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藤本地震の搬策経讚で気づいた

0ため

熊本県益城町

熊本地震の経験から

2016年 4月 14日 、熊本県益城町を震源とする最大震度 7

の地震が発生しました。そして後に本震と呼ばれる、16日

午前 1時 25分に起きた巨大な地震。私にとって生涯忘れら

れない出来事となりました。暗闇に、とてつもなく大きな揺

れと、大音量の地震アラームが日鳥り響 く中、着の身着のまま

で部屋を飛び出しました。地割れや漏れたガスの臭いの中、

近所の店舗の駐車場で夜を明かしました。恐怖で涙が止まら

ない夜でした。まさか熊本が、自宅から数百メー トル先が、

熊本地震

発生日時 (本震) 2016年 4月 16日 1時25分

規模 (マグニチュード) Mフ 3

深 さ 深さ約10Km

最大震度 震度フ●長本県益城町)

死者 (震災関連死を含む)250人強

避難者 最大 18万3,882人

全壊 8,697棟

住家被害 半壊 34,03フ 棟

―音Б石皮損   155,902棟

(文 献1よ り引用)

2016年 4月 14日 21時 26分、熊本県熊本地方で震源

の深さ約10Km、 M65の地震が発生した。また、4月

η6日 1時25分 には同じく震源の深さ約刊OKm、 M73
が発生 (のちに本震と呼ばれる)し、気象庁震度階級で

はもつとも高い震度フを観測した。

巨大地震の震源地になるとは夢にも思いませんでした。

自宅周辺は倒壊した家屋が多く、地割れも大きいことから、

翌日より近所の小学校に避難しました。屋内で揺れを感じる

ことが怖かったため、私はグラウンドで車中泊をしながら避

難生活を送ることとなりました。その中で体験したことを基

に、本稿では歯科衛生士として、医療人として思う大切なこ

とをお伝えしていこうと思います。
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にDHができること
白石 愛
Ai SHIRAISHI

熊本リハビリテーション病院

歯科日腔外科 [熊本県 ]

NST専門療法士

日本摂食廉下リハビリテーション学会認定士

歯科衛生士

支援は、気づきからはじまる

災害に遭遇 したときや支援を考えるとき、“歯科衛生士と

して"“ 医療人として "、 何ができるか、とっさに考えること

は難しいと思います。

まずは危険回避を第一に行い、」ヽさいお子さんや介護の必

要な家族がいれば、日の前の自分の家族を守るべきだと思い

ます。そして、周囲を見渡し、何か気付いたこと、やるべき

[戯 ]亡〒屋 聡   山梨市立牧丘病院

Satoshi FuRυ YA  院長・医師

ことが見つかれば、それがどんなに些細なことでも「被災地

支援」の第一歩になると考えます。

次ページからは、避難所の実際のようすを交えながら、「歯

科衛生士がす ぐにできる5つ の支援」につく′ヽてお伝えしてい

こうと思います。

卜
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震災発生直後は、不安のなか避難しているため適切な判断がしにくく、混乱を招きやすい状況でした。

モラルの失われた避難所で

避難所の実際

災害直後は、
物資もなく混乱している

震災直後の避難所は支援物資がなかなか届かない

にもかかわらず、とても多くの人で溢れていました。

やっと届いた物資には老若男女構わず「我先に」と

いう人たちも多く、そこにはモラルが失われた世界

がありました。そんな中、「どうにかしないといけ

ない」と数名が立ち上がり、私も仲間に入れてもら

いました。私は歯科衛生士として、医療班で活動す

ることになり、理学療法士や看護師、後に医師や看

護学校の学生さんも力強い仲間となりました。

“お回の相談窓口"になる

避難所では「医療職種 (歯科衛生士)であることを伝えるこ

と」が重要です。避難所にいる方の中には口腔に関する悩み

を持つ方、そして実際に困っている方が多いにもかかわらず、

相談できない状況です。そのような方たちの拠 り所となるの

が私たち歯科衛生士の役目だと思っています。

私は避難所内に口腔の トラブルについての相談や口腔ケア

ができるスペースを作 りました。熊本地震は深夜に発生した

地震だったため、義歯を自宅に置tヽ たまま避難してこられた

方や、震災後一度も歯磨きをしておられない方も多く相談に

来られました。

過去の震災データからもわかるように、肺炎の発症率は2

週間後から急激に増えるといわれています 2)。 実際に避難所

では、ほとんどの方が 2、 3日 は歯磨きを忘れている状況で、

話を伺うと、「恐怖で、歯磨きどころではない」という声も

多く聞かれました。そのような方々の口腔衛生状態を確認し、

適したケア用品を選択して口腔清掃指導を行うなど、歯科衛

筆者を含む看護師や理学療法士、小学校の保護者など有志によるボ

ランティアを結成した。最初は4～ 5人だったが、後に他職種や小学

生から大学生まで20人以上の仲間と活動をともにすることとなつた。

ガムテープで

腕章を作製。

生士だからこそできることがたくさんありました。 こういっ

た活動が、ひいては被災地での肺炎予防につなが ります。“話

を聞 くこと、口腔内を診ること"か ら問題点を提示 し、解決

に向けて動 くことはとても大切なことだと思います。

横浜から来てくださつた医師、看護師2名とともに保

健室で (右から2番 目が筆者)。 看護師は自主的に夜

勤体制を作り、避難者の生活を守っていた。

OH tiて
・ヽとること

「歯科衛生士です」と名乗りをあIザる

●医療職種であると伝えることで、支援の輸を広げやすくする

0避難者の歯科にかかわる悩みの拠り所となれることを伝え、肺炎予防につなげていく
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歯科用品の入つた段ボールが
置かれたままのことも

避難所の実際

数 日経ち、被災地に日々運び込まれる数多 くの段ボール。

「何の箱かわからない」と署ヒいてあつた段ボールの中には、歯

ブラシや歯磨斉Uな ど口腔衛生用品が入っていました。段ボー

ルには社名 と商品名が記載されていたのですが、歯科医療従

事者以外には何が入っているのかわからなかったのです。

もし、避難所で「これは歯科関係用品だ」とわかるものが

あったら開封 し、困っている方にお渡 しして、使用方法など

情報提供ができるとよいでしょう。段ボールを開けるだけで、

ひとつの大きな支援のきっかけになります。

口腔清掃環境を整える

大容量のデンタルリンスやオーラルケア用品などを洗面スペースに

置き、避難者の意識が変わるのを期待しました。

私の友人で、2011年の東日本大震災で支援を経験した大阪の歯科

衛生士から届いた支援物資には、オーラルケア用品やペンライト、生

理用品、鎮痛剤など自身の経験をもとに選んでくれたものに加え、口

腔清掃方法や口腔体操が記された手作 りのポスターがありました。こ

れらを洗面スペースなどに設置することで、多 くの避難者が興味を

持って実践してくれました。

熊本地震の綬災経験で気づいた

機策〕由支援のためにDHができること

支援物資で送られてきた歯科用品をまとめて歯科ス

ペースに。歯間ブラシのサイズや何を使ったらよいか

など相談に乗りながら適したケアグッズをお渡しした。

k ■tt子リ t,功t V

歯ブラシや歯磨剤、洗口剤、義歯洗浄剤などの製品名。メーカー名は歯科関係者にしかわからないことが多いのです。

彎   
「

段ボールを開けよう!

大阪の歯科衛生士仲間

が東日本大震災の教訓

を経て送つてくれた手

作リポスター。
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大容量の口腔ケアグッズは

共用スペースに設置した。

oHtiできること

歯科用品の支援物資を管理する

●適切な歯科用品を選択し、必要としている方へ手渡す

0製品の効果的な使用方法などの情報提供を行う

●不足しているものなどを把握し、支援を求める

しヽいとこ取り

あ
くるり‐ん ′しぃ   う   ペ
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避難所の実際

避難者は建物の外にもいる
車で避難されてきた方の中には、避難所の建物内ではなく

グラウンドなどに車を停めて過ごされている方も多くいらっしゃいました。

隔離された第2の避難所

「避難所」といつても、施設内だけではなく、余震の恐怖などから、建

物付近の駐車場やグラウンドに車で避難され、いわゆる「車中泊」で過ご

している方も多く見かけました。

避難所よりも情報が入りにくいほか、狭い空間に長時間同じ姿勢でいる

ことにより、下肢が圧迫され血流が悪 くなるエコノミークラス症候群が懸

念されました。そして、このような状態が続くと、血栓ができやすく、そ

れが肺の静脈を詰まらせてしまうことで肺血栓などを発症することがあ

り、注意が必要です。

私は横浜から支援に来ていただいた医師とともに、エコノミークラス症

候群の予防について、車中泊が多く行われているグラウンドで車一台ずつ、

声をかけて資料をお渡ししてまわりました。

車中泊をする方のなかには高齢のご夫婦や、狭い車の中に家族で寝泊まり

している方、生後間もない赤ちゃんを抱っこしたお母さんなど、多くの方が

おられ、そのような方への情報提供もとても重要なことだと感じました。

避難所の外には高齢者や小さなお子さんを持つ方など、「なかなかその

場を離れることのできない方」もおられます。ボランティアでは、支援が

必要と思われる方に優先して食糧やおむつなどを届けたり、また、数人で

区役所へ水を汲みに行ったりもしていました。

全身状態もチェックしよう

地震の恐怖は、精神的なダメージを与えます。関連死で命

を落とされた方も多く、とくに高齢者や小さなお子さんを抱

えた方には気を配る必要があり、高齢者の方にはせん妄が誘

発されることもあるので注意が必要です。震災のショックで

母乳が少なくなるお母さんもおられました。

他にも人工透析中の方や経管栄養の方もおられ、疾患を抱

エコノミークラス

症候群予防体採や、

脱水予防のための

経口補水液の作り

方などの資料を手

作りし、配布した。

えた患者 さんをいち早 く把握 し対応 してい くことが必要で

す。また、口腔内の不衛生により肺炎、脱水、便秘など新た

な疾患を併発 してしまうことも少なくありません。全身状態

で気になることはないか、体調確認など、早期に聞き取 りを

行 うことはとても重要ですっ

車内に避難されている方たちへ、

声をかけてまわった。

く
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oHtiできること

避難所の外にいる人にも声をかけてみる

●車中泊をされている方へ情報提供を行う         0高 齢者や小さいお子さんを持つ方、一人でいる方にも声

●死につながるエコノミークラス症候群の予防につなげる   をかけ、体調確認を行う

И

回
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支援物資の食形態が合わない方がいる

避難所の実際

支援物資として届く食糧の多くはパンや菓子類で、

小さなお子さんや高齢者の方、義歯を忘れた方は食べられないことがあります。

一人ひとり食形態は異なる

支援物資は限られたものしかありません。震災直後は、多

くの避難者に対し、半分の方にも行き波らない程度の菓子パ

ンが届 く程度で、ボランティアで整理券を作ったり、高齢の

方やお子さんを持つご家族に優先して配るなど、配慮をしな

がら物資の受け渡しをしていました。

しかし、なかには、義歯のない方や小さなお子さん、摂食

疎下障害のある方など困つている方もおられます。こんなと

きに役立つのが、月齢ごとに食形態が分類されているレトル

トの離乳食です。小さなお子さんには保護者と相談しながら、

熊本地震の被美経験で気づいた

搬策
'山

支援のためにDHができること

摂食疎下障害のある高齢者の方には、普段食べていたものを

お聞きし、できるだけ形態の近いものを探 してあげてみてく

ださい。このときにも、歯科衛生士であることを告げてお く

と、物資のセレク トを受け入れてもらいやすいでしょう。

また、自衛隊など炊き出しの支援をしていただける所があ

る場合、「おかゆを作っていただけませんか ?」 と一言声をか

けるだけで、救われる方が多 くいらっしゃいます。自分から

は言い出せない環境のなか、このような気付きの一言がとて

も喜ばれます。

試飲には長蛇の列ができ、

多くの方が喜んでくれた。

移動できない方には

子どもたちがお手伝

いをしてくれていた。

PHGGの一つ、サンファイバー(太

陽化学)。 無昧無臭で飲食物の味

が変わらない。

か ?」 と声をかけることが大事です。特に避難所ではお手洗

いに行きたくなく、水分をあまり摂取されない方もいます。

脱水の危険もあり、特に高齢者の方などは注意が必要です。

栄養の偏り、大丈夫?

支援物資は日持ちのする稟子パンや缶詰、お菓子などが多

く、新鮮な野菜や良質なタンパク質を摂取できるのは震災後、

かなりの時間が経過してからとなり、その間のバランスの悪

い食事は体調を崩す原因にもなります。私が実際に避難所で

生活しておられる方に調査した結果、震災3日 目で、ほとん

どの方が、排イ更がないことが判明しました。

私は栄養療法で使用される食物繊維 (PHGG:グ ァーガム

分解物)スティックの存在を知っていたため、支援に来ていた

だいた医師に相談し、酉己給していただけることになりました。

拡声器を用いて避難時は食物繊維が不足しがちなことを説明

し、看護師とともに果汁 100%の ジュースやお茶に食物繊維

のスティックを溶かしたものを皆さんに試飲していただいて

いました。中には、食物繊維をとることができ、お通じがあっ

たことを涙目で伝えに来てくださった方もおられました。

「ちゃんと食べていますか?」「ちやんとお通じはあります

oHtiで きること

食支援にかかわってみる

0その人に合った食形態を選択してあげることで、 ●避難者の栄養状態にも日を向けてみる(食物繊維不足が予測できる

少しでも「食べる」ことに目を向けてみる      ため、普段からPHGG配含スティックなどを備蓄する考慮をしておく)
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避難所の実際

大きな不安の中で避難生活をしていく
いつ余震が起こるか、いつ家に戻れるか、これからの生活再建など

さまざまな不安がある中、避難所での生活を乗り越えなければなりません。

話を聞くだけで心のケアに

最初に避難所に来た時には、ここでどう過ごすことになる

のか、余震の心配など、私でさえも不安でいっぱもヽでした。

自分が困っていること、不安なことは、きっと他の方も同じ

です。身体の不自由な方、高齢者、お子さんをお持ちの方、

介護をされる方などはもっと不安だと思います。

私はできるだけ多くの方へ声をかけてつながりをつくってい

きました。すると、「家も倒壊し、これからどうやって生活し

ていこうか」「今まで食事にはかなり気をつけてきたのにずっと

健康教室が1つのきつかけに

私はいろいろな話を聞き、避難生活を送るなかで「もっと自

分を大切にしてほしい、日々の自分へのケアを大事にしてほし

い」という思いから、健康教室のようなものができないだろう

かと考え、夕食後の午後 8時からミニレクチャーを始めました。

レクチャーでは、口腔ケアの重要性をお伝えすることや、

排泄、栄養、体調など、自身の健康管理も「自分を大切にする」

ことで、見つめてほしいこともお伝えしました。皆さん、熱

心に耳を傾けてくださり、終了後は自身の思いを伝えに来て

子どもたちが寂しくな

らないようにと歯科衛

生士の友人が送つてく

れた変装グッズ。

就寝前に行つ

ていた夜の健

康教室。

パンしか食べていない」「おばあちやんが家に帰りたいというけ

れど危なくて帰れない」など、多くのことを話してくださるよ

うになりました。具体的な解決策が提案できずとも、「聞いて

くれてありがとう」と涙される方もおられました。

声をかけ、話すことで困っている方の心が少しでも晴れたり、

また、その方に必要な資源がわかれば、それも立派な災害支援

になると思います。隣にいる方力彰ひ配ならば、声をかけるだけ

でも、その方にとってはアムが救われることかもしれません。

くださる方もおられました。 しかし、なんといっても就寝前

に歯磨きをされる方が増え、洗面スペースがにぎやかになっ

ていったことはとてもうれ しく思いました。

自分のそばに困っている方がいたら、ぜひ声をかけてあげ

てください。話をすることで、きっとお互いの心にあたたか

い火が灯ると思います。そして、その先に歯科衛生士 として、

一医療人 としてやるべき幅がもっと広がるのではないかと私

は考えます。

健康教室後は洗

面スペースがに

ぎやかになった。

DH tiでとること

積極的に声をかける

●傾聴することで、少しでも不安を解消することができる

0避難生活での困りごとを抽出し、解決策を考える
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熊本地震の被災経験で気づいた

搬策〕由支援のためにDHができること

被災地では歯科衛生士による口腔ケアが求められる
古 屋 聡  山梨市立牧丘病院 院長・医師

口腔ケアが災害時にも非常に大切であることは、すでに阪神淡路大震災でも足立らによって報告されていま

す
ω
。筆者自身も、2011年 3月 16日 、宮城県気イ山沼市において1800人にものばる多くの人たちが避難した市尻

総合体育館ケー・ ウェーブヘ支援に向かい、すでに寒冷 。乾燥に加え、飲料水や生活用水 (も ちろん口腔ケア時

の水も!)な ど水の不足や、摂食囃下に難がある方に適した食事の不足、口腔清掃用品の不足、口腔ケアの担い手

の不足など、圧倒的な口腔ケアの二十ズを実感しました。なかには義歯をなくされた方もタラくいらっしゃいました。

そして発災数日後からアウトブレークした肺炎。大東らの報告
のでは、震災後、期間平均で気仙沼市内の肺炎入

院症例は57倍、肺炎死亡例は89倍に増加し、高齢者を中心に肺炎患者が急増したことが明らかとなりました。

しかし、肺炎の予防に関しもっとも大切な活動の一つである口腔ケアが、災害時の早期から避難所や施設、在

宅で積極的に取 り組まれるでしょうか? 残念ながら、現在までのところ、急性期のケアを十分に行うことはま

だなかなか困難なのが現実です。現在、」MAT(日 本医師会災害医療チーム)や、歯科医師会、歯科衛生士会を通

じた公的スキームでは、災害エリア外からの支援には、どうしても1週間ほどのタイムラグが生じます。現地と

外部でうまくタッグを組めたケースとしては、本稿でも取 り上げられた熊本地震における「熊本地震摂食サポー

ト」があげられ、筆者も関与し、4月 18日 から本格的に活動が開始され、代表の前田圭介氏から「災害時栄養サポー

トチーム(DNST)」 として提唱されました
5)。

一方で、熊本地震で被災者となり車内生活を続けながら、歯科支援活動に携わった自石 D日 の行動と経験は今

後の災害支援活動に対しても非常に示唆的であると考えます。歯科衛生士による専門的口腔ケアが病院医療の急

性期やリハビリ期、慢性期、さらにはend of life careと しても、たいへん重要であるように、災害現場でも避

難所や施設、在宅被災者の急性期ケアの一環として、ごく早期から必要な人に確実に導入されることが望まれて

います。読者のみなさんも、身近に災害が起こった際には、即座に現場の大切なケアメンバーとなります。よろ

しくお願いします。小さいと思えることでも、専門的な視点が多くの人を助けます。

支援は、いつでもどこでもできる

白 石 愛 熊本リハビリテーション病院・歯科衛生士

東 日本大震災や熊本地震、西日本豪雨や北海道胆振地震など、災害に遭遇することはいつ自分の身に起きてもおかしく

ないこととして考えていく時代になってきたように思います。

私が、被災者から支援側へまわった理由、それは突発的にでした。一緒に避難した方の中には、物資が多く手に入る場所へ移

動した方もいました。 しかし、私は困った人たちが大勢いる中で、その場を離れることはできませんでした。車中泊をする中で

不安な夜も多くありました力＼ そんな日寺は論文執筆をしていました。そのほうが気持ちが紛れることも多かったように思tヽ ます。

困っている方たちのために役に立ちたい、ボランティアをしていきたい、と強い志をもっている歯科衛生士も多 くいる

ことと思います。 しかし、 どこへどのようにアクセスしたらいいのだろう?と 迷 うことも多いと思います。都道府県歯科

衛生士会による「災害支援歯科衛生士登録」という制度など災害支援をとりまくボランティアのシステムもいろいろあ り

ますので、普段から調べてお くと有事の際に役立つでしょう。

そして、難 しく考えずにできることとして挙げた今回の 5項 目は、す ぐにできる支援だと思います。気負わず、一医療

人 として、歯科衛生士の普段持つ力を発揮 して くださぃ。歯科衛生士だからこそ、気付ける視点がそこにはあると思しヽます。
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