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研究要旨
本班の H20、H21 年度の研究結果より、歯科医師養成に関わる卒前、卒後教育／研修課程においての
大規模災害時における歯科保健医療に関する教育については、実施されている施設はわずかでしかな
く、今後本班で調査／提案する歯科保健医療体制を構築するにあたり、人材育成の観点で、実質的な
導入法を検討する必要がある。そこで、これまでに実際に教育を実施している米国２大学を調査した。
災害時における歯科医師／歯科医療従事者の明確な役割の認知とともに、役割実施にあたり、登録制
度の必要性、それらを前提とした災害医療教育（CDLS: Core Disaster Life Support 等）が行われ
ていることが明らかとなった。今後、本班における研究成果を人材育成に活用するにあたり、我が国
における災害時の歯科医療従事者の役割を、法的根拠をもとに公衆に認知してもらう必要性、そして、
それをもとに、卒前においては、災害医療に関わる基本事項、地域における特性教育を組み込んだ教
育を実施し、卒後においては、さらに進んだ内容の教育実施、生涯研修において継続的な教育実施が
必要となると考えられた。

Ａ．研究目的
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種について、どの医療従事者が優先的に予防接

かすという観点、日頃、注射を持つ必要がない

種を“受ける”のか、論じられていたことにた

医師と、日頃から注射を打っている歯科医師、

し対照的であり、非常に印象に残っている。

どちらが注射を打つ技術があるのか、そのよう

このように、災害時において、歯科医師がど

な現実的な視点に立って、非常時対応の人材を

のような役割を担う立場になるのか、というこ

育成するスタイルが、今回の調査においては、

とが、法的根拠をもって、
（州）政府に認められ

根底にあったように思われる。

ていることを前提に、公衆に対してのどのよう

本研究班で実施されてきた調査内容をもとに、

な責任、役割を歯科医師が担うべきか、そして、

歯科医療従事者として、既に確立した対応内容

それらを実施するために必要なる基本的知識、

への教育を充実することはもとより、今後、歯

活動内容等を教育するというのが、今回調査し

科医療従事者がトレーニングを受けることで、

た２校における災害教育であった。この点で、

何が可能となるか、を含めて、教育内容を、卒

我が国において、歯科医療従事者が、ファース

前、卒後の教育内容を考えていく必要があると

トレスポンダーとして、早いフェーズ時期での

思われた。外科的応急処置、トリアージ、遺体

災害現場で活動することは想定されておらず、

鑑別等、医科と協同できる部分があれば、率先

おもに、避難所で活動が災害救護活動として考

して人材を育成するコースの設定が、医師会、

えられている。

歯科医師会、大学、学会などの組織を越えて、

技術を持つ者がその技術を応用できる場面で活

全国的に実施されることを望むところである。
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