災害支援の一環として位置付け、町・保健所・統括保健師への広域的な支援体制を強

化していくことが必要と思われる。  

また、屋久島町内での保健師の役割を明確にし、専門的な被災者支援に専念できる体制づくり

も必要である。併せて、今後、鹿児島県で起こりうる桜島大噴火や南海トラフ地震等、東日本大

震災規模の巨大規模地震等の広域災害時に対応できるよう、 災害対策を含めた鹿児島県全体の保

健師の現任教育体制を強化していく必要がある。 
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