
日時： 平成29年9月16日（土） 18:00～20:00
会場： 東京医科歯科大学 1号館７階 口腔保健学科第３講義室

日本災害時公衆衛生歯科研究会

災害時の“食べる支援”における

多職種連携とその目的

報告書（第一報）

宮崎県
歯科医師会
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多職種協働に向けての取り組み
～地域から災害支援を見据えて～

後藤大 （歯科医師，宮崎県歯科医師会，ごとう歯科医院）

一開業医として災害支援や地域にでて改めて気付いた，多職種協働につい
て感じたこと，他団体とのこれまでの連携や，事例，今後の課題を交え報告させ
ていただきたい．

災害時における食を支えるチームの役割
～歯科と言語聴覚士の協働からみえてきたもの～

横山茂幹 （言語聴覚士，宮崎ＪＲＡＴ，
日南市立中部病院リハビリテーション科）

平成２８年熊本地震では，災害支援活動を歯科医師とともに実施した．今般，
①実際の支援活動における食を支えるチームの役割，②宮崎JRATにおける
受援者側の研修報告（宮崎県に地震がきた際の備え），③平時からの地域連
携（Mind to mind）の重要性について再考する．

これからの災害時歯科支援 ～フレイル予防として～

中久木康一（歯科医師，日本歯科医師会熊本地震災害歯科
コーディネーター，東京医科歯科大学）

要介護高齢者などの要配慮者においては，災害後の整わない環境下でも口
腔衛生管理が継続されないと，口腔感染症，そして誤嚥性肺炎の発症リスクが
高くなると考えられ，災害時の歯科支援として口腔ケア活動が行われるように
なっている．経験を踏まえ，これからの目的や体制はどうあるべきか，提起する．

話題提供：熊本地震の歯科支援の経験を地域に活かす
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佐藤 保 （歯科医師，日本歯科医師会）
久保山裕子 （歯科衛生士，日本歯科衛生士会）
笠岡（坪山）宜代 （管理栄養士，JDA-DAT）
長 優子 （歯科衛生士，全国行政歯科技術職連絡会）
駒形朋子 （看護師，東京医科歯科大学共同災害看護学）
藤 秀敏 （歯科医師，ホワイト歯科（宮城県多賀城市））
古屋聡 （医師，山梨県牧丘病院院長）
迫田朋子 （研究員，在宅ケアアライアンス）
鈴木惠子 （言語聴覚士，神奈川県言語聴覚士協会会長）
木下義隆 （歯科医師、千葉県歯科医師会）

Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ：これからの“食べる支援”における連携に向けて

発言者：



災害時の“食べる支援”における多職種連携とその目的
報告書（第一報）

発 行 2017（平成29）年9月22日
編 集 日本災害時公衆衛生歯科研究会
発行責任者 中久木 康一

平成28年熊本地震日本歯科医師会災害歯科コーディネーター
日本災害時公衆衛生歯科研究会世話人
jsdphd-admin@umin.org

※ 本報告書に掲載された内容を引用・転載などを希望される場合は、発行責任者までご連絡ください。

• とてもよい会だった
• さまざまな職種の方のお話を聞くことができ、大変勉強になった
• 多くの人が関心があるということに驚いた、嬉しく思った
• もっとSTや栄養士と連携を組まないといけないと思った
• 宮崎の地域連携の仕組みに驚いた、関心した

• 多職種が一堂にそれぞれの経験を通して問題点をあぶり出す場は
大変意義深い

• 災害時の支援に関して全くわかっておらずとても勉強になった
• 阪神淡路や東日本の時から関わっている方々の言葉は胸に滲みた

検討会参加者： 82名

終了後に寄せられた意見：

資格内訳： 医師1名、歯科医師19名、歯科衛生士42名、ST6名、栄養士
5名、看護師（保健師）5名、出版社2名、研究者1名、歯科学生1名）
所属内訳： 歯科医師会6名、医療機関9名、歯科衛生士会19名、自治
体・保健所・行政設置医療センター24名、大学・研究所・他17名、JRAT2
名、出版社2名、フリー3名
懇親会参加者： 17名




