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平成２８年（２０１６年）熊本地震 経過（４月１４日～１１月１１日まで） 

 

【４月１４日（木）】 

  午後９時２６分ごろ 

  熊本地方を震源にＭ６．５の地震が発生（後に前震と分かる）。その後４月１６

日（土）午前１時２６分ごろ、熊本地方を震源にＭ７．３の地震が発生（本震）。 

◆午後９時４０分 地震発生直後に浦田健二・熊本県歯科医師会会長に被害状況を

確認。 

◆午後１０時 厚生労働省医政局歯科保健課との連携を開始。 

 

【４月１５日（金）】 

○平成２８年熊本地震災害対策本部（本部長：堀会長）を設置。 

 ※救援物資は隣県である九州各県で対応する旨連絡あり。 

○災害対策本部第１回会議 

・被害状況や安否を確認するとともに、情報収集及び情報の一元化などの対応に

ついて協議。 

 ○会員安否及び被害状況調査を実施（対象は沖縄県を除く九州地区）。 

○堀会長から熊本以外の九州全県歯科医師会会長にお見舞いの電話連絡。 

○熊本県歯科医師会から被害状況に関する第一報入る。 

○横倉義武・日本医師会会長から「被災者健康支援連絡協議会」ＭＬを通じて、情

報共有を図りたい旨連絡有。事務局に情報提供案作成を指示。 

○災害対策本部第２回会議 

・被害状況の把握とともに、都道府県歯科医師会への随時情報提供していくこと

を確認。 

○災害対策本部第３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、支援策等の今後

の対応方針について協議。 

 ○会員診療所稼働状況等調査を実施（対象は沖縄県を除く九州地区）。 

○熊本県歯科医師会災害対策本部とネット会議を開催。被害状況及び対応について

の確認、情報交換等を行った。 

○国民向けホームページ及びメンバーズルームに「平成２８年熊本地震に関する情

報」コーナーを設置し、災害対策本部設置を掲載。以後、関係情報を随時更新。 

○会員向け日歯メールマガジン（号外・４４０号）を発行し、平成２８年熊本地震

発生を受けての対応について情報発信。 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震災害対策本部の設置等について（都道府県歯科医師会会長

宛） 
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・平成２８年熊本地震に係る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会長宛、日本歯科衛生士会会長宛） 

・「平成２８年熊本地震」による災害へのお見舞いについて（九州７県歯科医師会会

長宛） 

・平成２８年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等に

ついて（都道府県歯科医師会宛） 

・平成２８年熊本地震による被災者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） 

 

【４月１６日（土）】 

○災害対策本部第４回会議 

・義援金口座開設を決定した他、今後の現地対応を始め都道府県歯科医師会、行

政、関係団体、メディアなどへの対応の協議を行った。 

○災害対策本部第５回会議 

・会員の被害状況や避難所の状況を確認した他、今後の対策本部の対応方針等に

ついて協議を行った。 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震に係る本会の対応と現状報告について（都道府県歯科医師会

会長宛） 

・平成２８年熊本地震への義援金募金のお願い（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る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（日本歯科技工士会会長宛） 

 

【４月１８日（月）】 

○災害対策本部第６回会議 

・現地コーディネーターに、牛島 隆・熊本県歯科医師会常務理事とすることを

確認 

・支援幹事県コーディネーターに、九州地区連合歯科医師会の幹事県である福岡

県歯科医師会の大山 茂専務理事とすることを確認 

・その他、１８日午前１１時の時点の熊本県歯科医師会との定時連絡の内容等を

確認 

 ○熊本県歯科医師会に対し、個人を対象とした「会員被災状況および診療所稼働状

況調査票」をもって調査を依頼。 

○第２２回被災者健康支援連絡協議会 

・村岡専務理事、小玉常務理事が出席。 

 ○日本歯科医師会の備蓄物資を整理、確認。 

（発出文書） 
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・平成２８年熊本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） 

・平成２８年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

（都道府県歯科医師会宛） 

 

【４月１９日（火）】 

○災害対策本部第７回会議 

・支援物資対応や被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣等について協議 

・中久木康一・東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教を

日本歯科医師会の災害歯科コーディネーターとして被災地に派遣することを決

定 

 ＜熊本県歯科医師会より、歯科関係物資の支援依頼文書が寄せられる＞ 

＜厚生労働省より、被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣に係る協力要請

が寄せられる＞ 

（発出文書） 

・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（九州地区連合歯科医師

会会長宛） 

・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会

長宛） 

・平成２８年熊本地震（支援物資の現状把握）についてご協力のお願い（熊本県を

除く都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【４月２０日（水）】 

○熊本県歯科医師会に日本歯科医師会としての支援物資を発送。 

○日歯メールマガジン（号外・４４２号）及びメディア向けの日本歯科医師会メー

ルマガジン（号外・１４９号）を発行し、平成２８年熊本地震関連情報として、

▽日歯や被災地の情報▽義援金募金のお願い▽熊本地震に係るホームページ配

信状況（４／１５～４／１９）―などを配信。 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震に係るＪＭＡＴへの参加について（都道府県歯科医師会会長

宛） 

・平成２８年熊本地震に係る救援物資の送付について（熊本県歯科医師会会長宛） 

・救援物資に対するご協力のお願いについて（日本歯科商工協会会長宛） 

・救援物資に対するご協力のお願いについて（グラクソ・スミスクライン・コンシ

ューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社代表取締役社長宛） 
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【４月２１日（木）】 

○災害対策本部第８回会議を開催 

 ・支援物資、被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣、被災状況、傷害保

険契約の締結について確認。 

○歯科記者会を始め厚生労働記者会、厚生日比谷クラブを交えて、平成２８年熊本

地震に係る日歯の対応についての記者会見を開催。 

○プレスリリース「平成２８年熊本地震への対応について」【１】、【２】を発信。 

○熊本県歯科医師会に静岡県歯科医師会作成の「会員診療所の稼働状況ＭＡＰ」を

提供（以後、熊本県歯科医師会の情報提供に基づき随時更新） 

＜熊本県歯科医師会より、避難地区への歯科医師派遣依頼（南阿蘇地区５名）文書

が寄せられる＞ 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震に伴い審査支払業務に著しい支障が生じている社会保険診療

報酬支払基金における特例について（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて（その２）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震の被災者に対する既往歴等の提供について（情報提供）（都

道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る歯科保健医療支援者の派遣の依頼について（国立大学

法人東京医科歯科大学長宛） 

・平成２８年熊本県熊本地方の地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについ

て（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震における処方箋医薬品の取扱いについて（都道府県歯科医師

会会長宛） 

・平成２８年熊本地震における病院、診療所、薬局又は地方公共団体の間での医薬

品等の融通について（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本県熊本地方の地震における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会長宛） 

・平成２８年熊本地震による会員被災状況について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【４月２２日（金）】 

 ○平成２８年熊本地震による経産省の被災中小企業・小規模事業者対策について、

熊本県歯科医師会に情報提供。 

○日本歯科医師会より現地へ災害歯科コーディネーター（中久木康一・東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教）を派遣【第１回】（～２４

日）。 

（発出文書） 
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 ・平成２８年熊本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

県歯科医師会会長宛） 

 ・平成２８年熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について（都道府

県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る義援金に関する税務上の取り扱いについて（都道府県

歯科医師会会長宛） 

 

【４月２３日（土）】 

 ○日本歯科商工協会に支援物資（義歯ケース、義歯ブラシ、デンタルリンス）につ

いて、発注を依頼。 

 

【４月２４日（日）】 

○堀会長、柳川副会長、佐藤副会長、村岡専務理事が現地入りし、現状視察を行う

とともに、熊本県歯科医師会や熊本県行政等と意見交換。 

 

【４月２５日（月）】 

○日本歯科商工協会から支援物資（義歯ケース、デンタルリンス、義歯ブラシ）を

熊本県歯科医師会に発送。 

○日歯メールマガジン（４４３号）を発行し、平成２８年熊本地震関連情報として、

▽日歯や被災地の情報▽義援金募金のお願い―などを配信。 

○プレスリリース「平成２８年熊本地震への対応について」【３】を発信。 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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２）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震による会員被災状況について（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本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の周知用

ポスターの一部追記について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【４月２６日（火）】 

○第２３回被災者健康支援連絡協議会 

・堀会長、小玉常務理事が出席。 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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会長宛） 

・平成２８年熊本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

府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る救援物資の追加送付について（熊本県歯科医師会会長
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宛） 

 

【４月２７日（水）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震で被災した被保険者の一部負担金の取扱いの周知について（情

報提供）（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて（その２）（都道府県

歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本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会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る歯科保健医療支援者の派遣の依頼について（国立大学

法人東京医科歯科大学長宛） 

・平成２８年熊本地震におけるボランティア活動禁止の周知について（都道府県歯

科医師会会長宛） 

 

【４月２８日（木）】 

○災害対策本部第９回会議を開催 

 ・事務局支援、支援物資、被災地への歯科医師等の歯科医療従事者の派遣、被災

状況、ボランティア活動禁止の周知（文書）、人的・物的支援及び記録・発信

に関する指揮命令系統、災害時対応用ビブス、GW 期間の役職員の体制（毎日、

役員・職員各１名以上が輪番で出勤）等について協議。 

○日歯メールマガジン（号外・４４４号）及びメディア向けの日本歯科医師会メー

ルマガジン（号外・１５０号）を発行し、平成２８年熊本地震関連情報として、

▽日歯や被災地の情報▽義援金募金のお願い▽熊本地震に係るホームページ配

信状況（４／２０～４／２７）―などを配信。 

（発出文書） 

 ・平成２８年熊本地震に係る救援物資の追加送付について（熊本県歯科医師会会長

宛） 

 ・平成２８年熊本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５）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

 ・平成２８年熊本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

医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る被災地への歯科医師等の派遣について（九州地区連合

歯科医師会会長宛） 

  

【４月２９日（金）】 

○日本歯科医師会より現地へ災害歯科コーディネーター（中久木康一・東京医科歯
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科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教）を派遣【第２回】（～５月

１日）。 

＜熊本県歯科医師会より、物資（義歯安定剤、歯間ブラシ各５００個）の支援要請

が寄せられる＞ 

 

【５月２日（月）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に伴う療養の給付費等の書面による請求について（都道府県

歯科医師会会長宛） 

 

【５月４日（水）】 

○今里憲弘常務理事が熊本県歯科医師会館にて、熊本県歯科医師会の小島博文副会

長、宮坂圭太副会長、渡辺賢治専務理事、八木義博常務理事と被災会員の現況と

課題について会談 

 

【５月６日（金）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る救援物資の追加送付について（熊本県歯科医師会

会長宛） 

 

【５月９日（月）】 

（発出文書） 

・平成２８年５月請求分（４月診療分）に係るレセプトの請求の取扱いについて（お

知らせ）（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【５月１０日（火）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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）

（都道府県歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ

き措置の指定に関する政令等について（都道府県歯科医師会会長宛） 
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【５月１２日（木）】 

○災害対策本部第１０回会議を開催 

 ・現地のニーズの変化に伴う認識と対応、事務職派遣、被災会員支援対策等につ

いて協議。 

＜熊本県歯科医師会より、会員救済支援のため岩手県歯科医師会事務局長の派遣依

頼文書が寄せられる＞ 

（発出文書） 

・医療機関等における雇用調整助成金を活用した雇用維持について（都道府県

歯科医師会会長宛） 

・平成２８年熊本地震に係る歯科保健医療支援者の派遣の依頼について（国立大学

法人東京医科歯科大学長宛） 

 

【５月１３日（金）】 

○日本歯科医師会より現地へ災害歯科コーディネーター（中久木康一・東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教）を派遣【第３回】（～１４

日）。 

○日本歯科医師連盟、日本歯科医学会、日本学校歯科医会の３団体へ平成２８年熊

本地震関係の資料を情報提供。 

 

【５月１５日（日）】 

○熊本県歯科医師会へ会員救済支援のために浅沼 浩・岩手県歯科医師会事務局長

を派遣（～１８日）。 

 

【５月１６日（月）】 

＜熊本県歯科医師会より、避難所への歯科医療従事者の派遣依頼中止（熊本県以外

からの派遣協力体制の一旦終了）の報告が寄せられる＞ 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震の発生に伴う重度障害者の入院に係る支援について（都道府

県歯科医師会会長宛） 

 

【５月１７日（火）】 

（発出文書） 

・歯科医療従事者の派遣の終了について（御礼）（九州地区連合歯科医師会会長宛、

都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【５月２０日（金）】 

（発出文書） 
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・平成２８年熊本地震に係る歯科保健医療支援者の派遣の依頼について（国立大学

法人東京医科歯科大学長宛） 

・平成２８年熊本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の周知用

ポスターの更新について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【５月２１日（土）】 

○日本歯科医師会より現地へ災害歯科コーディネーター（中久木康一・東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教）を派遣【第４回】（～２２

日）。 

 

【５月２３日（月）】 

（発出文書） 

・避難所等で生活されている障害者（児）の皆様及び事業者の皆様向けリーフレッ

トの更新について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【５月２５日（水）】 

＜熊本県歯科医師会より、熊本地震被害に伴う日歯福祉共済保険制度申請に係る取り

扱いについての要望が寄せられる＞ 

 

【５月２６日（木）】 

○第４回理事会で、平成２８年熊本地震被災会員に係る特別措置（▽福祉共済保険

の火災共済保険金及び災害共済保険金申請時の被災証明書（罹災証明書）及び会

長意見書の取扱い、▽福祉共済保険の火災共済保険金及び災害共済保険金申請、

▽日歯年金保険終身年金及び中途脱退一時金申請）を決議 

＜熊本県歯科医師会より、熊本地震に対する医療施設等災害復旧費補助金の要望（報

告とお願い）が寄せられる＞ 

（発出文書） 

・歯科医療従事者の派遣の終了について（御礼）（日本歯科衛生士会会長宛、日本

歯科技工士会会長宛） 

 

【５月３０日（月）】 

○厚生労働省と熊本地震に対する医療施設等災害復旧費補助金の取り扱い等につい

て意見交換 

 

【６月１日（水）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震に係る歯科保健医療支援者の派遣の依頼について（国立大学
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法人東京医科歯科大学長宛） 

 

【６月４日（土）】 

○日本歯科医師会より現地へ災害歯科コーディネーター（中久木康一・東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科・顎顔面外科学助教）を派遣【第５回】（～６日）。 

 

【６月６日（月）】 

＜熊本県歯科医師会より、厚生労働省への申し入れ事項について寄せられる＞ 

 

【６月８日（水）】 

○厚生労働省と平成２８年度一次補正予算及び二次補正予算について意見交換 

○塩崎厚生労働大臣宛に平成２８年熊本地震に対する医療施設等災害復旧費補助金

についての要望書を提出 

 

【６月９日（木）】 

○熊本県歯科医師会から寄せられた「熊本地震に対する医療施設等災害復旧費補助金

の要望（報告とお願い）」への回答を発出 

 

【６月１５日（水）】 

（発出文書） 

・熊本地震による被災に伴う概算による診療報酬の請求について（熊本県歯科医師

会会長宛） 

 

【６月１６日（木）】 

○第１８３回定時代議員会に、平成２８年熊本地震被災会員に係る本会会費、福祉

共済保険料並びに年金保険料の取扱いに関する特別措置を提出し、可決・確定 

 

【６月２２日（水）】 

○プレスリリース「第２４回被災者健康支援連絡協議会」を発信。 

 

【７月４日（月）】 

○熊本県歯科医師会・医師会及び日本医師会と関係国会議員に「平成２８年熊本地

震における被災医療機関の復旧支援に関する要望書」を提出。 

 

【７月１５日（金）】 

○プレスリリース「被災医療機関の復旧支援に関する要望書提出」を発信。 
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【７月２５日（月）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本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９）

等について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【７月２８日（木）】 

＜熊本県歯科医師会より、災害救助法に基づく熊本県歯科医師会の被災者歯科支援

活動終了（熊本地震における報告）について寄せられる＞ 

 

【８月３日（水）】 

（発出文書） 

・被災者歯科支援活動に対する御礼（熊本県歯科医師会会長宛） 

・災害救助法に基づく熊本県歯科医師会の被災者歯科支援活動終了について（熊本

地震における報告）（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

【８月４日（木）】 

○厚生労働省より、平成２８年度二次補正予算及び熊本県内の医療施設における災

害復旧に係る補助事業について説明を受ける 

 

【８月１０日（水）】 

○プレスリリース「日歯から熊本県歯へ義援金 7600 万円超」を発信。 

 

【９月９日（金）】 

（発出文書） 

・支援物資対応に係る協力の御礼について（日本歯科商工協会会長宛） 

 

【９月３０日（金）】 

（発出文書） 

・平成２８ 年熊本地震に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について（都道府

県歯科医師会会長宛） 

 

【１１月１１日（金）】 

（発出文書） 

・平成２８年熊本地震に伴う保険診療の診療報酬等の特例措置による対応状況の調

査について（都道府県歯科医師会会長宛） 

 

 


