（ 中 久 木 先 生、 こ ん に ち
は。先生は平成十九年に厚
生労働科学研究を担当され
て以降、災害時の歯科につ
いて係わり、先の熊本地震
でも現地を訪れていらっ
しゃいます。
昨年一月には今後三十年
以内に強い地震に見舞われ
る確率を示す全国予想地図
が発表されました。それに
よりますと静岡市 ％、高
知市 ％などを抑えて横浜
市 ％です。これは東日本
大震災前の数字より高いと
いわれます。大地震はおこ
りますか？）
この時の益城町は８％で
し た。 四 か 月 後 に マ グ ニ
チュード７・３の大地震が
起きています。そこからこ
れらの予想は当てにならな
いという考え方もできます
が、
もともと３％以上は
「高
い」
、 ０・ １ か ら ３ ％ 未 満
が「やや高い」としていま
す。
熊本県歯会は熊本地震前
年の十二月に鹿児島県歯会
と災害時相互応援に関する
覚書を締結しています。南
海トラフに近い鹿児島県側
は危機感を強めていました
が、熊本県歯会は援助チー
ムを派遣する側と考えてい
たようです。ただ、この時
に行政・熊本県と災害時の
協定を結んでいます。この
協定がない状態では救援活
動途中、災害に巻き込まれ
ても何の補償も受けられな
いこととなってしまいま
す。
（大規模災害で歯科に求
められるものとはどんなも
のでしょうか。
）
災害時の歯科の役割は三
つに分けて示されています
（図 ）
。
震災直後のフェーズ１で
は①口腔顎顔面外傷への対
応や後方支援病院への搬送
（トリアージ）
、②避難所や
福祉避難所等への歯科保健
活動、
③歯科的身元確認
（場
合によって遺族へのグリー
フケアも）です。
引き続き十四日程度まで
のフェーズ２では①外傷へ
の対応のほか、歯科救護所
や歯科バスなどでの巡回診
療による義歯修理・製作や
歯科処置に推移していきま
す。②巡回口腔ケアは避難
所から仮設住宅や福祉施設
に場所が移る事があります。

（避難所は主に公立の小
中学校です。中学校区にひ
とつある地域包括ケア・プ
ラザは災害時に特別避難場
所となり障害者らを収容し
ます。地域包括連携と同様
に防災体制も地域包括ケ
ア・プラザの管轄単位で計
画されています。自分が属
する歯科医師会は会則を変
更して地区割りを地域包括
ケア・プラザ管轄単位に変
更します。新しい地区割り
によって会員数が多い所と
少ない所の偏りができまし
た。多い地区を中心に災害
時歯科チームを編成するつ
もりです。
）
そのような地区割りをし
ている行政も増えてきてい
るようで、それぞれの地区
にできる救護所の役割を、
あらかじめ決めているとこ
ろもあります。
しかし、災害時の歯科の
役割としての「歯科保健活
動」はあまり意識されてい

ないと思います。対象は高
齢者や子供たちなどハイリ
スクな方々です。高齢者に
対しては誤嚥性肺炎の予
防、子供たちにはう蝕予防
です。行うことは口腔ケア
や義歯管理指導、お口の体
操などです。新潟県中越地
震の際、地元の歯科医師会
と三つの大学が協力して、
初めて組織的な活動が行な
われました。肺炎による震
災関連死は阪神淡路大震災
では約 ％でしたが、新潟
県中越地震では約 ％でし
た。
（避難所は学校ですから、
そこへ最初に派遣する歯科
医を学校歯科医にしようと
いう案があります。学校の
先生も喜ぶと思います。
）
熊本地震の直後には学校
歯科医が担当する学校を自
発的に訪れて支援したと聞
きました。
被災による母親の不安は
子供に「何か悪いことがあ
る」と感じさせます。続く
余震の恐怖で赤ちゃん返り
がおこり、指しゃぶりをす
る子も出てきます。
また、大きな声をあげて
走り回ることができない避
難所では、フィジカルなス
トレスも溜まります。
結局、
ゲームにも熱中できず、口
がさみしくてアメやジュー
スに手を出します。
簡単な仕事を手伝わせる
ことは効果的でしょう。
小児う蝕に関しては健康
格差も広がります。日本学
校歯科医会から「児童生徒
のための被災時の歯・口の
健康対応マニュアル」が出
ています。ちょっと古いで
すが参考にして下さい。
（高齢者の口腔状況はど
のような状況なのでしょう
か。トイレが少ないので水
を飲まないと聞きました。
）
水や流しが少ないので歯
を磨けませんし、義歯の清
掃も出来ません。恥ずかし
いので人前で義歯は外しに
くいです。これらの積み重
ねが口腔内細菌を増加さ
せ、誤嚥性肺炎を起こしや
すくなります。
ストレスも多いです。薬
を持っていない人もいま
す。結果、塞栓ができやす
い状況になり、脳梗塞や心
不全を起こしやすくなりま
す。また、糖尿病も悪化し
ます。義歯の紛失や不調も
栄養不良や誤嚥を起こしや
すくなる一因です。
（ 水 が 少 な い 状 況 で は、
どのような口腔ケアをする
のですか。
）
普段はマヒで歯磨きがで
きない人等に用いるノンア
トだけです。避難されてい
る方々の中には「何をしに
来た。我々は大変なのだ」
と思われる方もいます。す
ぐ傍らには他人がいる状況
で、勝手に近づいてきて「口
を開けてください」と言わ
れ て、「 ハ イ 」 と 見 せ る に
は抵抗を感じると思われま
す。見舞いの言葉から「肺
炎→口の汚れ→口腔ケア」
と話を進めて行き、理解し
て頂くことが必要です。と
にかく丁寧にゆっくり話を
進めて行きましょう。
歯科訪問診療では、患者
さんが歯科診療や口腔ケア
の必要性を理解した状態で
依頼が来ます。その状況と
同じ進め方で口腔ケアに取
り掛かる歯科医療者が問題
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を起こします。中には治療
までしてしまう人がいま
す。近隣で診療している歯
科医療機関があれば、そこ
と連携し紹介しましょう。
どうしても治療をせざるを
得ない場合でも、応急処置
にとどめておくべきです。
歯科保健活動も、各避難
所を担当している保健師な
どに相談しながら行ってく
ださい。
（熊本では歯ブラシを九
万本以上配布しています。
啓発のポスターも必要のよ
うですね。
）
配布されたものよりも、
普段使っている歯ブラシや
歯間ブラシが個人に合って
いて使い勝手がいいです。
歯磨剤も他の人と共有では

中久木 康一先生
ルコール口腔用ウエット
ティッシュも有効です。利
き手の人差し指にウエット
ティッシュを巻いて、歯面
を清掃します。水不足では
義歯の清掃にも有効です。
液体歯磨きは練り歯磨きに
比べ研磨剤が少なく、うが
いが不要です。歯ブラシに
ついた汚れはペーパータオ
ルで拭き取ります。デンタ
ルフロスも水の消費が少な
いです。
（歯科訪問診療を行って
いる人は避難所での口腔ケ
アは上手と思いますが。
）
救援者には被災者心情に
配慮した節度ある行動と工
夫が求められます。被災者
に口腔ケアが必要と理解し
ているのは私たち供給サイ
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衛生的な問題もあります。
義歯保管ケースは必要で
す。外した義歯を紙に包み
隠して失うケースが多いで
す。高齢者には保湿剤やソ
フト食も持ち出し品に加え
てほしいです。個人に合っ
たものは非常用として準備
してほしいです。
避難所用に歯ブラシの当
て方や唾液を促す体操のポ
スター等も工夫されていま
す。
（東日本大震災の際は避
難所そのものが多く、人的
資源や物質を送る段階での
混乱もあったようですね。
その対策として標準アセス
メントの利用があります。
熊本地震の際、地震発生後
一週間は避難所巡回や支援
物質提供を行っています。
おそらくこの時に標準アセ
スメントの作成を行い、そ
の後の人的資源の有効な配
分を考えたと思います。
）

被災後、速やかに先遣隊
が避難所等を訪れ、歯の痛
い人やハイリスクな人たち
がどのくらいいて、歯ブラ
シなどがどの程度必要かな
どを集約し、標準アセスメ
ント票に記します。それを
対策本部等に報告し、優先
度を評価して、その後の人
的、物質的補給の対策を立
てます。対策本部では管轄
地域全体の口腔保健状況を
避難所等別に把握できます。
熊本地震では被災者個人
の義歯や口腔内の症状、全
身の状態を記録する「個人
用アセスメント票」も使わ
れました。こちらは提案段
階で、まだ統一化はされて
いません。
（巡回口腔ケアには歯科
衛生士のチーム、歯科大学
からの派遣チームが強力
だったと聞きます。これら
との連携で役立つのがコー
ディネーターですか。）

災害が起こると、地域の
行政機関は次々と起こる課
題をこなすのが精一杯で、
歯科の事まで考えが及ぶの
に時間がかかります。熊本
地震の際も熊本県からの歯
科の援助要請が出るまでに
は時間がかかりました。国
も県からの要請が来なけれ
ば動けず、初動が遅れます。
で す か ら、 行 政 サ イ ド に
コーディネーターがいるこ
とが必要です。災害対策本
部には避難所等の総ての情
報が集まります。そこに歯
科の人間がいれば需要サイ
ドの情報は把握できます。
また、歯科支援サイドにも
コーディネーターが必要で
す。こちらには地元歯科医
師会や歯科チームの状況、
他地区や歯科大学、歯科衛
生士会等の応援チームの状
況など、供給サイドの情報
が把握できます。この二方
向のコーディネーターが協
議して、必要なところに人
とモノを配分します。
（災害関連死を防ぐため
に歯科の重要性は知られて
きたが、未だに一部の人に
留まっており、防災体制に
は充分組み込まれていない
状態にあると解釈していい
ですか。）
、
医 療 救 護 で は DMAT
、 JRAT
（リハビリ）
JMAT
から平常の医療体制へ移行
するシステムができていま
すが、歯科保健医療に関し
てはまだまだで、地域歯科
医師会には大きな負担がか
かります。平時より行政や
医師会と連絡を密にし、学
校や地域包括ケア・プラザ、
高齢者介護施設、町内会、
老人会等を通じて地域住民
に災害時歯科保健活動を理
解して頂き、協力をお願い
することが重要でしょう。
（聞き手
伊佐 常樹）

