
 

 

 

 

 

 

泉区歯科医師会 災害対策２０２１ 
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※この計画は震災・水害・都市災害等に対応 

 

気象庁発表による横浜市内震度６弱以上を観測した場合、あるいは震度５強未満であっ

ても横浜市歯科医師会または行政等からの要請により、横浜市歯科医師会災害時歯科医療

対策本部の指揮下のもと「災害時の歯科医療救護活動に関する横浜市と横浜市歯科医師会

との協定書」並びに「泉区防災計画震災対策編」に基づき行動する。 

水害・都市災害等の場合は、横浜市歯科医師会または行政等からの要請による。 
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はじめに 

 

【平成以降、比較的被害の大きな地震】（震度６弱は二十数回） 

平成 ５年 ７月１２日に発生 北海道南西沖地震  震度６ 

平成 ７年 １月１７日に発生 阪神淡路大震災   震度７ 

平成１２年１０月 ６日に発生 鳥取県西部地震   震度６強 

平成１６年１０月２３日に発生 新潟県中越地震   震度７ 

平成２３年 ３月１１日に発生 東日本大震災    震度７ 

平成２８年 ４月１４日に発生 熊本地震      震度７ 

平成３０年 ９月 ６日に発生 北海道胆振東部地震 震度７ 

平成３１年 １月 ３日に発生 熊本地震和水町   震度６弱 

平成３１年 ２月２１日に発生 胆振地方中東部   震度６弱 

令和 １年 ６月１８日に発生 山形県沖地震    震度６強 

 

【関東に起こりうる地震】 

ＮＨＫ調べによる今後の情報 

「首都直下地震」および「南海トラフ巨大地震」の発生確率は、今後３０年に７０％とも

言われております。 

 

 

 平成に入ってから、日本の各地で震度６以上の地震が日本の各地において発生していま

す。関東地方には、いつ起きてもおかしくない状況を鑑み、横浜市と横浜市歯科医師会あ

るいは、神奈川県歯科医師会と横浜市歯科医師会との間で、震災時の行動指針が協議され

ています。 

 泉区内においても、以前から泉区防災連絡会が開催されておりますが、平成３０年度か

ら行政、医師会、薬剤師会を含めた泉区災害医療連絡会議が開催され横浜市内で大規模震

災発生時の泉区内での行動指針について協議がなされています。 

 横浜市歯科医師会では、以前からある「災害時歯科医療救護計画」の見直しをしており、

今後起こりうる震災時に対応する行動指針を再構築しています。 

泉区歯科医師会は、平成２９年４月１日からの横浜市歯科医師会統一により地区歯となり、

横歯の方針のもと災害に備えた行動指針を委員会および理事会にて協議し、「泉区歯科医師

会 災害対策２０１９」が作成されたところです。 

それから２年が経過し更なる協議の上で、「泉区歯科医師会 災害対策２０２１」に改訂

いたしました。この指針をもとに泉区歯科医師会会員の先生方にはご協力を賜り、地域住

民に対する医療救護活動にご理解をいただきますようお願い申し上げます。 

泉区歯科医師会 会長 橋本和喜 

令和３年４月１日 
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泉区歯科医師会 災害対策 歯科医療救護計画 要点 

 

横浜市内において震度６弱を観測した場合 

 

 市内で大きな地震が起きた場合、家屋の損壊、停電、断水等様々なライフラインがスト

ップすることが想定されます。行政は、各関連団体と協力の上、ライフラインの復活に向

けた対策をとります。関係団体としての歯科医師会の業務は、大きく分けて次の３項目が

考えられます。 

 

１．患者を受け入れることができる歯科診療所の情報収集（２４時間以内） 

２．避難所等への巡回歯科診療（発災後３日以降） 

３．遺体等の身元確認 

 

【情報収集】 

震災により多数の負傷者が発生した場合は、医療機関における需要と供給のバランスが

崩壊します。発災直後から災害拠点病院等の機能を十分に発揮させるために泉区役所に設

置される医療救護隊が地域防災拠点等の避難場所等を巡回し、重傷者は災害拠点病院、軽

傷者は各診療所へと負傷者に対するトリアージを行います。 

 それに伴い我々歯科医師会では、早期に患者受け入れ可能（診療可能）な歯科診療所を

把握し、行政に報告しなければなりません。そのために情報収集を行います。 

 

【巡回歯科診療班】 

 発災およそ３日後以降は、二次的感染を少しでも予防する目的で、避難所等へ主に口腔

ケア等の保健指導を行うために巡回歯科診療班を編制し対応しなければなりません。その

際に歯科診療が必要な場合、患者が移動可能であれば、診療実施している歯科診療所を紹

介します。移動が困難な場合は、その場で簡単な歯科治療を行います。もちろん重傷度に

より後方医療機関等へ搬送の要否の判断をします。 

 

【警察協力歯科医】 

 遺体等の多数発生がある場合警察は、身元不明者の身元確認のため、神奈川県警察協力

歯科医師等への協力要請を行います。 

 

 

これらの医療救護活動を円滑に実施するためには、全会員のご協力が必要となります。 

被災者である会員の先生方には誠に恐縮ではございますが、ご理解のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 なお、泉区内において壊滅的な被害を受けた場合等は、他都市への応援要請に切り替わ

ります。 
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災害時の流れ（泉区歯科医師会） 

横浜市内で震度６弱以上を観測または要請があった場合 

 会長は、下記対策本部との連絡調整 

（横浜市および泉区の行政は震度５強で災害対策本部の設置、状況に応じ横歯へ要請） 

・横浜市災害対策本部の設置（横浜市役所） 

・泉区災害対策本部の設置（泉区役所） 

・横浜市歯科医師会災害時歯科医療対策本部の設置（横歯災害本部：横浜市歯科医師会） 

 

発災直後（震度６弱以上または要請があった場合） 

 会員は各自定められた方法により診療所の被災状況及び診療の可否を本会へ報告 

 泉区災害対策本部あるいは泉区医師会から泉区災害対策本部への出向の要請 

 ・出向した担当者は、泉区災害対策本部と本会の連絡調整をする。 

庶務理事は情報を取りまとめて会長へ報告。 

発災２４時間以内に会長は収集した情報を横歯災害本部へ報告。 

 

発災２４時間～およそ３日後 

 報告状況に変化があった場合は、その都度報告 

 横歯災害本部、泉区災害対策本部あるいは泉区医師会から会長へ泉区医療救護隊への 

歯科チーム派遣の要請（横浜市防災計画震災対策編 P104）(泉区防災計画 P45) 

 

発災およそ３日後～およそ３か月後 

 横歯災害本部あるいは泉区災害対策本部から会長へ巡回歯科診療の要請 

 所轄警察署から神奈川県警察協力歯科医へ身元確認の要請（横浜市防災計画震災対策編 

P284）(泉区防災計画 P46) 

 

被災状況が鎮静化してきた時期 

 専務理事は横歯が提示する全ての項目を再度収集し再度報告する。 

 

◎情報収集班は収集した情報を報告（横浜市防災計画震災対策編 P243）(泉区防災計画P50) 

  情報の投稿がなかった診療所へ、自身の安全の確保した上で、可能な限り偵察に行き

状況を把握する。 

 

◎巡回歯科診療は会長からの出動要請に対処する。（横浜市防災計画震災対策編 P243） 

（泉区防災計画 P59） 

チームを組み地域防災拠点等への巡回歯科診療に出動する。 

保健指導、口腔ケア、応急処置、搬送の必要性の要否等を行う。 

出動先地域防災拠点等で引き続き巡回歯科診療の必要性について判断。 

巡回歯科診療報告書に必要事項を記載し、会長へ報告。 

  引き続き巡回歯科診療の必要性がある場合は情報収集班へ報告 
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横歯災害本部が設置された場合の泉区歯科医師会の業務 

会  長：横歯災害本部、泉区災害対策本部、泉区医師会との連絡調整 

     情報収集班との連絡調整（横歯災害本部への会員の被災状況等報告） 

     要請による巡回歯科診療班および歯科チーム等の出動命令 

 

副 会 長：会長の補佐 

     泉区災害対策本部、泉区医師会からの要請による泉区災害対策本部への出向 

 

専  務：全般の統括（情報収集班、巡回歯科診療班、歯科チーム等、警察協力医等） 

 

庶  務：情報収集班の統括 

     情報収集班からの情報の取り纏め、取り纏めた情報を会長へ報告 

      

地域医療：巡回歯科診療班の統括 

     会長の命により巡回歯科診療班の編成および出動要請 

     巡回歯科診療班からの報告書を取り纏め、会長へ報告 

 

学校歯科：避難所へ巡回する学校歯科医の統括 

 

上記役員：上部団体、他団体等が開催する防災協議会、防災訓練等への参画 

 

他の役員：上記業務全般の補佐 

 

学校歯科医：防災拠点となる避難所の学校歯科医は、要請に基づき巡回歯科診療を実施 

 

歯科チーム：横歯災害本部、泉区災害対策本部または泉区医師会の要請により医療救護隊

への協力のため出動 

会長の指示に従い、口腔外科出身者より編成する 

 

警察協力医：所轄警察署からの要請による身元確認 

 

訪問協力医：会長の指示に従い、巡回歯科診療班への協力 

 

一般会員：会長の指示に従い、災害時における本会の業務への協力 

 

職務代理：役員および協力医が業務不可の場合は、現場の判断によりその職務を代理する 

     会長の職務を代理する場合は、その旨、横歯災害本部に報告する 

◎災害時の本会の業務のため、必要箇所に連絡が取れない場合に限り、直接会長災害時 

優先携帯電話へその旨連絡をする。   優先携帯電話番号：070-1201-1624 
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泉区防災計画震災対策編  

第３部 応急対策  

第６章 医療救護等対策  

第２節 医薬品等の備蓄及び供給体制  

４ 歯科医療体制 

  災害の規模及び負傷者の発生状況に応じて、歯科医療に関する情報収集を行うため 

の情報収集班及び救護のための巡回診療班を編成します。 

 

≪情報収集班による情報収集≫ 

・横浜市内のいずれかにおいて震度６弱以上を観測した場合は、上部組織からの指示を

待たずに、または要請があった場合は次にあげる情報を収集し報告を行う。 

 

情報報告内容 ※報告内容は横歯と横浜市の協議により変更になる場合があります。 

 発災直後の報告 

１．会員の安否（負傷等の状態） 

２．診療所の全壊、半壊、一部損壊の有無等 

３．診療所の断水、停電等 

４．診療の可否（通常・応急程度・診療不可） 

５．自宅状況等 

 

発災直後の情報収集の方法 

 情報伝達方法手段１：インターネットを利用した「調整さん」での投稿 

情報伝達方法手段２：指定の LINE での投稿 

情報伝達方法手段３：指定のメールアドレスでの投稿 

情報伝達方法手段４：各班に属する会員は班長または副班長に電話等での報告 

 情報伝達方法手段５：上記手段が不可能な場合、徒歩等での伝達 

 

情報収集班構成     

  ※各地域は、ケアプラザ管轄住所に準ずる（班長、副班長は別紙記載） 

第１班 

【下和泉地域】       班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 

【上飯田・いずみ中央地域】 班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 

第２班 

【いずみ野・弥生台地域】  班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 

【新橋・緑園地域】     班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 

第３班 

【岡津・西が岡・領家地域】 班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 

【踊場・葛の口地域】    班長、副班長（巡回歯科診療班班長） 
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情報伝達方法手段１（第１選択）インターネットを利用した【調整さん】 

１．下記の URL にアクセスし、内容に従って項目ごとに○印を入力する。 

https://chouseisan.com/s?h=9d45555381f84c5b9a6d25f59a71cfa1 

（調整さんの URL は、本会ホームページ・LINE ノートにも記載してあります） 

 

情報伝達方法手段２（第２選択）【災害時報告事項 LINE】 

１．調整さんへのリンクが出来ない場合は、全会員で作成した「IDA2021 災害時報告事 

項」LINE グループへ「診療所の被災状況」及び「診療の可否」の２項目のみ投稿 

２．前項の入力で、余裕がある場合や沈静してきた場合は、調整さんまたはメールにて

全項目を入力する。 

 

情報伝達方法手段３（第３選択）【災害時報告事項メール】 

１．下記メールアドレスに会員氏名を必ず記載し「診療所の被災状況及び診療の可否」

を投稿する。 

idareport-saigai@yahoo.co.jp 

（アイディーエーアールイーピーオーアールティー ハイフン サイガイ ＠～） 

２．前項の入力で、余裕がある場合や沈静してきた場合は、調整さんまたはメールにて

全項目を入力する。 

 

※情報収集には【調整さん】が有効なので、極力【調整さん】での投稿に協力を！ 

 

情報伝達方法手段４（第４選択）【電話等】 

１．メールや LINE を使用できない場合は、電話等を使用 

２．別に定める「震災対策情報収集班構成」により情報を伝達する。 

 １）自分の属する班の地域の班長（副班長）に前頁に定めた報告内容を報告する。 

 ２）自分の属する班の地域の班長（副班長）に連絡が取れない場合は、同班（第１班

なら、第１班の他地域）の班長並びに副班長に報告内容を報告する。 

 ３）壊滅的な震災の場合で、同班の班長並びに副班長に連絡が取れない場合は、患者

受け入れが可能な会員のみ、直接会長災害時優先携帯電話に報告する。 

 

情報伝達方法手段５（第５選択） 

１．上記情報伝達方法が出来ない場合、会員は自身の身の安全を確保した上で、可能な

場合自分の班に該当する班長または副班長に定められた報告内容を伝えに行く 

２．すべての情報伝達方法で報告のない会員の状況は、可能であれば、該当する班の班

長または副班長が自身の身の安全を確保した上で、状況を偵察しに行く。 

 

 

 

https://chouseisan.com/s?h=9d45555381f84c5b9a6d25f59a71cfa1
mailto:idareport-saigai@yahoo.co.jp
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情報収集版班長及び副班長から庶務理事への伝達 

１．２４時間以内に班内において、情報伝達方法１に投稿のない先生の情報を情報伝達

方法２または情報伝達方法３から入手し、「調整さん」に追記投稿する。 

２．２４時間以降に班内において、追加された情報を取り纏めて「調整さん」に追記投

稿する。 

３. 報告を受けた庶務理事は各班の情報を取り纏め会長へ報告する。 

４．会長は横浜市歯科医師会災害時歯科医療対策本部連絡調整班へ報告する。 

 

庶務理事から会長への伝達方法 

１．２４時間以内に集まった情報を取りまとめ会長へ報告する 

２．報告を受けた会長は、横浜市歯科医師会災害時歯科医療対策本部連絡調整班へ報告

をする。 

 

再確認 

１．２４時間以上を経過した後、会員からの報告が無い場合は、班長または副班長はそ

の会員診療所の近隣の会員に指示し、自身の安全を確保した上で、可能であれば偵

察に行き状況を把握する。 

２．報告した内容に状況的変化がある場合は速やかに再度の報告をする。 

 

 

職務代理 

各班の班長および副班長が業務不可の場合は、役員の指示のもと、会員が協力する。 
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巡回歯科診療 

横歯災害本部、泉区災害対策本部または泉区医師会の要請を受けた会長は、直ちに地域

防災拠点・避難所等へ歯科医を派遣する。 

ｱ)地域防災拠点、避難所等における歯科保健指導・口腔ケア・歯科診療等 

ｲ)地域防災拠点、避難所等における歯科傷病患者の後方医療機関等への転送要否の判断 

ｳ)情報収集班並びに泉区医療調整班への歯科診療・口腔ケア等の活動状況及び歯科診療

の必要な患者情報の提供 

ｴ)上記活動に伴う会長への報告 

 

巡回歯科診療の出動 

１．会長は、当該地域防災拠点の学校歯科医に対し、状況に応じて編成を組み自身の安

全を確保した上で、出動するよう要請する。 

２．要請が多く上記１．で対応しきれない場合は、巡回歯科診療班にも協力要請する。 

３．要請が長引く場合等、全会員の協力のもと交代制にて出動する。 

４．学校歯科医が不在の場合は、会長の指示のもと巡回歯科診療班は適宜編成を組み出

動する。 

 

巡回歯科診療の診療内容 

１．保健指導・口腔のケア 

     ゆすがなくてよい洗口液（液体歯磨）と歯ブラシ等の使用 

２．比較的簡素な応急処置 

    通院不可能な被災者のための義歯修理、単治、消炎処置、投薬等 

３．搬送の判断 

     診療可能な診療所への案内（のぼり旗）、口腔外科等への搬送 

 

巡回歯科診療班構成   

 ※各地域は、ケアプラザ管轄住所に準ずる（班長、副班長および班員は別紙記載） 

第１班            

【下和泉地域】       班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

【上飯田・いずみ中央地域】 班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

第２班 

【いずみ野・弥生台地域】  班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

【新橋・緑園地域】     班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

第３班 

【岡津・西が岡・領家地域】 班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

【踊場・葛の口地域】    班長（情報収集班副班長）、副班長および班員 

 

巡回歯科診療班の職務代理 

班長、副班長が不在のときは、現場の状況において適宜選出する。 
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巡回歯科診療時における連絡方法 

１．要請を受けた会長は、その旨電話およびメール・LINE 等で学校歯科理事または直

接学校歯科医に命令する。 

２．命令を受けた、学校歯科理事は地域防災拠点に相当する学校歯科医に電話及びメー

ル・ＳＮＳ等で出動要請をする。 

３．要請を受けた学校歯科医は、状況を把握するために出動し次の事項を行う。 

１）保健指導・口腔のケア 

  ２）搬送の判断（診療可能な診療所への転送、後方支援病院等への搬送） 

  ３）状況に応じ、可能であれば簡単な歯科治療 

４．巡回後、活動状況及び歯科診療の必要な患者情報を学校歯科理事へ報告する。 

５ 学校歯科理事は、情報を取り纏めて会長へ報告する。 

 

引き続き巡回診療が必要な場合 

１．要請を受けた会長は、その旨電話およびメール・LINE 等で地域医療理事または当

該地域の巡回歯科診療班に命令する。 

２．命令を受けた、地域医療理事は当該地域の巡回歯科診療班に電話及びメール・ＳＮ

Ｓ等で出動要請をする。 

３．要請を受けた当該地域の巡回歯科診療班は、状況を把握し帯同歯科医に連絡し編成

を組み出動する。 

４．巡回後、活動状況及び歯科診療の必要な患者情報を地域医療理事へ報告する。 

５．地域医療理事は、情報を取り纏めて会長へ報告する。 

 

泉区医師会との連携 

１．泉区医師会からの要請に応じ泉区医師会と連携し、あらかじめ定められた担当者は

自身の安全を確保した上で、泉区災害対策本部へ出向する。 

２．泉区災害対策本部の要請により泉区医療救護隊へ協力する場合、会長の指示のもと

出向した担当者の判断により口腔外科出身者の歯科チームを編成する。 

３．担当者順位は、副会長、専務理事、庶務理事、地域医療理事とする。 

４．長期に及ぶ場合は役員・理事間での交代制とする。 

 

警察協力医 

１．所轄警察署からの直接要請により身元確認のために出動する 

２．出動した警察協力医は、その旨、専務理事へ報告する 

３．専務理事は、取り纏めて、会長へ報告をする 
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地域防災拠点 学校歯科医 緊急給水栓設置場所 災害用地下給水ﾀﾝｸ

飯田北いちょう小学校 川上　敬 飯田北いちょう小学校

上飯田中学校 橋本　和喜

旧いちょう小学校 石川　博之

上飯田小学校 岩崎　仁 上飯田小学校

いずみ野小学校 高橋　信人

いずみ野中学校 小野　清一郎 いずみ野中学校 いずみ野中学校

和泉小学校 細谷　秀樹 和泉小学校

中和田中学校 安田　裕昭 中和田中学校

中和田小学校 相庭　常人 中和田小学校

伊勢山小学校 山崎　貴裕

泉が丘中学校 本間　雅之 泉が丘中学校 泉が丘中学校

下和泉小学校 會川　金之

中和田南小学校 曲山　政則 中和田南小学校

緑園東小学校 江口　幸壽千 緑園東小学校 緑園東小学校

緑園西小学校 林　直樹

新橋小学校 長　幸雄 新橋小学校

岡津小学校 青木　浩史 岡津小学校

西が岡小学校 渡部　徹

領家中学校 青沼　直 領家中学校 領家中学校

東中田小学校 奥野　浩一

中田中学校 渡瀬　孝彦 中田中学校 中田中学校

中田小学校 佐藤　資記

葛野小学校 佐藤　佑輔 葛野小学校

横浜ひなたやま支援学校 三田　浩明

岡津中学校

広域避難場所 緊急給水栓設置場所 災害用地下給水ﾀﾝｸ

戸塚Ｃ．Ｃ．一帯

米軍深谷通信隊

市営上飯田団地

県営いちょう団地 県営いちょう団地

和泉町6606三協土木所

中田町2921付近耕地

緊急給水栓設置場所 災害用地下給水ﾀﾝｸ

高塚

しらゆり公園

西が岡二丁目公園

領家三丁目公園

泉区総合庁舎

緑園都市駅前  
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令和３年４月１日 

 

災害対策 歯科医療救護計画 内規 

 

泉区歯科医師会業務の内規 

原則として、現場の状況において適宜選出する。 

１．会長が連絡不通か欠けた場合 

   副会長、相談役、監事の順で職務代理とし、横歯災害本部へ連絡する。 

２．副会長が連絡不通か欠けた場合 

   相談役、監事の順で職務代理とする。 

３．専務理事が連絡不通か欠けた場合 

   庶務理事または地域医療理事が職務代理とし、兼任する。 

４．庶務理事が連絡不通か欠けた場合 

   情報収集班の班長のいずれかが職務代理とする。 

５．地域医療理事が連絡不通か欠けた場合 

   巡回歯科診療班の班長のいずれかが職務代理とする。 

６．上記の役員の全員が連絡不通か欠けた場合 

   その旨、横歯災害本部へ連絡を入れる。 

７．定められた業務以外に必要あって要請された業務に関しては、会長の指示のもと会員

は協力をする。 

 

情報収集の内規 

１．庶務理事は、発災後、２４時間以内に被災状況及び診療の可否の情報を取り纏め、会

長へ報告をする。 

２．得られた情報は、会長が横歯災害本部へ報告する。 

３．情報収集班の班長は、２４時間以降、報告の無い会員へは、偵察に行く。 

４．その他、会長の指示に会員は協力をする。 

 

巡回歯科診療班の内規  

１．原則として要請を受けた地域防災拠点の学校歯科医が対応する。 

２．再度の要請に関しては、会長の指示により、巡回歯科診療班を編成する。 

３．巡回歯科診療班および学校歯科医ではない会員診療所が被災し診療不可の場合は、会 

員本人が無事であれば臨時に巡回診療に参加することとする。 

４．原則として、巡回歯科診療班班長は情報収集班の副班長を務める。 

５．原則として、会員名簿の電話連絡網の２段目の枠は、巡回診療班に所属する。 

６．その他、地域医療理事の指示に会員は協力をする。 

７．歯ブラシおよび歯磨き粉は、各防災拠点に該当する学校歯科医が保管をする。 

８．歯磨き粉の消費期限が近づき理事会の指示の元新たなものが配布された後は、各学校

歯科医が処分する 



泉区歯科医師会 災害対策２０２１ 歯科医療救護計画 

13 

９．保健指導で使用した歯ブラシおよび歯磨き粉は、地域防災拠点で使用した分を費用弁

償として横歯へと請求をする。 

・歯ブラシ：Ci メディカル Ci ベーシック 定価 643 円（20 本） 

・歯磨き粉：ORALPEACE クリーン＆モイスチュア 定価 1,296 円 

 

 

泉区歯科医師会災害時用 yahooアクセス権限 

１．役員：会長、副会長、専務理事、監事、相談役 

２．庶務理事、地域医療理事、学校歯科理事、各班長１２名 

  上記役員理事班長は、どこからでも yahoo にアクセスできる 

３．被災状況及び診療の可否を取り纏めて、横歯災害本部への第１回目の報告とする。被

災状況が鎮静化してきた時期に、横歯が提示する全ての項目を再度収集し再度報告す

る。 

 

LINEの内規  

１．災害用 LINE グループ 

 １）IDA2021 災害時報告事項 全会員 

 ２）IDA2021 情報収集班    

情報収集班班長＋副班長＋三役＋庶務理事＋地域医療理事＋学校歯科理事 

 ３）IDA2021 巡回歯科診療班 

巡回歯科診療班班長＋副班長＋三役＋庶務理事＋地域医療理事＋学校歯科理事 

 ４）IDA2021 巡回歯科診療○○班（６グループ） 

   各巡回歯科診療班班長＋副班長＋班員＋専務理事＋地域医療理事 

２．発災直後の第１情報報告手段として IDA2021 災害時報告事項（全員用）LINE グルー

プを活用し、被災状況等をあらかじめ定めてある災害時情報報告「調整さん」に入力

する。 

３．IDA2021 災害時報告事項 LINE グループのノートに災害時情報報告「調整さん」の

URL を記載。 

４．調整さんへの入力が出来ない場合１）IDA2021 災害時報告事項 全会員 LINE に被災

状況及び診療の可否を投稿する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


