東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）の対応

経過

３月１１日（金） ○午後２時４６分頃
・三陸沖を震源に国内最大規模Ｍ９．０の地震発生
○午後３時３０分から午後８時３０分までの間にて、北海道・東北を
中心に被災状況について電話確認開始。
○午後５時３０分
・災害対策本部設置
○都道府県歯科医師会会長、日歯役員、日歯連盟役員、日歯職員の一
部において関係方面との被災状況等について連絡（一部役職員は会館
に宿泊して対応）
３月１２日（土） ○災害対策本部第１回会議
・会員、歯科医師会の被災状況の早急な把握に努めるとともに、今後、
迅速かつ正確な情報収集を行うことを確認。なお、今後は大規模災害
時の行動計画に基づき、災害対策本部の組織図、被災地へのお見舞い
文書等の対応、行政との協力体制、被災地での救援活動等について協
議を行った。
○日本歯科医師会から被災状況等について各県との定時連絡を開始
○岩手県警からの要請に基づき岩手県歯科医師会が身元確認への出動
を開始
○発出文書
・東北地方太平洋沖地震のお見舞いについて（被災地区宛）
・東北地方太平洋沖地震災害対策本部の設置（都道府県歯科医師会宛）
・被災状況の確認のお願い（被災地区宛）
・平成２３年東北地方太平洋沖地震による被災者の歯科診療の受診時
における協力依頼（都道府県歯科医師会宛）
・ホームページに災害対策本部設置の告知を掲載。以下、順次関連情
報を掲載し情報発信を行った。また、国民向けには医療機関受診等に
関するものに限り文書を分かりやすいものに書き換え極力掲載。
３月１３日（日） ○災害対策本部第２回会議
・細谷宮城県歯会会長、金子福島県歯会会長、箱崎岩手県歯会会長か
ら現状報告の後、
「日歯・被災県歯・支援幹事県歯の初動体制」に基づ
き、被災地区の会員の状況の把握、義援金口座の開設、遺体検案への
対応、被災地への物資輸送の調整等について協議を行った。
○日本歯科医師会役員から関東以北の各県歯科医師会に被災状況等に
ついて電話確認
○岩手県警、宮城県警からの要請に基づき警察庁から日本歯科医師会
に対して身元確認の協力要請があり、１４日に第１陣が出動している。
３月１４日（月） ○全国各紙や放送各局等を交えて、厚生労働省及び歯科医師会館で緊
急記者会見を開催
○宮城県警、福島県警からの要請に基づき両県歯が身元確認への出動
を開始
○福島県警からの要請に基づき警察庁から日歯に対して身元確認の協
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力要請があり、１６日に第１陣が出動している。
○岩手県警、宮城県警からの要請に基づき警察庁から日本歯科医師会
に対して身元確認の協力要請があり、岩手県、宮城県に第１陣が身元
確認の出動。
○発出文書
・東京電力株式会社による輪番停電に係る医療機関の対応について（都
道府県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震における身元確認への出動について（御礼）
（千葉、東京、神奈川、新潟）
・東北地方太平洋沖地震の現状報告とご遺体の身元確認の出動要請（都
道府県歯科医師会宛）
・
「東北地方太平洋沖地震」に係る地方公務員共済組合の短期給付に係
る事務処理について（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品（医療用麻
薬及び向精神薬）の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
３月１５日（火） ○災害対策本部第３回会議
・岩手、宮城、福島各県歯に当座の見舞金 1 千万円ずつ送金を決定。
また、▽不足物資への対応、▽保険診療・緊急受診等への対応、▽身
元確認作業の現状と今後の対応と作業にあたっての器材不足への対応、
緊急通行車両確認標章への対応、▽病院歯科や歯科診療所の稼働状況
と復旧対策の確認、▽避難所における歯科保健対策、▽メーリングリ
ストの設置等について協議を行った。
○警察庁にて、日本医師会、日本法医学会、警察庁、本会との間で 4
者会議を開催、東北地方太平洋沖地震における医療、歯科医療、また
遺体検案、身元確認等の対応について打合せを行った。
○支援物資について、各県歯担当者とのメーリングリストを立ち上げ、
物資の収集を本格的に開始
○発出文書
・東北電力株式会社による計画停電に係る医療機関の対応について（都
道府県歯科医師会宛）
・緊急通行車両確認標章の発給等（都道府県宛）
・東北地方太平洋沖地震への義援金の募金のお願い（都道府県宛）
（5
月 31 日まで）
・東北地方太平洋沖地震の経過報告（都道府県歯科医師会宛）
・人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について
（都道府県宛メール配信）
・医療機関における計画停電に伴うエレベーター利用に関する注意喚
起等について（都道府県宛メール配信）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一
部負担金等の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震における処方箋医薬品（医療用麻
薬及び向精神薬）の取扱いについて（その 2）（周知依頼）（都道府県
歯科医師会宛）
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震における医療用麻薬の県境移動の
取扱いについて（周知依頼）（都道府県歯科医師会宛）
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・東北地方太平洋沖地震におけるご遺体の身元確認への派遣要請につ
いて（日本歯科医学会から歯科大学学長、歯学部長宛）
３月１６日（水） ○福島県警からの要請に基づき警察庁から日本歯科医師会に対して身
元確認の協力要請があり、福島県に第１陣（小田原市病院、東京都板
橋区、千葉県印旛郡市、山武郡市）が身元確認に出動
○フジテレビからの取材申し込みがあり、柳川常務理事から、これま
での日本歯科医師会としての対応と身元確認について説明を行った。
○発出文書
・東北地方太平洋沖地震における身元確認作業のご派遣方について
（長
崎県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについ
て（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年度東北地方太平洋沖地震に係る警察共済組合の短期給付関
係の事務処理について（都道府県歯科医師会宛）
３月１７日（木） ○関係団体との打合せ
・関係団体（日本私立歯科大学協会：安井利一、本間 実、日本歯科
医学会：江藤一洋、日本学校歯科医会：中田郁平、赤坂守人、日本歯
科衛生士会：金澤紀子、相川敬子、武井典子、日本技工士会：中西茂
昭、杉井信行、浜島幸雄、日本歯科商工協会：八野光俊、宮内啓友）
から現状報告の後、物資の輸送は日本歯科医師会で情報など一元管理
したうえで輸送、中越地震に関する冊子を被災地に提供すること、身
元確認の派遣と支援物資については日本歯科医師会が一元管理、被災
県（岩手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島県歯科医師会）には
各 1,000 万円の当座の見舞金を送金、避難所での歯科医療対応は近県
や大学がチームを組んで人海戦術で行うことが効果的であるとのこと
から、江里口常務理事が中心となって対応すること、また対策本部室
を設置し、専属職員を４名配することを確認。
○災害対策本部第４回会議
会員の安否と被災状況の確認、身元確認作業における現状と今後の
方向性、器材不足への対応、緊急通行車両確認標章、避難所の歯科保
健対策について協議。
○発出文書
・派遣する歯科医師の身分・補償等について（都道府県歯科医師会宛）
・被災地に食料品・生活用品を輸送する車両に対する緊急通行車両確
認標章の交付（都道府県歯科医師会宛）
・東京電力株式会社等による計画停電に係るカスタマーセンターの設
置について
・人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の設置について
○警察庁から宮城県における身元確認作業について要請があり、３月
１９日からの出動をお願いした。（山形県歯科医師会）
３月１８日（金） ○発出文書
・予測不能な大規模停電の発生を想定した対応の要請について（都道
府県歯科医師会宛）

3

・東北地方太平洋沖地震への義援金の募金について（日本歯科医師会・
日本歯科医師連盟／都道府県歯科医師会宛）
・身元確認作業への歯科医師の派遣状況について（都道府県歯科医師
会宛）
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震により被災した組合員等に係る一
部負担金等及び組合員証等の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年長野県北部の地震により被災した組合員等に係る一部負担
金等及び組合員証等の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した組合員等の
一部負担金等の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び
医療機器の融通について（都道府県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震の発生に伴う医師等の医療関係職種の免許申
請等に係る取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・日歯メールマガジンは原則月曜日の配信としているが、No.191 を
東北地方太平洋沖地震関連特集として臨時に配信した。引き続き、被
災状況や日歯の対応等に特化して随時配信した。
・東北地方太平洋沖地震災害への義援金の募集について（日本歯科医
学会から専門分科会代表者、認定分科会代表者宛）
３月１９日（土） ○警察庁から岩手県における身元確認作業について派遣要請があり、
青森県歯科医師会、秋田県歯科医師会に出動をお願いした。
○警察庁から宮城県における身元確認作業について派遣要請があり、
３月２２日からの派遣について出動をお願いした。
（翌２０日対応／東
京都歯科医師会、長野県歯科医師会、愛知県歯科医師会、大学関係）
３月２０日（日） ○献花台設置
３月２１日（月） ○発出文書
・被災状況及び出動状況の確認のお願い
３月２２日（火） ○発出文書
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東
部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて（都道府県歯科医師
会宛）
・日本政策金融公庫の「災害貸付」について（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う
医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について（都道府県歯科
医師会宛）
・
【修正版】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者
に係る一部負担金の取扱いについて（その２）
・宮城県における身元確認作業について（東京都歯科医師会宛）
３月２３日（水） ○災害対策本部第５回会議
○発出文書
・平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療
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保険制度の対応について（都道府県歯科医師会宛）
・東北太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障
害者等の入院に係る支援について（都道府県歯科医師会宛）
３月２４日（木） ○第 14 回理事会において東北地方太平洋沖地震関係について協議、
被災者が福祉共済、日歯年金申請時における書類のうち、実印や印鑑
証明書が添付出来ない場合の特別措置について協議。
○岩手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島県（いわき市総合保健
福祉センター、郡山市保健所、福島市保健福祉センター）に歯科保健
医療関係の緊急支援物資の搬送のため歯科医師会館をトラック５台が
出発。主に歯ブラシ、歯磨き剤、うがい薬、歯科用ミラー、スポンジ
ブラシ、マスク等
○発出文書
・身元確認作業への歯科医師の派遣状況について（都道府県歯科医師
会宛）
・情報通信機器を用いた診療（遠隔診療）等に係る取扱いについて（都
道府県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した組合員等の
一部負担金等の取扱いについて（総務省）（都道府県歯科医師会宛）
３月２５日（金） ○発出文書
・東北地方太平洋沖地震被災会員に係る福祉共済施行規則及び年金規
則施行細則上の特別措置について（都道府県歯科医師会宛）
・
「被災地での健康を守るために」更新の周知について（都道府県歯科
医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震の発生に伴う各養成施設等の対応について
（都
道府県歯科医師会宛）
・被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣について（都道府県
歯科医師会、日本歯科医学会、日本学校歯科医会、日本歯科衛生士会、
日本歯科技工士会、日本私立歯科大学協会宛）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した組合員等の
一部負担金等の取扱いについて（その２）
（都道府県歯科医師会宛）
・（H23.3.23）東北及び長野県北部地震に対する健康保険関係事項証
明書の発行について（都道府県歯科医師会宛）
・
（H23.3.23）70 歳代前半の被保険者に係る一部負担金等の軽減措置
の一部改正に伴う高齢受給者証の更新について
（都道府県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（東京都歯科医師会宛）
３月２６日（土） ○発出文書
・避難所等における口腔ケアの推進について（都道府県歯科医師会宛）
○警察庁から宮城県における身元確認作業について要請があり、３月
２９日からの出動をお願いした。（山形県歯科医師会）
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３月２８日（月） ○発出文書
・身元確認作業への歯科医師の派遣について（都道府県歯科医師会宛）
・被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣について
（日本歯科医学会から専門分科会代表者、認定分科会代表者宛）
・(H23.3.17)平成 23 年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権
利利益の保全等を図るための特別措置について（通知）
（都道府県歯科
医師会宛）
・(H23.3.23)東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に
係る一部負担金等の取扱いについて（その３）
（都道府県歯科医師会宛）
・(H23.3.23)東北太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に
係る一部負担金等の取扱いについて（その４）
（都道府県歯科医師会宛）
・(H23.3.21)平成 23 年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び
静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて（通知）
（都
道府県歯科医師会宛）
・(H23.3.23)東京電力株式会社等による計画停電に係る公費負担医療
の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・(H23.3.24)長野県北部の地震に係る警察共済組合の短期給付に係る
事務処理について（都道府県歯科医師会宛）
・(H23.3.24)東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災
した障害者等に対する支給決定等について（都道府県歯科医師会宛）
３月２９日（火） ○発出文書
・移動診療車派遣のお願い（千葉県、栃木県、愛知県、広島県、徳島
県各歯科医師会宛）
・(H23.3.25)東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による高齢
受給者証の特例等について（都道府県歯科医師会宛）
３月３０日（水） ○慰霊碑の設置
○支援物資を被災地に輸送するため、第二便としてトラック３台を用
意し、岩手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島県（いわき市総合
保健福祉センター、郡山市保健所、福島市保健福祉センター）に配送
した。支援物資は主に歯ブラシ、歯磨き剤、ウエットティッシュ等
○災害対策本部第６回会議
○発出文書
・（H23.3.29）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する
診療報酬等の請求の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・被災地への歯科保健医療に関する救援物資について（依頼）
（都道府
県歯科医師会宛・日本歯科商工協会宛）
・東北地方太平洋沖地震災害に伴う融資制度等について（都道府県歯
科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（神奈川県歯科医師会宛）
３月３１日（木） ○千葉県より岩手県に向け移動診療車派遣（歯科医師１名、歯科衛生
士１名、運転士 ～4/14 まで）
○発出文書
・
（H23.3.30）平成 23 年東北地方太平洋沖地震に伴う給付費等の書面
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による請求について（都道府県歯科医師会宛）
・宮城県における身元確認作業について（新潟県歯科医師会宛）
（平成２３年度）
４月 １日（金） ○大久保会長ほか三役が厚生労働省を訪問し、大塚厚生労働副大臣他
に東北地方太平洋沖地震における地域歯科医療復興支援にかかる国庫
補助等について意見交換を行った。
○発出文書
・東北地方太平洋沖地震への対応について
・（H23.3.31）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災し
た組合員等の一部負担金等の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
○日本歯科医師会 HP メンバーズルーム内に「東北地方太平洋沖地震
でお亡くなりになられた方の身元確認作業」を掲載（会員向け）
○広島県より宮城県に向け、移動診療車派遣（運転士１名 宮城県必
要期間）
○支援物資として岩手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島県（い
わき市総合保健福祉センター、郡山市保健所、福島市保健福祉センタ
ー）に、緊急医薬品を配送した。
○日本政府は 2011 年 4 月 1 日の持ち回り閣議でこの地震による震災
の名称を「東日本大震災」 とすることを了解した。
４月 ３日（日） ○愛知県より岩手県に向け、移動診療車派遣（歯科医師１名、歯科衛
生士１名、運転士）
○栃木県より宮城県へ移動診療車派遣（歯科医師１名、歯科衛生士１
名）
４月 ４日（月） ・
（H23.4.1）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する
診療報酬の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・
（H23.4.1）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関連する
診療報酬等の請求の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・（H23.3.30）東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求
の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・
（H23.4.1）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診
療報酬等の請求の取扱いについて（その２）
（都道府県歯科医師会宛）
・
（H23.4.1）経腸栄養剤の適正使用に関するお願いについて（都道府
県歯科医師会宛）
・（H23.3.30）東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費等の請求
の取扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・（H23.3.31）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災し
た組合員等の一部負担金等の取扱いについて（その 3）
（都道府県歯科
医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（埼玉県歯科医師会宛）
４月 ５日（火） ○文書発出
・移動診療車活動状況確認のお願い（岩手県・宮城県宛）
・県行政の動きについて（岩手県・宮城県・福島県宛）

7

・文書保存に係る取扱いについて（医療分野）について（都道府県歯
科医師会宛）
・
（H23.4.2）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災者に
係る被保険者等の取扱い等について（都道府県歯科医師会宛）
４月 ６日（水） ○災害対策本部打合会
・神戸常盤大学口腔保健学科の足立教授から「災害時の口腔ケア」に
ついての講演
○文書発出
・移動診療車派遣にかかる費用等について（千葉県、愛知県、広島県、
徳島県、岐阜県宛）
・デンタルチャート等身元確認検索ソフトについて
・東日本大震災等に関連する社会保険診療及び請求に関する「日本歯
科医師会Q&A」の送付について（都道府県宛）
・
（H23.3.31)東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の請
求等の取扱いについて（都道府県宛）
・宮城県における身元確認作業について（広島県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（千葉県歯科医師会宛）
４月 ７日（木） ○大久保会長、村上専務理事、柳川常務理事が被災地である岩手県、
宮城県、福島県を訪問、被災された方々のお見舞いと現地の状況確認
および意見交換を行った。
（～１０日）
○徳島県より宮城県に向け、移動診療車派遣（運転士１名）
４月 ８日（金） ○徳島県より宮城県に向け、移動診療車派遣に伴い、徳島県より歯科
医師３名、歯科衛生士２名を派遣。
○文書発出
・歯科医療従事者派遣のお願い（神奈川県、京都府宛）
・歯科保健医療従事者活動に関するお願い（岩手県、宮城県、福島県
宛）
・
（H23.4.8)「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診
療報酬等の請求について（その２）における概算請求の対象について
（都道府県歯科医師会宛）
４月１０日（日） ○厚生労働省との協力により、神奈川県より９名、京都府より３名、
札幌医科大学より３名、北海道医療大学より４名、計１９名の歯科医
師を宮城県にむけ派遣。（歯科医師会関係者は～4/17、大学関係は～
4/18）
４月１１日（月） ○文書発出
・
「停電に係る在宅医療患者への対応について」（都道府県宛）
・東北地方太平洋沖地震に係る被災地歯科医師会の社会（医療）保険
担当者との連携について（岩手県、宮城県、福島県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（青森県歯科医師会宛）
・宮城県における身元確認作業について（山形県歯科医師会宛）
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４月１２日（火） ○文書発出
・東日本大震災の発生に伴う医療関係職種の受験資格及び学校養成所
の運営等に係る取扱いについて

４月１３日（水） ○災害対策本部第７回会議
○小室日本法歯科医学会との打合会
４月１４日（木） ○第１回常務理事会（▽平成 23 年度日本歯科医師会会費の送金期限
の延長、▽被災会員に係る本会会費、福祉共済負担金並びに年金拠出
金の取り扱いに関する特別措置、▽福島第一原子力発電所における放
射性物質の漏洩等の影響により避難指示区域及び計画的避難区域、若
しくは屋内避難指示区域及び緊急避難準備区域の指定を受けた区域内
に診療所を所有する会員に係る本会会費、福祉共済負担金並びに年金
拠出金の取扱いに関する特別措置、▽被災会員に係る福祉共済火災共
済及び災害共済金申請時の被災証明書（罹災証明書）及び会長意見書
の取り扱いに関する特別措置、▽被災会員に対する福祉共済制度共済
金等の給付取り扱い、▽義援金の取扱い等について）
○岐阜県より岩手県に向け、移動診療車派遣（運転士１名、運転助手
１名）
○発出文書
・東北地方太平洋沖地震における地域歯科医療復興支援にかかる国庫
補助等の要望について（細川厚生労働大臣宛、大塚厚生労働副大臣宛、
民主党岡田幹事長宛、民主党災害対策本部宛、）
・身元確認作業と往復の交通手段について（都道府県歯科医師会宛）
・宮城県における身元確認作業について（京都府歯科医師会宛）
４月１５日（金） ○発出文書
・夏期に向けた徹底した節電対策の実施について（都道府県歯科医師
会宛）
・今後の休日の対応について（都道府県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（北海道医療大学歯学部長宛）
４月１８日（月） ○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（長野県宛）
・（H23.4.15）東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被
災者に係る医療機関での受診・窓口負担について（周知）
（都道府県歯
科医師会宛）
４月１９日（火） ○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（第１報）（静岡県、兵庫県、大分県、
滋賀県、愛媛県、埼玉県、福井県、福岡県、山梨県、奈良県、高知県
宛）
・宮城県における身元確認作業について（岐阜県歯科医師会宛）
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４月２０日（水） ○災害対策本部第８回会議
○発出文書
・岩手県における身元確認作業について（岐阜県歯科医師会宛）
○発出文書
・身元確認検索ソフトの提出について（岩手県、宮城県、福島県宛）
４月２１日（木） ○第２回常務理事会（▽被災地復興に向けて元気を送る会、▽東北地
方太平洋沖地震被災会員に係る本会会費、福祉共済負担金並びに年金
拠出金の取り扱いに関する特別措置、▽福島第一原子力発電所におけ
る放射性物質の漏洩等の影響により避難指示区域及び計画的避難区域、
若しくは屋内避難指示区域及び緊急避難準備区域の指定を受けた区域
内に診療所を所有する会員に係る本会会費、福祉共済負担金並びに年
金拠出金の取扱いに関する特別措置、▽東北地方太平洋沖地震被災会
員に対する福祉共済制度共済金等の給付取り扱い）
・岩手県における身元確認作業について（松本歯科大学学長宛）
４月２２日
（金） 被災者健康支援連絡協議会の設立について協議が参議院会館で行われ、
大久保会長、宮村副会長が出席。
４月２５日（月）第１回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、近藤副会
長、柳川常務務理事が出席。
○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（滋賀県、兵庫県、愛媛県、日本歯科
衛生士会宛）
・宮城県における身元確認作業について（兵庫県歯科医師会宛）
４月２７日（水） ○災害対策本部第９回会議
○発出文書
・岩手県における身元確認作業について（三重県歯科医師会宛）
・東日本大震災ご遺体身元確認作業について（岩手県歯科医師会宛）
・(H23.4.22)平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震
に伴う療養の給付費等の書面による請求について（その２）
（都道府県
歯科医師会宛）
４月２８日（木） ○支援物資を被災地に輸送するため、第四便としてトラック２台を用
意し、宮城県歯科医師会、福島県歯科医師会に配送した。支援物資は
主に歯ブラシ、歯磨き剤、義歯洗浄剤等
○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（栃木県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（香川県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（徳島県歯科医師会宛）
・宮城県における身元確認作業について（静岡県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（北海道歯科医師会宛）
○文書発出
・被災地への歯科医療従事者の派遣の期間延長について（依頼）
（都道
府県歯科医師会、各歯科大学・歯学部、日本歯科衛生士会、日本歯科
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技工士会、国立大学歯学部長会議、日本私立歯科大学協会宛）
・民主党の電力需給問題対策 PT への要望について（都道府県歯科医
師会宛）
・身元確認作業に出動した歯科医師リストについて（都道府県歯科医
師会宛）
５月 ２日（月） ○京都府より岩手県に向け、移動診療車派遣（歯科医師、運転士各１
名）
５月 ６日（金） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（神奈川県歯科医師会宛）
５月 ６日（金）～８日（日）
○「歯～ととどけるプロジェクト」
（施行当時仮称）事前評価と口腔ケ
アポーチの配布を岩手県宮古市を中心に展開した。本会は東日本大震
災の被災者等の口腔ケアの支援として「歯～ととどけるプロジェクト」
（施行当時仮称）を実施することを決定し、その事前アセスメントを
兼ねた口腔ケアポーチ配布事業を５月６日（金）から８日（日）まで
の３日間事務局にて、岩手県宮古市を中心に避難所等で展開した。
誤嚥性肺炎・う蝕・歯周病の予防等を目的とし、歯ブラシ、歯磨き
剤、義歯洗浄剤、スポンジブラシ、口腔の保湿剤、キシリトールガム、
ポスカ等をセットにしたポーチに入れて配布した。
宮古市周辺の約 60 か所の避難所等を訪問し、避難所の口腔ケアグッ
ズの充足状況やボランティアの展開状況等のアセスメント調査を行う
とともに誤嚥性肺炎予防の啓発、う蝕・歯周病の予防について解説し
たチラシも同時に配布した。３日間で約 4,000 人分のプロジェクトポ
ーチを配布した。
５月 ９日（月） 第２回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（埼玉県、福井県、福岡県、日本歯科
衛生士会宛）
・宮城県における身元確認作業について（群馬県歯科医師会宛）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一
部負担金等の取扱いについて（その６）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被
保険者証等の提示について
５月１０日（火） ○文書発出
・被災地域の医療機関に関する情報共有システム（仮称）について
（都道府県歯科医師会、日本歯科衛生士会、日本歯科技工士会、日本
歯科商工協会宛）
５月１１日（水） ○災害対策本部第１０回会議
○仮設歯科診療所についての打合せ
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○発出文書
・平成 23 年度第一次補正予算「被災地における歯科診療確保事業」
中、仮設歯科診療所の整備の実施における課題および今後の措置につ
いて（要望）
（厚生労働大臣宛）
・宮城県における身元確認作業について（岡山県歯科医師会宛）
・岩手県における身元確認作業について（滋賀県歯科医師会宛）

５月１２日（木） ○発出文書
・身元確認作業について（登録の一時締め切り）
（都道府県歯科医師会
宛）
・東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除
等の取扱いについて
５月１３日（金） ○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（都道府県歯科医師
会宛）
・重点分野雇用創出事業の活用による被災地等における保健医療提供
体制の確保について（都道府県歯科医師会宛）
５月１６日（月） 第３回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（山梨県、奈良県、高知県、日本歯科
衛生士会宛）
５月１７日（火） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（山口県歯科医師会宛）
５月１８日（水） ○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（東京都、神奈川県、日本歯科衛生士
会宛）
５月１９日（木）～２０日（金）
○「歯～ととどけるプロジェクト」を宮城県歯科医師会の協力のも
と石巻市を中心に展開した。宮村副会長、倉治常務が市内小学校の避
難所を訪問し、口腔ケアグッズの入ったポーチを配布し、誤嚥性肺炎
予防の啓発、う蝕・歯周病の予防について啓発を行った。ポーチには、
誤嚥性肺炎・う蝕・歯周病の予防等を普及啓発するチラシ、歯ブラシ、
歯磨き剤、義歯洗浄剤、義歯洗浄用袋、リップクリーム、キシリトー
ルガム、ポスカ等をセットにして配布。それに伴い新聞 3 社、テレビ
3 社の取材を受けた。
さらに約 50 か所の避難所等を訪問し、避難所の口腔ケアグッズの充
足状況やボランティアの展開状況等のアセスメント調査を行うととも
に、２日間で 5,000 人分のプロジェクトポーチを配布した。
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５月１９日（木） ○発出文書
・岩手県における身元確認作業について（愛媛県歯科医師会宛）
５月２０日（金） ○発出文書
・日本政策金融公庫の「東日本大震災復興特別貸付」について（青森
県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長
野県宛）
・岩手県における身元確認作業について（奈良県歯科医師会宛）
・宮城県における身元確認作業について（熊本県歯科医師会宛）
５月２４日（火） ○宮城県歯科医師会、福島県歯科医師会に各県より要請のあった支援
物資（主に歯ブラシ、歯間ブラシ、ディスポ手袋等）を宅急便にて配
送した。
５月２５日（水） ○被災３県歯科医師会（岩手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島
県歯科医師会）と仮設診療所について打合を行た。
（第２回目）
○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（島根県歯科医師会宛）
５月２６日（木） ○日本歯科医師会の移動歯科診療車を岩手県釜石市に派遣
○東京都歯科衛生士会に被災地に向けての支援物資（主に歯ブラシ、
歯磨き剤等）を受け渡した。
○発出文書
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一
部負担金等の取扱いについて（その７）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の
請求の取扱いについて（５月診療分）
・日本医師会
「被災地域の医療機関に関する情報共有システム（仮称）
」
へのデータ入力のご協力について（お願い）
（岩手県、宮城県、福島県
宛）
・移動歯科診療車の派遣について（岩手県歯科医師会）
５月２７日（金） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（大分県歯科医師会宛）
５月３０日（月） 第４回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
６月 １日（水） ○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（京都府、岡山県、日本歯科衛生士会
宛）
・宮城県における身元確認作業について（福岡県歯科医師会宛）
６月 ２日（木） ○被災地復興に向けて元気を送る会を開催
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・日本歯科商工協会の中尾会長、陸上自衛隊の片山陸将補に感謝状を
贈呈（※このほか後日、歯科診療車を寄贈いただいた日本大学松戸歯
学部の牧村学部長、物資を支援いただいた企業等に感謝状を郵送。）
○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（お知らせ）
（岩手県、
宮城県、福島県宛）
６月 ９日（木） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（宮崎県歯科医師会宛）
・被災地の県警からの要請に基づき各県歯科医師会を通じて身元確認
作業に出動した歯科医師（3 月分）について（警察庁宛）
（岩手県歯科
医師会分、福島県歯科医師会分）
６月１３日（月） 第５回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
○発出文書
・東日本大震災に対する健康保険一部負担金等免除証明書と健康保険
関係事項証明書の発行について
６月１４日（火）～１５日（水）
○１４日（火）
、大久保会長、宮村副会長、村上専務理事、島村日歯連
盟理事長が、岩手県盛岡市を訪問し、岩手県歯科医師会、岩手県歯科
医師連盟に災害対策報告を行った。１５日（水）には宮古市役所を訪
問し、山本市長と会談の後、岩手県歯科医師会役員、宮古歯科医師会
役員と懇談。また宮古市内の仮設歯科診療所等の被災地を視察した。
６月１５日（木） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（和歌山県歯科医師会宛）
・歯科医療従事者派遣のお願い（三重県、日本歯科衛生士会宛）
６月１７日（金） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（沖縄県歯科医師会宛）
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（第２報）
（岩手県、
宮城県、福島県宛）
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一
部負担金等の取扱いについて（その８）
６月２２日（水） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（鹿児島県歯科医師会宛）
６月２３日（木）○発出文書
・歯科医療従事者派遣のお願い（東京都、日本歯科衛生士会宛）
６月２４日（金） ○発出文書
・義援金について（御礼）（都道府県歯科医師会宛）
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・東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて（青
森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、
長野県宛）
・夏期の節電行動計画について（都道府県歯科医師会宛）
・レセックにおける復興支援策について（岩手県、宮城県、福島県宛）
６月２８日（火） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（秋田県歯科医師会宛）
・義援金の送金について（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、
千葉県の各歯科医師会）
・義援金の配分額決定について（被災６県以外の都道府県歯科医師会
宛）
７月１日（金） 東日本大震災の被災者を支援する「歯～トとどけるプロジェクト」を
福島県歯科医師会の協力の下、福島市などの県北地区、郡山市などの県
中地区、南相馬市などの相双地区の各避難所で展開し、倉治常務理事と
中村理事が梶田浩二・福島県歯科医師会副会長と南相馬市の原町第二中
学校で、また、海野仁・同専務理事と福島市のあづま総合運動公園で口
腔ケア支援グッズを梱包した「歯みがきサポートポーチ」を一人ひとり
に手渡した。また、グッズの効果的な使用方法や避難所での誤嚥性肺炎、
う蝕、歯周病の予防法を説明するとともに、歯・口に係る相談に応えた。
なお、日本財団の協力を得て４班に分かれて各避難所を回り、「歯みが
きサポートポーチ」を合計３０００セット配布した。
７月 ４日（月）第６回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専務
理事が出席。
○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（栃木県歯科医師会、神奈川
県歯科医師会宛）
７月 ７日（木） ○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員の受入について（第３報）
（岩手県、宮
城県、福島県宛）
・
「平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権利利益の
保全等を図るための特別措置について（通知）」の一部訂正について（都
道府県歯科医師会）
７月 ８日（月） ○発出文書
・東日本大震災による医療法第８条の規定等による不履行についての
免責に係る期限に関する政令の施行について（都道府県歯科医師会宛）
７月１１日（月） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（埼玉県歯科医師会宛）
７月１２日（火） ○発出文書
・宮城県における身元確認作業について（青森県歯科医師会宛）
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○警察庁刑事局犯罪鑑識官付から青山課長補佐、南企画係長が来会、
東日本大震災における身元確認データの統一等について打合せを行っ
た。
７月１３日（水） ○発出文書
・被災地に出動された先生方の心のケアについて（都道府県歯科医師
会宛）
・被災地域に出動された先生方へのメッセージおよび調査票の送付に
ついて（被災地域に出動された先生各位宛）
７月２５日（月） 第７回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
７月２７日（水） ○発出文書
・身元確認作業および歯科保健医療活動の派遣終了について（御礼）
（都道府県歯科医師会宛）
７月２９日（金） ○発出文書
・身元確認作業に資する歯科所見のデータ連携について（お願い）（岩
手県歯科医師会、宮城県歯科医師会、福島県歯科医師会宛）
８月 ３日（水） ○発出文書
・歯科保健医療活動の派遣終了について（御礼）
（日本歯科衛生士会、日本歯科技工士会、日本歯科医学会、日本私
立歯科大学協会、国立大学歯学部長会議宛）
８月 ４日（木） 宮城県警察本部長の竹内直人氏から、検案医師各位宛に対して東日本
大震災災害対策として警察に協力したことに対する御礼文書を拝受
（８月４日郵送にて受付）
○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（第４報）
（岩手県、
宮城県、福島県宛）
８月 ５日（金） 岩手県警察本部長の樹下警視長から、日本歯科医師会に対して東日本
大震災の災害警備に際し警察への協力に対する感謝状を拝受（８月５
日郵送にて受付）
○発出文書
・計画停電が実施された場合の医療機関等の対応について及び医療施
設における夏期の節電の取組の進め方等について（都道府県歯科医師
会宛）
８月 ８日（月） ○発出文書
・被災地の県警からの要請に基づき各県歯科医師会を通じて身元確認
作業に出動した歯科医師（3 月分）について（警察庁宛）
（宮城県歯科
医師会分）
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８月 ９日（火） ○発出文書
・人工呼吸器を利用する在宅医療患者の緊急相談窓口の追加について
（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県宛）
８月１１日（木） ○発出文書
・東日本大震災において被災された会員の現状調査について（お願い）
（青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県歯科医師会宛）
・樹下岩手県警察本部長に感謝状拝受について（御礼）
８月１９日（金）○発出文書
・東日本大震災における歯科所見採取数及び身元判明者の数について
（お願い）
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（第５報）
（岩手県、
宮城県、福島県宛）
８月２２日（月） 第８回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上専
務理事が出席。
８月２５日（木） 第６回理事会において、東日本大震災で被災した地域への身元確認、
歯科医療、口腔ケアに出動した方々への感謝状を贈呈することを確認。
また、日歯「心のケア」相談窓口を設置することを決定した。
○文書発出
(H23.8.22)平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に
伴う療養の給付費等の書面による請求について（その３）
（都道府県歯
科医師会宛）
９月 ２日（金）○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入情報の受付終了と御礼につい
て（都道府県歯科医師会宛）
９月 ６日（火）○発出文書
・東日本大震災に伴う被災会員等の受入について（お知らせ）
（岩手県、
宮城県、福島県宛）
９月 ８日（木）○発出文書
・三次補正予算に関する要望（藤村内閣官房長官宛）
９月１４日（水）○発出文書
・小宮山厚生労働大臣（９月７日付）
、輿石民主党幹事長、前原民主党政
策調査会長宛、樽床民主党幹事長代行宛に三次補正予算に関する要望
書を提出。
９月２２日（木）○発出文書
・三次補正予算に関する要望（都道府県歯科医師会宛）
・三次補正予算に関する要望（平野民主党国会対策委員長宛）
・第８回理事会において、日歯「心のケア」相談窓口について、国際医
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療福祉大学大学院に業務委託するとともに、精神科医の香山リカ先生
にアドバイザーとして協力いただくことを決定。
９月２６日（月）○発出文書
・被災地に出動した歯科医師、歯科衛生士等に、日歯「心のケア」相談
窓口の開設について、通知。
・都道府県歯科医師会に、日歯「心のケア」相談窓口の開設について（ご
案内）
、通知。
９月２７日（火）○発出文書
・国際医療福祉大学大学院から紹介のあった協力団体に、日歯「心のケ
ア」相談窓口の開設と紹介を受けた歯科医師の診療について（ご協力
のお願い）
、通知
９月２９日（木）神奈川県歯科医師会定時代議員会において、東日本大震災における身元
確認作業、歯科保健医療活動に出動された先生に対する感謝状贈呈が行
われた。
（日本歯科医師会会長、神奈川県歯科医師会会長の連名）
９月３０日（金）○発出文書
・感謝状の送付について（身元確認作業に出動された先生、歯科保健医
療活動に出御された先生、各歯科大学学長、各大学歯学部長、各大学
学長、各大学学部長、身元確認作業にご登録いただいた先生、都道府
県歯科医師会会長宛）
・災害時優先電話に関する本会の対応と現状報告（都道府県歯科医師会
宛）
１０月 １日（土）日歯「心のケア」相談窓口開設
１０月 ３日（月） 第９回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上
専務理事が出席。
１０月２１日（金）東日本大震災の復興支援策を盛り込んだ第三次補正予算は、総額 12
兆 1025 億円として閣議決定。厚生労働省分野は、地域医療再生基金の
積み増しなど 6388 億円(特別会計除く)。
１０月２７日（木）○文書発出
・平成 23 年度歯科保健医療対策関係予算【平成 23 年度第三次補正予算
（案）
】の概要の送付について（都道府県歯科医師会宛）
１０月３１日（月） 日歯「心のケア」相談窓口について、日歯メールマガジンでお知ら
せした。
１１月 ５日（土） 日歯「心のケア」相談窓口について、日歯広報１１月５日号でお知
らせした。
１１月 ７日（月） 第１０回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村
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上専務理事が出席。
１１月１０日（木）○発出文書
・東日本大震災」における医師等の保健医療従事者の派遣に係る費用
の取り扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
・平成 23 年度歯科保健医療対策関係予算（三次補正）について（都道
府県歯科医師会宛）

１１月１４日（月） 日歯メールマガジン（NO222）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
○文書発出
・医療施設等災害復旧事業に関する被害額調査について（お願い）
（被
災 9 県宛）
１１月２１日（月） 日歯メールマガジン（NO223）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１１月３０日（水）○文書発出
・医療施設等災害復旧事業の実施について（お願い）
（被災 9 県宛）
１２月 ５日（月） 日歯広報１２月５日号に東日本大震災に係る日歯「心のケア相談窓
口」の記事を掲載。
日歯メールマガジン（NO225）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１２月 ６日（火） ○文書発出
・
「東日本大震災」における歯科医師等の派遣（歯科医療救護班活動）
の派遣に係る費用の取り扱いについて（都道府県歯科医師会宛）
１２月１２日（月） 第１１回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村
上専務理事が出席。
日歯メールマガジン（NO226）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１２月１５日（木） 平和茶会に東日本大震災への支援の御礼として、感謝状を贈呈する
ことを第 11 回理事会で決定。
○文書発出
・医療施設等災害復旧事業の実施について（お願い）
（被災 9 県宛）
・医療施設等災害復旧費補助金交付要綱について
１２月１６日（金） 東日本大震災における日歯心のケア相談窓口について（夜間及び年
末年始のご案内）
○文書発出
・日本政策金融公庫の平成２３年度第３次補正予算成立に伴う融資制
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度の拡充について（都道府県歯科医師会宛）
１２月１９日（月） 日歯メールマガジン（NO227）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。

１２月２２日（木） ○文書発出
・東日本大震災事業者再生支援機構について（お知らせ）
（北海道、青
森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、
新潟県、長野県宛）
１２月２６日（月） 日歯メールマガジン（NO228）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１２月２８日（木） 平和茶会の永坂実行委員長が来会、東日本大震災への支援の御礼と
して、感謝状を贈呈した。
＜平成２４年＞
１月 ５日（月） 日歯メールマガジン（NO229）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１月１２日（木） 第 19 回常務理事会において、東日本大震災で被災した地域におい
て、本会が行う身元確認の支援にご協力いただいた、ホテルマネージ
メントインターナショナル株式会社代表取締役 比良竜虎氏、１０ＤＲ
ＪＡＰＡＮ株式会社代表取締役

藤井

彰氏に感謝状を贈呈すること

を決定。
○発出文書
・レセックにおける復興支援策の申込期間の延長について（岩手県、
宮城県、福島県宛）
１月１６日（月） 日歯メールマガジン（NO230）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
１月２１日（土） 管理栄養士・栄養士、歯科医師、歯科衛生士等を対象に日本栄養士
会・日本歯科医師会第３回共同シンポジウム「救われた命を守ってい
くために」～災害時に食べることをどう支えるか～を開催した。
１月２３日（月） 第 12 回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村
上専務理事が出席。
１月２５日（水） 警察庁及び都道府県歯科医師会等との連携の下、延べ２６００名の
歯科医師が歯科所見による身元確認作業にあたり、多くのご遺体をご
遺族のもとにお返しすることができたが、今後は身元確認を行う歯科
医師の養成が必要であることから、大学歯学部・歯科大学における法
歯科医学の教育体制の整備を文部科学大臣に要望した。
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２月 １日（水） 厚生労働省保険局医療課事務連絡文書「東北地方太平洋沖地震及び
長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
（その 12）
（平成 24 年 3 月以降の診療等分の取扱い）」を都道府県歯
科医師会へメールで情報提供。
２月 ６日（月） 日歯メールマガジン（NO233）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
２月１３日（月） 日歯メールマガジン（NO234）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
２月２０日（月） 日歯メールマガジン（NO235）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
２月２４日（金） 日歯ホームページメンバーズルーム内に、
「心のケア相談窓口」のご
案内～東日本大震災とメンタルヘルス～を掲載。
２月２７日（月） 日歯メールマガジン（NO236）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
３月 ２日（金）○文書発出
・被災者健康支援連絡協議会 全国医学部長病院長会議・被災地医療
支援医療支援委員会「医療支援のための情報共有サイト」への登録に
ついて（都道府県歯科医師会宛）
３月 ３日（土）
（参考）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構発足式
３月 ５日（月）○第 13 回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村
上専務理事が出席。
○日歯メールマガジン（NO237）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
○厚生労働省保険局医療課事務連絡文書「平成 24 年度診療報酬改定
にて見直しを行う歯科訪問診療料の対象者等の表現の被災３県におけ
る見直しの適用について」を都道府県歯科医師会へメールで情報提供。
３月 ８日（木）○第 170 回代議員会において東日本大震災における日本歯科医師会の
取組みについて、柳川常務理事から資料に基づき報告。
○社会保険診療報酬支払基金の３月審査分から実施予定の突合点検・
縦覧点検について、被災３県については実施を猶予し、平成２４年９
月審査分より、開始する予定である旨、プレスリリースされた。
３月１１日（日） 政府主催による東日本大震災一周年追悼式が国立劇場で開催され、
天皇皇后両陛下ご出席のもと、各界代表の参加を得て実施。本会から
は大久保会長が出席。
３月１２日（月） 警察庁長官から東日本大震災における身元確認への貢献として、日
本歯科医師会が表彰された。
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３月１６日（金）○文書発出
・警察庁長官からの感謝状の贈呈を受けた件について（都道府県歯科
医師会会長宛）
３月１９日（月） 日歯メールマガジン（NO239）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
３月２３日（金） 厚生労働省保険局医療課事務連絡文書「東北地方太平洋沖地震及び
長野県北部の地震の被災に伴う保険診療等の取扱いの期間について」
を都道府県歯科医師会へメールで情報提供。

＜平成 24 年度＞
４月 ２日（月） 日歯メールマガジン（NO241）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
４月 ９日（月） 日歯メールマガジン（NO242）に日歯「心のケア相談窓口」のお知
らせを掲載。
４月 ９日（月） 宮城県歯科医師会から日本歯科医師会に「東日本大震災報告書―東
日本大震災への対応と提言―」が送付され、併せて感謝状が贈呈され
た。
（郵送）
４月１０日（火） 「３・１１の記録」
（日本歯科医師会会長・大久保満男／国立長寿医
療研究センター総長・大島伸一）（中央公論新社）を発刊。
４月２０日（金）○文書発出
・義援金の送金について（お知らせ）
（岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、東京都の各歯
科医師会宛）
・義援金の追加配分額の決定について
（義援金送金以外の道府県歯科医師会宛）
４月２６日（金） 柳川常務理事が国際医療福祉大学を訪問、東日本大震災において被
災した地域での歯科保健医療や身元確認作業に当たられた方々の心の
ケアに関して打合せを行った。
５月２８日（月）○第 14 回被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村
上専務理事が出席。
６月 ３日（日）NHK で身元確認に係るドキュメントを放映
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「3.11

きみは確かに、ここにいた。～身元確認。歯科医師たちがつ

なぐ『最後の絆』～」（仮）と題したドキュメンタリーが 6 月 3 日、
NHK 総合で展開されている復興応援番組「明日へ―支えあおう―NHK
東日本大震災プロジェクト」で放映される予定です。本ドキュメンタ
リーでは、宮城県でご遺体の身元確認に奮闘した歯科医師達に焦点を
当て、昨日まで「町の歯医者さん」だった彼らが体験した「身元判明
までの長い時間と今」と、
「家族と歯科医師」のエピソードなどを、丁
寧に紡いで紹介します。
◇「明日へ―支えあおう―NHK 東日本大震災プロジェクト」
「3.11

きみは確かに、ここにいた。～身元確認。歯科医師たち

がつなぐ
『最後の絆』～」（仮）
NHK 総合：6 月 3 日（日）10 時 05 分～同 53 分
７月１７日（火） 岩手県歯科医師会、福島県歯科医師会、宮城県歯科医師会から、
「東
日本大震災による被災者の一部負担金等免除の再延長について」の要
望書（7 月 10 日付）の提出があった。
７月３０日（月）第 15 回 被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上
専務理事が出席。
８月 １日（水）○文書発出
・東日本大震災における歯科所見採取数及び身元判明者の数について
８月 ２日（木） 第９回常務理事会報告
・東日本大震災での身元確認ご遺体の歯科所見 8719 件採取
このほど、東日本大震災における歯科所見採取数（歯科情報を記録
したデンタルチャートの総数）及び身元判明者数が警察庁より日歯に
報告され、7 月 11 日現在、検視等済みのご遺体 1 万 5799 のうち、歯
科所見採取数は 8719 件と約 55％を数え、また、身元確認数 1 万 5528
のうち、歯科情報によるものが 1204 件であったことが示された。
DNA や指掌紋に比べ歯科情報による確認は高率であった。岩手、宮城、
福島各県の内訳は次の通り。
○検視等済みご遺体数
岩手県：4671／宮城県：9522／福島県：1606
そのうち、歯科所見採取数
岩手県：2690／宮城県：4978／福島県：1051
○身元確認数
岩手県：4578／宮城県：9347／福島県：1603
そのうち、歯科情報により身元を確認した数
岩手県：127／宮城県：878／福島県：199
８月 ３日（金） 国際医療福祉大学から、
・東日本大震災における身元確認歯科医師お
よび歯科保健医療活動従事者へのアンケート調査票
について、報告書の提出があった。
○文書発出
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集計結果（概要）

・岩手県歯科医師会、福島県歯科医師会、宮城県歯科医師会から、
「東
日本大震災による被災者の一部負担金等免除の再延長について」の要
望書（7 月 10 日付）に対する回答を行った。
・平成 24 年 10 月 1 日以降の東日本大震災により被災した被保険者等
の一部負担金等免除証明書の取扱について
・東日本大震災により被災した被保険者等の一部負担金等免除証明書
の取扱いについて
・平成 24 年 10 月 1 日以降の東日本大震災により被災した被保険者に
係る一部負担金の免除及び保険料（税）の減免に対する財政支援につ
いて
８月 ６日（月）○文書発出
・東日本大震災の被災地域における電子レセプト請求に係る突合点検及
び縦覧点検の実施について（支払基金・平成 24 年 7 月 31 日付）
８月２７日（月）

被災地復興のための平成 25 年度予算・税制に関する要望を被災者
支援連絡協議会宛、提出。

８月２９日（水）

被災者健康支援連絡協議会から、東日本大震災被災者支援に関する
平成 25 年度政府予算及び税制改正に向けての要望を平野復興大臣、小
宮山厚生労働大臣宛に提出。

８月３１日（金） ○文書発出
・東日本大震災の被災地域である福島県における電子レセプト請求に
係る突合点検及び縦覧点検の実施について（支払基金・平成 24 年 8
月 23 日付）
９月１０日（月） 平成 24 年防災功労者内閣総理大臣表彰の表彰式に、大久保会長、柳
川常務理事が出席。
９月３０日（月） 日歯「心のケア」相談窓口を終了した。
１０月 １日（月）第 16 回 被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上
専務理事が出席。
１０月 ４日（木） 柳川常務理事が国際医療福祉大学を訪問し、金沢大学院長、亀口教
授、白井准教授、小峰課長と、東日本大震災における身元確認歯科医師
および歯科保健医療活動従事者への「心のケア相談」「アンケート調査」
最終報告書（2012 年 10 月 1 日）に関する報告会を開催した。
１０月５日（金）○文書発出
・東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療
の取扱いの機関等について（厚労省事務連絡／平成 24 年 9 月 28 日）
１２月１０日（月）第 17 回 被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、村上
専務理事が出席。
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【平成 25 年】
３月 ４日（月）第 18 回 被災者健康支援連絡協議会が日本医師会館で開催され、柳川
常務理事が出席し、
「被災地における歯科医療支援活動について」資料
提出を行った。
４月１５日（水）被災者支援連絡協議会横倉義武代表より、古屋圭司内閣府特命担当大
臣（防災）宛「大規模災害への対応にかかる提言及び要望書」を提出。
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