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全国７地区日本歯科医師会 平成29年度 災害歯科コーディネーター 

（災害歯科保健医療・身元確認）研修会 実施要領 

 

１．目  的 

日本歯科医師会ではこれまで歯科医師会の災害時の機能や責務について地域差を減らし、より多

くの歯科医師が災害時歯科保健医療や身元確認に貢献できるよう、その資質向上を目的とする研修

会を実施してきています。特に平成22年度からは、災害歯科コーディネーターの養成に着手し、平成

24年度からは多くの都道府県歯科医師会からの要望を受けて、全国７地区において研修会を開催し

ています。 

昨今、東日本大震災等での経験を踏まえ、都道府県や市町区行政、各医療団体、内閣府、厚生労働

省、防衛省（自衛隊）、警察庁、海上保安庁、関係団体等との連携を図ることや、歯科医師会が携わ

る身元確認、緊急歯科保健医療、支援物資の提供等を円滑に実施するためのコーディネーターを育

成・配置することは不可欠となっています。 

現時点では災害歯科コーディネーターの概念が確立されているわけではありませんが、その役割を

より明確にして、位置づけることが重要です。地域の歯科医師会で考えると、災害対策本部を設置す

る自治体との調整役、医師会等との連携による保健医療の実施、都道府県警察との連携による身元確

認等、それぞれの領域でコーディネーター機能が必要であり、さらにその機能が県全域（被災県・支

援県）と郡市区（被災現地）に別々に求められることも視野に入れておく必要があります。 

以上に鑑み、本年度も、「災害歯科コーディネーターの在り方」をメインテーマに、各行政・団体

等の連携に基づく災害時歯科保健医療活動や、身元確認作業、そして災害時の医療チームの活動など

について、総合的な研修を行うことで、災害時に適確かつ迅速な対応ができるような人材の養成を

目指します。 

２．主  催：公益社団法人 日本歯科医師会 

３．共  催：都道府県歯科医師会 

４．後 援：（記載順序不同） 

       内閣府政策統括官（防災担当）、防衛省、厚生労働省、警察庁、海上保安庁、 

公益社団法人日本医師会 

５．日  程：全国７地区で実施  

６．対  象： ・各都道府県歯科医師会および郡市区歯科医師会の災害時対策担当者 

・各都道府県歯科医師会および郡市区歯科医師会の警察歯科担当者 

・本研修会の趣旨に賛同する歯科医師（大学関係者含む）および歯科医療関係者 

・本研修会の趣旨に賛同する医療関係者 

７．人  数：１００名程度（但し会場の収容人員によって増減あり） 

８．会  場：各地区開催都道府県歯科医師会館  

９．受講の申し込みと受講料等 
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正会員、準会員は、所属都道府県歯科医師会に直接お申し込み下さい。 

なお、日歯直轄準会員の場合は、日本歯科医師会へお申し込み下さい。 

※この申し込みをもって手続きを完了とします。 

※受講票の送付等は行いませんので、研修会当日は直接会場へお越し下さい。 

※受講料は無料です。 

※本研修会は日歯生涯研修事業の対象となっておりますので、ＩＣカードをご持参下さい。 

※受講者への旅費支給はございません。 

１０．修了証の交付：修了者には受講修了証を研修会終了後に交付します。 

１１．問い合わせ先：日本歯科医師会総務課  電話：０３－３２６２－９３２１、 

ＦＡＸ：０３－３２６２－９８８５ 

１２．メインテーマ：災害歯科コーディネーターの在り方 

１３．研修科目・講師（予定）：別紙 



3 

 

研修科目・講師（予定） ※下記研修科目１～７のうち４科目以上を実施 

研修科目 講  師 

１．○○地区（県）における災害対応 

 

開催地区または開催県歯科医師会 

２．総論 

・厚労省、診療情報の標準化の動向 

・災害歯科コーディネーターの役割と位置付け 

・医療計画や地域防災計画の評価 

・法令等の改正 

 

日本歯科医師会 地域保健Ⅱ担当 

常務理事 小玉 剛    

 

３．災害時における歯科医師会の対応 

・東日本大震災における岩手県歯科医師会の対応 

 

岩手県歯科医師会 専務理事 

大 黒 英 貴 

４．災害時の医療チームの活動について 

 

 

日本医師会 常任理事 

  石川 広己 

５．身元確認作業の実施について 

・身元確認の流れ 

・身元確認コーディネーターの役割 

・事前準備（連携・計画を含めて）  

・実技講習              など 

 

日本歯科医師会災害時対策・警察歯科 

総合検討会議委員 

工 藤 祐 光 

愛知県歯科医師会所属 

杉 浦 隆 彦 

（上記のうち 1 名） 

６．災害時歯科保健医療における口腔アセスメント 

・災害時の歯科保健医療 

・口腔アセスメント票の標準化 

・口腔アセスメント票の活用  など 

 

東京医科歯科大学大学院 

顎顔面外科学 助教 

中久木  康一 

 

７．パネル／グループディスカッション  

８．その他  

※講師は変更となる可能性がございます。 

全国７地区日本歯科医師会 平成29年度 災害歯科コーディネーター 
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（災害歯科保健医療・身元確認）研修会 開催スケジュール一覧 

開催日時・場所 ブロック名 開催県 講  師（敬称略） 

平成２９年９月２３日（土） 

午後１時～同５時（予定） 

会場：松本歯科大学図書会

館2階学生ホール  

住所：〒399-0781 

塩尻市広丘郷原1780 

TEL：0263-52-3100 

東海・信越ブロック 

（長野県・新潟県・静岡県・

愛知県・三重県・岐阜県） 

長野県歯科医師会 

住所：〒380-8583 

長野市稲葉2141 

TEL：026-222-8020 

FAX：026-222-3060 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目５：工藤 祐光 

※研修科目１、６、７、８

は割愛 

平成２９年１０月８日（日） 

午後０時３０分～ 

同４時３０分（予定） 

福島県歯科医師会会館 

 

北海道・東北ブロック 

（北海道・青森県・岩手県・

秋田県・宮城県・山形県・ 

福島県） 

福島県歯科医師会 

住所：〒960-8105 

福島市仲間町6-6 

TEL：024-523-3266 

FAX：024-524-1323 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴  

研修科目４：石川 広己 

研修科目５：工藤 祐光 

研修科目６：中久木 康一 

※研修科目１、７、８は割

愛 

平成２９年１０月２８日（土） 

午後１時～同５時（予定） 

歯科医師会館 

 

東京ブロック 

（東京都） 

東京都歯科医師会 

住所：〒102-8241 

千代田区九段北4-1-20 

TEL：03-3262-1146 

FAX：03-3262-4199 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目６：中久木 康一 

※研修科目１、５、７、８

は割愛 

平成２９年１１月５日（日） 

午後１時～同５時（予定） 

会場：ピアザ淡海  

滋賀県立県民交流センター 

住所：〒520-0801 

大津市におの浜1-1-20 

TEL：077-527-3315 

FAX：077-527-3319 

近北ブロック 

（富山県・石川県・福井県・

滋賀県・和歌山県・奈良県・

京都府・大阪府・兵庫県） 

滋賀県歯科医師会 

住所：〒520-0044 

大津市京町4-3-28 

滋賀県厚生会館内 

TEL：077-523-2787 

FAX：077-523-2788 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目５：杉浦 隆彦 

研修科目６：中久木 康一 

※研修科目１、７、８は割

愛 
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※講師は変更となる可能性がございます。 

平成２９年１１月１９日（日） 

午後１時～同５時（予定） 

会場：米子コンベンション 

センターBiG SHiP 

住所：〒680-0043 

米子市末広町294 

TEL：0859-35-8111 

FAX：0859-39-0700 

中国・四国ブロック 

（岡山県・鳥取県・広島県・

島根県・山口県・徳島県・ 

香川県・愛媛県・高知県） 

鳥取県歯科医師会 

住所：〒680-0841 

鳥取市吉方温泉3-751-5 

TEL：0857-23-2621 

FAX：0857-23-5584 

研修科目１：有り 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目６：中久木 康一 

※研修科目５、７、８は割

愛 

平成２９年12月10日（日） 

午後１時～同５時（予定） 

山梨県歯科医師会会館 

関東ブロック 

（茨城県・栃木県・群馬県・

千葉県・埼玉県・神奈川県・

山梨県 

山梨県歯科医師会 

住所：〒400-0015 

甲府市大手1-4-1 

TEL：055-252-6481 

FAX：055-253-0854 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目５：工藤 祐光 

※研修科目１、６、７、８

は割愛 

平成３０年１月２８日（日） 

午後１時～同５時（予定） 

鹿児島県歯科医師会会館 

 

九州ブロック 

（福岡県・佐賀県・長崎県・

大分県・熊本県・宮崎県・ 

鹿児島県・沖縄県） 

鹿児島県歯科医師会 

住所：〒892-0841 

鹿児島市照国町13-15 

TEL：099-226-5291 

FAX：099-223-6079 

研修科目１：有り 

研修科目２：小玉 剛 

研修科目３：大黒 英貴 

研修科目４：石川 広己 

研修科目５：杉浦 隆彦 

研修科目６：中久木 康一 

※研修科目７、８は割愛 


