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全国７地区日本歯科医師会 平成25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

会を実施してきました。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2

4年度に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いたし

ました。 

先の東日本大震災で浮き彫りとなった課題を踏まえ、都道府県や市町区行政、各医療団体、厚生

労働省、防衛省（自衛隊）、警察庁、海上保安庁等との連携を図り、また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の必要性が改

めて認知されてきています。 

現在は未だ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、将来はその

役割をより明確にして、位置づけを高めることが重要です。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。

したがって、まずは災害時対策全般にわたる課題について精通し、今後それぞれの地域でコーディネ

ーター機能を果たせるような人材を養成しておくことが肝要と考えます。歯科医師会が様々な状況に

対応し、その社会的責務を果たすためには、一定数のコーディネーター（機能）が必要となることは

言うまでもありません。 

今回の研修では、大規模災害時における歯科医師会行動計画（改訂版）に基づく、デンタルチャー

トを含めた身元確認ワークフローの統一等の警察歯科分野、避難所における口腔ケア等の災害時歯

科保健医療、各都道府県歯科医師会間の連携等について、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：（以下後援予定・記載順序不同） 

       防衛省（自衛隊）、厚生労働省、警察庁、海上保安庁 

５．日  程：全国７地区で実施 ［※開催スケジュール参照］ 

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会員 
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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 ［※開催スケジュール参照］ 

９．受講の申し込みと受講料等 

会員、準会員は、所属都道府県歯科医師会に別添の申込書に基づき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。 

※本会に未入会の歯科医師は、参加できません。 

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 
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１２．研修科目・講師： 

研修科目 講  師 

１．総論 

・本研修会の目指すところ 

・行動計画の作成のしかた 

・各歯科医師会間の相互支援協定のポイント 

 

日本歯科医師会 常務理事   

村 岡 宜 明 

日本歯科医師会災害時対策・警察歯科 

総合検討会議委員長 

柳 川 忠 廣 

（上記のうち 1 名） 

２．災害時の歯科保健医療の提供体制について 

・被災地（岩手県）での対応 

 

 

日本歯科医師会 理事 

大 黒 英 貴 

・行政、各医療団体等・超急性期→急性期→中長期 

→終息期における具体的対応との連携 

・緊急性の高い歯科医療 

・避難所等における歯科保健（口腔ケア） 

・会員等の出動計画および受入れ計画 

・必要な資器材の整備  など 

 

日本歯科大学 新潟生命歯学部  

口腔外科学講座 教授 

  田 中  彰 

東京医科歯科大学大学院 

顎顔面外科学 助教 

中久木  康一 

（上記のうち1名） 

３．身元確認作業の実施について 

・都道府県警察等との連携による計画の策定 

・作業手順（ワークフロー）の確認 

・会員の出動計画および受入れ計画 

・検索ソフト（システム）の活用 

・必要な資器材の整備  など 

 

日本歯科医師会災害時対策・警察歯科 

総合検討会議副委員長 

工 藤 祐 光 

日本歯科医師会災害時対策・警察歯科 

総合検討会議委員 

    杉 浦 隆 彦 

（上記のうち 1 名） 

４．各都道府県内および各都道府県歯科医師会間の

連携について 

・各ブロック内における協定の状況 

・開催県内における行政との協定の状況 

 

 

 

開催する都道府県歯科医師会の役員等 

５．その他  
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全国７地区日本歯科医師会 平成25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 開催スケジュール一覧 

 

 

 

開催日時・場所 開催県 ブロック名 講  師 

平成２５年１１月１０日（日） 

午後１時～同５時 

徳島県歯科医師会館 

徳島県歯科医師会 

住所：〒770－0003 

徳島市北田宮１-８-６５ 

TEL：088-631-3977 

FAX：088-631-4179 

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） 

研修科目１：柳川忠廣 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：中久木康一 

研修科目３：杉浦隆彦 

研修科目４： 

（徳島県歯科医師会  理事） 

平成２５年１２月７日（土） 

午後１時～同５時 

歯科医師会館 

東京都歯科医師会 

住所：〒102-0073 

千代田区九段北4-1-20 

TEL：03-3262-1146 

FAX：03-3262-4199 

東京ブロック 

（東京都） 

研修科目１：村岡宜明 

研修科目２：大黒英貴                                                                     

〃  ：中久木康一 

研修科目３：工藤祐光 

研修科目４： 

（東京都歯科医師会  理事） 

平成２５年１２月８日（日） 

午後１時～同５時 

秋田県歯科医師会館 

秋田県歯科医師会 

住所：〒010-0941 

秋田市川尻町字大川反 

170-102 

TEL：018-865-8020 

FAX：018-862-9122 

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） 

研修科目１：柳川忠廣 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：田中 彰 

研修科目３：工藤祐光 

研修科目４： 

（秋田県歯科医師会  理事） 

平成２６年１月１１日（土） 

午後１時～同５時 

京都府歯科医師会館 

京都府歯科医師会 

住所：〒604－8415 

京都市中京区西ノ京東栂尾町

1 

TEL：075-812-8020 

FAX：075-812-8812 

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） 

研修科目１：村岡宜明 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：田中 彰 

研修科目３：工藤祐光 

研修科目４： 

（京都府歯科医師会  理事） 

平成２６年２月９日（日） 

午後１時～同５時 

愛知県歯科医師会館 

愛知県歯科医師会 

住所：〒460-0002 

名古屋市中区丸の内3-5-18 

TEL：052-962-8020 

FAX：052-951-5108 

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） 

研修科目１：柳川忠廣 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：田中 彰 

研修科目３：杉浦隆彦 

研修科目４： 

（愛知県歯科医師会   理事） 
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※講師は変更となる場合があります。  

 

平成２６年２月２３日（日） 

午後１時～同５時３０分 

茨城県歯科医師会館 

茨城県歯科医師会 

住所：〒310-0911 

水戸市見和2-292－1 

TEL：029-252-2561 

FAX：029-253-1075 

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） 

研修科目１：村岡宜明 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：中久木康一 

研修科目３：工藤祐光 

研修科目４： 

（茨城県歯科医師会  理事） 

平成２６年３月１６日（日） 

午後１時～同５時 

福岡県歯科医師会館 

福岡県歯科医師会 

住所：〒810-0041 

福岡市中央区大名1-12-43 

TEL：092-771-3531 

FAX：092-771-2988 

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） 

研修科目１：村岡宜明 

研修科目２：大黒英貴 

〃  ：中久木康一 

研修科目３：杉浦隆彦 

研修科目４： 

（福岡県歯科医師会  理事） 


