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◆御挨拶 

～災害多発時代に活躍できる歯科医療人育成に向けて～ 

九州大学大学院歯学研究院 研究院長 

中村 誠司 

1995年の阪神・淡路大震災以降、日本では毎年のように大規模自然災害が発生し、災害多

発時代に突入したといわれています。現代社会で生活する我々は地球温暖化が進行する中

で、地震や水害、そして感染症拡大のパンデミックなど、いつでも、どこでも、誰でも災害

に遭遇する可能性が高くなっています。この災害多発時代を生き抜くために、ユビキタスな

減災社会を構築する必要があり、歯科医療者もその中の役割の一つを担わなければなりませ

ん。 

九州地区でも大規模自然災害を通して、災害時の医療では被災者・避難者への直接的な医

療だけでは災害関連死を防ぐことができないことを経験しました。公衆衛生及び保健福祉に

渡る災害医療の実践が必要であり、歯科医療者が医師や看護師の他、行政の福祉保健担当

者、保健師、セラピスト、栄養士などと連携・協働した、要配慮者に対する「食」を基盤と

した健康支援、虚弱予防、口腔機能管理が災害関連死予防に期待されました。また、昨今の

コロナ禍による長期自粛生活に伴う生活不活発病予防にも歯科医療への期待が注がれていま

す。一方、今後起こりうる南海トラフ巨大地震では、残念ながら九州地区でも多数の犠牲者

が想定されています。不幸にして亡くなった方々の御遺体を御遺族の元に間違いなく一刻も

早くお返しする人間の尊厳を守る役割も歯科医師に求められています。 

この度、新型コロナ感染症の蔓延も重なったこのタイミングで、熊本大学病院を主幹校と

する文部科学省 課題解決型高度医療人養成プログラム（事業名：多職種連携の災害医療を

担う高度医療人養成）と連携して、本シンポジウムを開催させて頂くこととなりました。 

本来であれば博多に皆様をお招きし、御講演して頂きたかったところでございますが、コロ

ナ感染対策の観点から、Web開催とさせていただきます。この大変な時期に御講演いただき

ます、日本歯科医師会 小玉 剛常務理事、奥羽大学歯学部生体構造学講座法歯学 花岡洋

一教授をはじめ、福岡県歯科医師会、福岡県歯科衛生士会、福岡県歯科技工士会、さらには

連携大学及び協力施設の先生方に心より感謝申し上げます。また、このコロナ禍の時期だか

らこそ、これからの災害歯科口腔医療が発展し、災害多発社会に大きく貢献できるように、

皆様とともに邁進していくことを祈念いたしまして、本シンポジウム開催の御挨拶とさせて

頂きます。 
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◆事業責任者挨拶 

熊本大学病院 病院長 

谷原 秀信 

平素より、熊本大学病院へのご支援、ご協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上

げます。 

さて、熊本大学病院災害医療教育研究センターは、平成２８年熊本地震の被災県としての

災害対応の経験を活かし、災害医学に関する教育や研究を推進するセンターとして、平成３

０年１０月１日付けで、熊本大学病院に新たに設置されました。災害医療に従事する人材の

養成、行政や地域医療との連携、市民への防災教育等を行うことにより、災害時における災

害医療提供体制の構築を図ることを目的としています。 

事業として、高度災害医療人材の養成、災害医療の研究、地域住民への啓発等を掲げてお

りますが、当センターの事業の柱である、高度医療人材養成につきましては、平成３０年度

文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」に九州大学大学院歯学研究院と連携

して応募し採択されました。災害関連死の防止に効果のある口腔機能管理が重要視される中、

熊本大学病院と災害医療支援実績を持つ九州大学大学院歯学研究院が連携してプログラムを

推進していくことに大きな独創性があり、今後の災害医療支援体制のモデルとして構築され

ることを期待しております。 

人材養成プログラムは、Ｅラーニング等も活用しながら、講義や実習、訓練等を実施して

おりますが、受講生以外の医療従事者や市民の皆様に対しても、研修会や公開講座を開催し、

昨年度は、全体で８００名近いご参加をいただきました。熊本大学病院が有する災害医療の

情報やノウハウを地域にフィードバックすることも使命の一つであり、引き続き、地域社会

に対する責任を果たして参りたいと考えております。 

我々の取組みが、大規模な自然災害にも耐えうる強力な地となり、安全安心の地域医療と

防災体制のネットワークが守られ、人と人との絆が守られる素晴らしい故郷となることを祈

念して私の挨拶といたします。 
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◆事業報告① 

熊本大学病院 災害医療教育研究センター長  

笠岡 俊志 

熊本大学病院災害医療教育研究センターでは文部科学省 GP「課題解決型高度医療人材養成

プログラム」に採択された「多職種連携の災害支援を担う高度医療人養成」事業を九州大学

大学院歯学研究院と協力して推進しています。本事業の特徴は、医師会、歯科医師会および

行政機関等の協力を得て、超急性期～急性期の支援に加え亜急性期～慢性期で問題となる慢

性疾患等を対象とした長期的視野で活動可能な医療チームを構成する多職種の人材（医師、

歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士等の医療職や行政担当者等）を養成することです。 

令和元年 6月 23日にキックオフセミナーを開催し、初年度の教育プログラムの登録者は 77

名に達しました。７月下旬より e ラーニングコンテンツを用いた講義を開始するとともに、

災害医療セミナーや多職種連携セミナー、被災地見学研修、医療従事者研修など独創的なプ

ログラムを開催するとともに、市民公開講座による啓発活動も行っています。令和 2 年度は

54名の新たな受講生の登録を行いましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

集会型のセミナーを自粛し、Web 会議システムを用いたオンラインセミナーとして開催して

います。 
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◆事業報告② 

九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座 口腔医療連携学分野  

山添 淳一 

九州大学大学院歯学研究院では、熊本大学病院を申請校とする文部科学省 GP「課題解決型

高度医療人材養成プログラム（事業名：多職種連携の災害支援を担う高度医療人養成）」事

業を熊本大学病院災害医療教育研究センターと連携・協働して推進しています。災害医療で

は、超急性期～急性期の支援に加え亜急性期～慢性期で問題となる要配慮者の健康生活支援

や災害関連死予防を目的とした長期的視野の医療活動が必要であるため、多職種の人材（医

師、歯科医師、薬剤師、看護師、栄養士等の医療職や行政担当者等）を養成することが必要

です。 

平成 31年 1月 1日に口腔医療連携学分野を新設し、九州大学病院内に災害医学における

医科歯科連携を中心に多職種連携を充実化させ、平時からの『顔の見える関係性』構築を推

進しました。口腔医療連携学の災害支援経験や歯科医師会、院内スタッフ協力の元、履修プ

ログラムの歯科口腔医療領域の e-learningコンテンツを作成しています。九州大学病院内

多職種および臨床研修歯科医を受講対象とし、講師を歯科医師会員や近隣大学教員とした

「災害口腔健康支援研修会」を対面研修として開催し、医療連携ネットワークを強化してい

ます。医学研究院や病院と連携し、先端的な臨床研究、基礎研究も開始し、社会医学の研究

も鋭意遂行しています。 
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◆講演１ 

災害歯科保健医療活動への日本歯科医師会の対応 
日本歯科医師会 常務理事 

小玉 剛先生 

日本歯科医師会は平成 21年度より「災害時対策・警察歯科総合検討会議」を設置してい

る。従来までの警察歯科対策検討臨時委員会に災害時対応を盛り込み、発展的に解消したも

のである。当初の諮問・検討事項は、警察歯科医療活動のネットワーク構築と災害時の身元

確認対策や大規模災害時における救急歯科保健医療対策であったが、現在は「災害歯科保健

医療連絡協議会及び同 WGと連携した、歯科界一致した支援供給体制の構築」、「厚生労働

省の災害歯科保健医療チーム養成支援事業（災害歯科保健医療体制研修）に基づく、都道府

県での研修・訓練に資する資料の作成」、「日本歯科医師会における WEB会議等を活用した

実践訓練によるシステム環境の課題の把握」など幅広い内容が検討されている。 

「災害歯科保健医療連絡協議会」は平成 27年 4月に設置された。大規模災害時の避難

所・仮設住宅、被災者等への健康支援、歯科保健医療の提供は様々な歯科関連職種の継続的

な対応が必要であるため、歯科関係団体の連携と災害対応への認識の共通化を図り、国や都

道府県との連携調整、被災者への歯科支援活動と被災地の復興支援を迅速かつ効率よく行え

るように協議を重ねている。そのために、平成 29年 12月に「行動指針」を策定し、それぞ

れの団体の災害対応の実情を把握するために災害準備用登録票の更新を毎年行っている。ま

た被災地等で本会関連団体所属であることがわかるように鳩羽紫色のビブスも作製した。 

また、平成 26年 6月の「死因究明等推進計画」の閣議決定等を受けて、歯牙鑑定に関わ

る海上保安庁との協定の見直しが同年 7月に行われた。 

同年 11月には大規模災害時の身元確認活動に関わる警察庁との協定が締結された。平成

28年 4月には都道府県歯科医師会と都道府県警察との合同研修・訓練の実施に関する指針

が、同年 10月には大規模災害時における都道府県歯科医師会に対する歯科診療記録の照会

要領のモデル案が警察庁から各都道府県警察に通達された。 

本会はこのような活動と共に、危機管理規程等の整備、「日本歯科医師会事業継続計画

（BCP）大規模災害時編」や「大規模災害時の役職員の行動マニュアル」の策定や更新を行

いながら、大規模災害発生時の被災者健康支援、歯科保健医療活動、被災地の歯科医療機関

の早期の復旧、歯科所見による身元確認等に向けた準備と対応をしている。 
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略 歴 

【学歴・職歴】 

１９８３年 城西歯科科大学（現・明海大学）歯学部 卒業 

１９８５年 東京医科歯科大学歯学部専攻生 修了（口腔外科学） 

１９８５年 こだま歯科医院 開設 

１９８９年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 修了（歯科理工学）歯学博士 

１９９１年～２０１１年 東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校講師（非常勤） 

１９９３年～１９９７年 東京医科歯科大学歯学部講師（非常勤・第二理工学教室） 

２００５年～２０１６年 明治薬科大学 客員教授 

２０１３年～２０１７年 一般社団法人東京都東久留米市歯科医師会 会長 

２０１６年～現在       公益社団法人日本歯科医師会 常務理事 

【役職】 

社会歯科学会 副理事長 

日本老年歯科医学会 在宅歯科医療委員会副委員長 

日本プライマリケア連合学会 支部支援委員会委員 
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◆講演２ 

災害時医療のための法歯学 
奥羽大学歯学部 生体構造学講座法歯学 教授 

花岡 洋一先生 

この度は、課題解決型高度医療人材養成プログラムにおける「多職種連携の災害支援を担

う高度医療人養成 教育プログラム」に参加をさせて頂き誠に光栄に存じております。 

私に与えられた命題は「災害時医療のための法歯学」で、ここには３つのキーワードが含

まれています。今回は、先ずこれらのキーワードについて私なりに解説させて頂くところか

ら始めさせて頂きたいと存じます。 

初めに「災害」とはなんでしょうか？これは災害対策基本法の第１章に明確に記載されて

おり、この定義にあてはまった場合、災害救助法等の法律が適用されることとなります。 

では「大規模災害」の定義とは何でしょうか？実はどこからが「大規模」かという法律上の

定義は存在しません。平たく言えば、それぞれの機関や組織がそれぞれに定義づけていると

いうのが現状です。 

次に私が専門とする「法歯学」とはいったいどのような学問なのでしょうか？ 

「法歯学」は「法医学」から派生した学問であることに間違いありませんが、現在は独自の

学問体系をもった独立した学問として存在しています。そして「法歯学」が社会に貢献する

ことのできる大きな役割の１つが「歯科的個人識別」であり、その威力を大いに発揮した、

というよりは発揮せざるを得なかった近年の大規模災害が東日本大震災です。私は結果的に

ではありますが、より被害の甚大であった「岩手」「宮城」「福島」の 3県全てに個人識別

の支援に入らせて頂いた唯一の歯科医師となり、大変貴重な経験をさせて頂きました。今回

はその時の実際の活動内容をご報告させて頂き、「法歯学」の社会的役割の一端をご紹介し

たいと存じます。 

3つ目のキーワードは「災害時医療」です。大規模災害時における歯科界の初動の役割

は、大きく救急救護と個人識別に分けられます。そして両者は共に「災害時医療」に他なり

ません。しかしながら「個人識別」を「医療」と呼ぶことに違和感を感じる方も少なくない

ようです。しかし個人識別は明らかに災害時医療の一翼であり、「最後の医療」に位置づけ

られるものです。では何故「個人識別」は「医療」なのでしょうか？今回、その答えを私な

りに解説させて頂ければと存じます。 

東日本大震災において痛切に実感した事の１つは、個人識別という新しい役割を担う歯科

界にとって、平時の準備がいかに重要であるかという点です。お話しの最後では、歯科所見

採取における三種の神器とも言える「写真撮影」「レントゲン写真撮影」「メモとしてのデ

ンタルチャート作成」について、なぜこれらが必須なのか、そして最大の留意点とは何かを

中心として、最後の医療という考え方を踏まえ、ご提示させて頂きたいと存じます。 
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略 歴 

【学歴・職歴】 

昭和３０年１月 東京都文京区出身 

昭和４８年３月 東京教育大学（現 筑波大学）附属高校卒業 

昭和５０年４月 東京歯科大学入学 

昭和５６年３月 同大卒業 

   同年４月 同大大学院入学（法歯学専攻） 

昭和６０年３月 同大大学院修了 

   同年４月 東京歯科大学法歯学講座助手 

昭和６２年   同講師（教室幹事） 

平成１５年   同助教授 

平成１９年   同准教授 

平成２６年１１月 奥羽大学歯学部生体構造学講座法歯学教授 現在に至る。 

【役職】 

日本法医学会評議員（平成 27 年度まで） 

日本法歯科医学会理事 

全米法歯学会日本人第１号会員 

日本歯科医師会警察歯科医制度検討委員会副委員長（H20 年度まで） 

警察庁検視実務専科講師（H26 年度まで） 

千葉県子ども虐待待ち受け登録歯科医 

Japanese Society of Forensic Odontology (JSFO)事務局長    

東京都警察歯科医会学識委員（平成 30 年度まで） 

長野県警察協力歯科医会顧問 

埼玉県川口歯科医師会学術顧問 

奥羽大学非常勤講師（H25 年度まで） 

岩手医科大学非常勤講師（H23 年度まで） 

海上保安庁東京海上保安部海上保安歯科医（平成 30 年度まで） 

茨城県歯科医師会防災・危機管理委員会顧問 

九州大学非常勤講師 

山形県警察歯科医師会顧問 

千葉県歯科医師会警察歯科医会顧問 

茨城県歯科医師会児童虐待早期発見プロジェクトチーム顧問 

東京都町田市歯科医師会警察歯科部会顧問 

【主な社会活動】 

昭和６０年  日航機墜落事故における個人識別作業 

平成１３年  新宿雑居ビル火災における身元確認班責任者 

平成２３年  東日本大震災における身元確認作業に従事 等  
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◆講演３ 

九州地区における災害時の歯科医療の役割 
福岡県歯科医師会 会員 

筑紫歯科医師会 医療管理担当理事 

太田 秀人先生 

歯科関係者が災害時に担う役割は、日航機墜落事故（1985年）から身元確認作業が、北海

道南西沖地震（1993年）から歯科医療支援が始まった。 

一方、九州地区では雲仙普賢岳噴火（1990年）で身元確認作業が、福岡県西方沖地震

（2005年）で歯科保健医療支援が行われ、東日本大震災（2011年）を機に九州地区連合歯

科医師会として災害時相互応援規則を締結した。 

平成 28年熊本地震（2017年）（以下、熊本地震）ではその応援規則に基づき、九地連と

山口県歯科医師会および各県歯科衛生士会（以下、県衛）、九州内五大学歯学部などによる

歯科保健医療支援チームを結成した。南阿蘇地区でも日本歯科医師会が採用した標準アセス

メント票を運用し、JMAT（日本医師会）や JRAT（リハビリ関連職種）、JDA-DAT（栄養士

会）等と、①感染症対策（呼吸器感染症と嚥性性肺炎の防止のための口腔ケア）、②要配慮

者対策（避難所および高齢者施設等での支援）、③食支援（栄養士等との連携と歯科治療）

等の多職種連携を展開した。 

翌年の平成 29年 7月九州北部豪雨災害（2018年）（以下、九州北部豪雨）では県内対応

として、福岡県歯科医師会（以下、福岡県歯）と県衛および県内三大学歯学部の熊本地震支

援経験者らが、保健師と管理栄養士からなる健康管理支援チームなどと多職種連携を行っ

た。 

地方自治体と指定地方公共機関(歯科医師会など)は、災害対策基本法に基づき地域防災計

画の中で協定を締結している。例えば福岡県歯は、福岡県と歯科医療救護と身元確認の協定

を締結し、県衛や県内三大学歯学部にも協力要請を行う。その際、災害ステージによって歯

科ニーズは多様に変化するため、派遣者には口腔外科、訪問歯科、食支援、公衆衛生など、

歯科医療全般に亘る総合的な知識と経験が必要である。実際、熊本地震では摂食嚥下を専門

とする大学関係者や平時からの訪問診療従事者が活躍し、九州北部豪雨では歯科医師会の地

域連携室に在籍する歯科衛生士が平時と同様に行政や介護等の多職種と連携していた。 

このような人材育成のためには、平時から①地域包括ケアの枠組みに参画（在宅医療や食

支援等を通じて医療・介護・福祉・行政等と連携）、②全身医療への理解と実践、③職種や

組織間のネットワーク構築 等が必要である。 

我々は、今後も平時から地域包括ケアの歯車の一つとして多職種と連携し、災害時にも地

域医療の延長線上として担った責務を全うしなければならない。  
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略 歴 

【学歴・職歴】 

１９９３年 長崎大学歯学部卒業 

以後、複数の歯科医院で勤務医、分院長の経験を経て 

２００９年 おおた歯科クリニック開院 

【所属学会・研究会】 

日本歯周病学会 

日本全身咬合学会 

筒井塾 咬合療法研究会 

経基臨塾 

NPO 日本テンプレート研究会 

日本病巣疾患研究会 

ドライマウス研究会 

日本災害時公衆衛生歯科研究会 

【現在までの主な活動】 

２０１１年 東日本大震災における歯科医療支援活動 

２０１６年 熊本地震 南阿蘇地区における歯科医療支援活動 

２０１７年 九州北部豪雨災害 歯科医療支援活動 

【著書】 

「歯の噛み合わせと病気」産能大学出版部 

「歯科医院の防災対策ガイドブック」医歯薬出版株式会社 

「災害時の歯科保健医療対策 連携と標準化に向けて」一世出版株式会社了 
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◆講演４ 

災害支援に関わる人が最初に知っておきたい心のケアの基本 
九州大学病院 精神科神経科 助教 

大橋 綾子先生 

災害に遭った時に、人々は時間の経過とともに色々な心の動きを経験します。 

初期には茫然自失となりますが、その後、疲れを忘れ復興のため活動的になる時期もあり

「ハネムーン期」とよばれます。月や年の単位では、気持ちが落ち込んだりする時期を経

て、ある程度長期間をかけて回復します。 

このような気持ちの揺れは、いわゆる心の病気ではありません。災害という非常事態で、

心が不安定になり揺れ動くのは、人間の当然の反応です。ほとんどの人はご自身の力や、周

囲に支えによって回復していきます。 

災害支援に入る時に被災者に対して行う心のケアとは、こうした被災者自身が自力で回復

する過程を支えることであり、また、逆に回復を害するような事を支援者側が不用意に行っ

てしまわないことを含みます。 

精神医療の専門家ではない、一般の災害支援者が行える具体的な心のケアの方法について

は、サイコロジカルファーストエイド（Psychological First Aid : PFA）としてまとめら

れている方法がとても役に立ちます。講演では、WHO版 PFAから抜粋し、基本的なコミュニ

ケーションとして行った方がよいこと、行ってはいけないことを紹介します。さらに、心の

ケアを実施する時に重要な行動「見る・聴く・つなぐ」について、自作の動画を交えてご紹

介します。 

災害時の心のケアはまた、大きく４つの階層に分けて考えることもできます。①安全や衣

食住の確保、②身近な人同士で支え合えるような調整、③一般の支援者が行う PFA対応、④

精神医療専門家の介入です。精神医療の専門家が必要な場面とは、自殺に関連した問題があ

る場合、避難所で過ごせないような問題行動がある場合、不穏（暴れる等）などが含まれ、

災害派遣精神医療チーム（Disaster Psychiatric Assistance Team : DPAT）が介入しま

す。 

最後に、支援者支援についても是非知っておいてください。災害支援者側も、様々な身体

的および精神的ストレスを必ず抱えます。支援を続けるためにも、各々の心身の休養がいか

に重要かをよく理解し、適切な休養をとってください。 
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略 歴 

【学歴・職歴】 

平成 15 年 九州大学医学部卒業 

平成 25 年 九州大学大学院医学研究院精神病態医学 単位修得退学 

九州大学病院、九州医療センター、行橋記念病院、国立小倉病院、 

太宰府病院等で精神科医師として勤務 

平成 28 年より九州大学病院精神科神経科 助教 精神科リエゾン診療に従事し現在に至る 

【所属学会・研究会】 

日本精神神経学会 

日本総合病院精神医学会 

日本医学教育学会 

日本 DMORT 登録会員 

【現在までの主な活動】 

令和元年～九州大学病院 DPAT 先遣隊隊員 
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●シンポジウム 1 
多職種連携災害時口腔健康支援 
〜九州地区における活動から〜 

【演者１】九州⻭科⼤学 ⽼年障害者⻭科学分野 講師 

久保田 潤平先生 
日本は自然災害が発生しやすい国土であり、毎年のように震災や水害等が発生していま

す。災害時の健康被害としては、家屋の倒壊や火災などによる負傷といった直接的な被害が

想像されやすいですが、災害発生後の生活の不自由、不衛生、栄養バランスの偏り、生活不

活発や深部静脈血栓症などの災害に関連した疾病（災害関連疾病）も多く、最悪の場合は死

につながります（災害関連死）。特に現在は感染症対策について一般的にも高い関心が寄せ

られており、フィジカルディスタンスを確保するためのスペースが不足している避難所が多

いことが問題になっています。避難所に避難することがリスクとなるということも想定され

ており、多くの自治体で対応が検討されています。そのような中で、近年多くの職種で災害

時の支援の取り組みについて体制が見直されてきており、歯科においても保健医療支援活動

を行うための体制が作られてきています。 

歯科が提供する災害時の主な保健医療支援活動としては、応急歯科診療や口腔機能の保

持，口腔の関係する感染症の予防などがありますが、その大きな目的の一つが「食べる」た

めの支援と考えます。 

「食べる」機能を保持するためには、咀嚼や嚥下するための口腔の機能の維持はもちろ

ん、全身状態の維持、衛生管理、食事時の姿勢や周囲の状態などの環境整備、被災したこと

に対する精神・心理的なフォローなどが関係し、また、安全に「食べる」ための口腔機能に

合わせた食形態の調理、適切な食料確保・配送など多くの職種・組織との連携が必要となり

ます。 

そのために、災害時の口腔健康支援に多職種との連携は欠かせないものですが、災害の種

類や規模などにより支援の体制は変化するため、その時の状況に応じて対応をしていくこと

が必要です。 

今回は、平成 28年熊本地震や平成 29年 7 月九州北部豪雨の際の支援活動の事例を報告さ

せていただき、活動時の反省やその後の他職種との意見交換を通じて出てきた情報などを共

有し、これからの起こり得る災害に対する支援活動を考えていきたいと思います。 
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略 歴 

【学歴・職歴】 

2010年 3月  公立大学法人九州歯科大学 歯学部歯学科 卒業 

2010年 4月  公立大学法人九州歯科大学附属病院 研修医 

2011年 4月  公立大学法人九州歯科大学 大学院 歯学研究科 入学 

2015年 3月  公立大学法人九州歯科大学 大学院 歯学研究科 修了 

2015年 4月  公立大学法人九州歯科大学 老年障害者歯科学分野 助教 

2019年 7月  公立大学法人九州歯科大学 老年障害者歯科学分野 講師 

       現在に至る 

【所属学会】 

日本障害者歯科学会 認定医 

日本老年歯科医学会 認定医 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

日本口腔ケア学会 

日本歯科東洋医学会 

【その他】 

平成 27年 5月 1日～ 北九州市教育委員会指導部特別支援教育課 特別支援教育専門家 

【現在までの主な活動】 

平成 28年熊本地震の際に南阿蘇地域で歯科保健医療支援活動 

平成 29年 7月九州北部豪雨の際に福岡県朝倉市および朝倉郡東峰村で歯科医療支援活動 
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●シンポジウム 1 
多職種連携災害時口腔健康支援 
〜⻭科衛生⼠の⽴場から〜 

【演者２】福岡県⻭科衛生⼠会 専務理事 
⽇本⻭科衛生⼠会  常務理事 

久保山 裕子先生 
災害時は、多くの人が住み慣れた環境ではない避難所の生活を余儀なくされ、口腔衛生環

境の整わない中で歯・口・義歯の清掃がおろそかになりやすく、そのために誤嚥性肺炎など

呼吸器感染症を引き起こしやすくなる。また、災害によるストレスや避難所での生活により

口腔機能が低下することも多い。 

歯科衛生士の災害支援活動は、歯科チームとして歯や口の困りごとに対応し、食べること

を支え、健康を守るのが目的である。災害は発生から時間の経過と共に歯科的問題が変化し

てくるためアセスメントを行ない対応することが必要となる。初動では避難所でのライフラ

インの状況、口腔衛生用具や口腔衛生環境、食事の提供状況などにより被災者の生活を確認

し、次の日からの活動を決定することが求められる。また個々の被災者の小さな問題を見落

とさないように聞き取り、必要があれば多職種に連携し、不安や悩みを軽減することができ

る。そのためには歯や口の知識だけではなく、被災者に心を理解し、寄り添い、傾聴する必

要もある。また他のチームと連携して支援活動をするためには他チームの役割も知っておく

必要がある。それは今までの歯科衛生士教育の中では学んでいない分野であり難しさも感じ

る。 

日本歯科衛生士会では東日本大震災以降「災害歯科保健活動マニュアル」を作成し、災害

時に活動することができる歯科衛生士の人材育成を行なってきた。災害が頻発し、多くの方

が影響を受けている現状がある中で、歯科衛生士として支えることができるように備える必

要がある。今回は 2017 年の九州北部豪雨を振り返り、災害時の歯科衛生士活動について考

えたい。 
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略 歴 

【学歴・職歴】 

１９７６年   東京医科歯科大学歯学部附属歯科衛生士学校卒業 

１９７６年～１９７７年 福岡歯科大学附属病院勤務 

１９８８年～ 福岡市保健所における健診・健康教育に出務 

１９９５年～２００１年 メディカルアカデミー専門学校 非常勤勤務 

２０１３年～２０１５年 糸島医師会病院 非常勤勤務 

２０１４年～ 福岡医健 歯科衛生士科 非常勤講師 

２０１５年～ 福岡歯科衛生専門学校 非常勤講師 

２０１６年～ 早良病院 非常勤勤務 

２０１９年～ 筑紫歯科医師会 歯科医療連携室 非常勤勤務 

【役職】 

一般社団法人福岡県歯科衛生士会 専務理事 

公益社団法人日本歯科衛生士会  常務理事 

【現在までの主な活動】 

・ 幼稚園・保育園での歯科保健活動 

・ 小学校での歯科保健指導 

・ 口腔機能向上（一般高齢者・特定高齢者・予防給付・介護給付） 

・ 歯科医院からの居宅療養管理指導 

・ 病棟での口腔健康管理（有病者・要介護者） 

・ 子育て支援事業での健康教育等 

・ 高齢者への健康教育 

 

【著書】 

「介護予防の現場で役立つ 口腔機能事例集」共著 

「これから始める 口腔機能向上事業ガイドブック」共著 

「地域ケア会議必携マニュアル」編著 

「歯科衛生士のための食べるを守るシームレスケア」編著 

「病院における 医科歯科連携・口腔機能管理マニュアル」共著 
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●シンポジウム２ 
⼈生の最後に係わる⻭科医師としての使命 
〜⻭科医師だからこそこだわりたい遺体からの死後記録採取について〜 

【演者１】岩手医科⼤学 法科学講座 法⻭学・災害口腔医学分野 准教授 

熊谷 章子先生 
災害犠牲者は、基本的にすべて身元不明遺体として扱われる。その遺体の検査では、その

人が日本人か否か、男性か女性か、どんな生活背景だったかなど、個人を識別するための

様々な情報を死後記録として保存する必要がある。歯科医師には、死後記録として犠牲者の

歯科治療痕を正確に記録・保存する責務があることは、東日本大震災での経験を経て、さら

に多くの人たちに周知されるようになった。行方不明となっている候補者との歯科治療痕に

よる異同判定は、生前記録となる歯科診療記録があってこそ叶うものなのだが、自然災害等

で候補者の生前記録収集ができない場合や、歯科治療痕そのものが減少している昨今では、

その遺体に残されたその他のわずかな歯科的特徴をもとに、候補者となりうる個人を予測す

る必要がある。 

遺体の検査に係わった歯科医師は、推定される年齢を求められることが多々あり、そのた

めに有用なのが歯科用エックス線画像であることは世界的に知られている。成長発育による

第三大臼歯を含めた歯の形態変化は、およそ 23歳頃まで認められるので、歯科医師であれ

ば子供の遺体から得られた歯科用エックス線画像を見るだけで年齢推定が可能である。歯の

成長発育が終了した後も、その加齢変化によって年齢が推定でき、さまざまな画像編集ソフ

トウエアが発達している今では、より正確な年齢の算出方法が多くの研究者によって発表さ

れている。 

このように歯科的な死後記録としてエックス線画像を保存することは、候補者の生前歯科

診療記録であるエックス線画像とのマッチングに必要なことに加え、歯科用エックス線画像

によって得られる遺体の推定年齢を、警察の捜査による候補者の絞り込みに大いに役立てる

ことができる。特に災害で多数遺体が発生した際、万が一生前記録収集が絶望的であったと

しても、災害時遺体安置所で犠牲者と向き合う歯科医師として、歯科用エックス線画像が有

効な身元特定のためのツールとなる可能性を念頭に活動すべきなのである。 
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略 歴 

【学歴】 

１９９４年 岩手医科大学歯学部卒業 

２００３年 岩手医科大学大学院医学研究科法医学専攻博士課程入学 

２００７年 岩手医科大学大学院医学研究科法医学専攻博士課程修了 

２０１５年 ルーヴァンカトリック大学 法歯学マスタープログラム入学 

２０１６年 ルーヴァンカトリック大学 法歯学マスタープログラム修了 

【職歴】 

１９９４年 慶応義塾大学病院歯科口腔外科学教室 臨床研修医 

１９９６年 慶応義塾大学病院歯科口腔外科学教室 助手 

２０００年 くまがい歯科クリニックにて勤務 

２００７年 岩手医科大学歯学部口腔外科学第二講座 

（現 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野）常任研究員 

２００８年 岩手医科大学歯学部口腔外科学第二講座 

（現 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野）助教 

２０１５年 岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野 特任講師 

２０１７年～ 現在  

岩手医科大学法科学講座法歯学・災害口腔医学分野 准教授 

【役職】 

日本法歯科医学会 理事 

【現在までの主な活動】 

岩手県警察本部からの嘱託による法歯学鑑定 
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●シンポジウム２ 
⼈生の最後に係わる⻭科医師としての使命 
〜死因究明における⻭科医師の役割〜 

【演者２】広島⼤学⼤学院 医系科学研究科 
附属死因究明教育研究センター法⻭学部門 特任講師 

岡  広子先生 
「だれが、なぜ亡くなったのか」を明らかにすることは、医学の発展や公衆衛生の向上だ

けでなく、犯罪死見逃し防止等の観点からも重要です。また、家族が大切な人の状況を知り

たいと願う場合も多く、死因究明はその希望にも沿ったものと考えられます。日本では、死

因究明等推進計画（平成 26 年 6月 13 日閣議決定）などによる社会的要請を受け、国公私立

大学で死因究明等を担う人材育成や死因究明等に関する教育及び研究拠点整備が進められ、

歯科医師免許を持つ法歯学あるいは歯科法医学（以下、法歯学）の教員を含めた様々な取組

が始まっています。 

死因究明における歯科医師の役割は何でしょうか。死因究明の目標を達成するには「亡く

なったのが誰なのか」を明らかにする必要があります。歯科所見は DNA や指掌紋と並ぶ優れ

た身元確認の方法です。過去の航空機事故や地震災害でも多くの歯科医師が現地で犠牲者の

歯科記録の作成や口腔内エックス線撮影を行い、また生前の歯科記録を整理して、両者を比

較・照合し身元確認に寄与してきました。身元確認においては遺体に直接接する専門家や研

修を受けた歯科医師だけではなく、自分が診療する患者の診療記録保存や照会システムへの

対応で臨床に携わるすべての歯科医師が役割を担っていると言えます。教育及び研究拠点に

おいて法歯学分野の歯科医師は共通して身元確認（個人識別）を目的とした「法医解剖での

歯科所見採取および記録作成」、科学的根拠に基づいた年齢推定や照合等の「鑑定業務」に

従事しています。また、「児童相談所事例の歯科所見採取・記録作成」等の児童虐待に関連

した事例への対応、白骨死体等の鑑定での執刀担当、ラセミ検査等を行っているところもあ

ります。一方で、実際に臨床で歯科医療保険に対応する治療方法や材料については教育研究

主体の法歯学専門家が最新情報を持っているとは限りません。 

高齢者人口のみならず、単身世帯や核家族などの世帯構成が増加する現代では、在宅にお

いて死亡する高齢者や孤独死等の死因を究明することが困難な事例も増加していくと考えら

れます。死因究明で得られた知見を歯科臨床へ、歯科臨床の情報を死因究明・個人識別へ還

元する必要がこれから増々高まるでしょう。  
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略 歴 

【学歴・職歴】 

２００７年  広島大学大学院医歯薬学総合研究科 修了 

２００７年  同 研究科 助教（歯科薬理学） 

２００９年  同 研究科 特任助教（大学院 GP） 

２０１１年  同 研究科 特任助教（国際歯科医学連携開発学） 

２０１４年  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 特任講師（国際歯科医学連携開発学） 

２０１８年～ 現在  

広島大学大学院医歯薬保健学研究科 特任講師（附属死因究明教育研究センター） 

【その他】 

日本歯科医学教育学会 代議員  

同 企画・将来構想委員会委員 

岐阜大学医学教育開発センター(MEDC)フェロー 

Japanese Unidentified and Missing Persons Response Team (JUMP) 理事 

Asia Pacific Forensic Odontologists (APFO) Group メンバー 

  



 

 

 

 


