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・これまでの九州各県の専務会は年１回の開催であ
ったが、今年度より年２回の開催となった。

＜協議事項＞
（１）令和２年度事業計画立案構想について
　①九州歯科医学大会
　　熊本県歯科医師会担当　令和２年10月17日、18日
　②年２回九州歯界の発行
　③公募研究事業の助成（総額150万、上限50万）
　④九州各県歯科診療補助者養成への助成（25万）
　⑤九地連会長表彰
　⑥弔意見舞金事業
　⑦大規模災害時の対応
　⑧諸会議の開催
　⑨九州各県歯科医師会事務職員研修会の開催（長
崎県）

（２）令和２年度予算編成構想について
（３）令和３年度九地連公募研究事業テーマ選定に
ついて

　・専務会において５つの事業を選択、最終的には
次回会長会において決定

（４）九州デンタルショーにおける施設基準対応講
習会の対応について

　・福岡県で開催の九州デンタルショーと同日に開
催している施設基準対応講習会を九地連会員が
優先的に受講できる環境整備を図りたいとの提
案があり。九地連から30万の補助をする。次回
会長会において協議。

（５）災害対応について
　・検討事項として　①九地連としての災害マニュ
アル作成　②被災地における歯科医療救護活動
の報告書の作成　③常設委員会の設置（Ｗeb
会議を含む）

　　各県の災害マニュアルを検討して継続審議する
ことに

（６）九州歯科医学大会抄録等への広告記事掲載に
ついて

　・開催県に一任
（７）九州各県専務理事会の開催概要について
　・従来行われていた１月開催の専務会は各県輪番
での開催であるが、９月開催の専務会の開催場
所について協議。福岡県での開催を固定する案
もあるが、今年の９月は沖縄で開催。

　　（９月12日）
（８）各県提出協議題
（９）その他

日時：令和２年１月11日（土）午後２時〜午後５時20分
場所：佐賀県歯科医師会館

● 県外報告 ●

専務理事　松　島　一　夫

令和元年度第２回九州各県歯科医師会専務理事会
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　令和２年１月29日（水）午後１時から、日本歯科
医師会館にて、令和元年度都道府県歯科医師会地域
保健・産業保健・介護保険担当理事連絡協議会が開
催された。
　司会・進行は、羽根司人日本歯科医師会地域保健
委員会委員長により行われた。
１．開　会　日本歯科医師会理事　　　佐藤　理之
２．挨　拶　日本歯科医師会会長　　　堀　　憲郎
　　　　　　厚生労働省医政局歯科保健課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　田口　円裕
３．出席者紹介
４．厚生労働省報告
　　　医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室長
	 宮原　勇治
　　　医政局歯科保健課長補佐	 小嶺　祐子
　　　老健局老人保健課医療・介護連携技術推進官
	 田上真理子
５．地域保健関係報告
　　　日本歯科医師会副会長	 佐藤　　保
　　　日本歯科医師会常務理事	 山本　秀樹
　　　日本歯科医師会常務理事	 小玉　　剛
６．令和元年度地域保健・産業保健・介護保険関係
アンケート報告

　①地域保健の現状と保健医療施策
　　　日本歯科医師会地域保健委員会委員長
	 羽根　司人
　②小児歯科保健・食育
　　　日本歯科医師会地域保健委員会副委員長
	 阪本　義之
　③成人歯科保健・産業歯科保健
　　　日本歯科医師会地域保健委員会副委員長
	 羽根　司人
　④高齢者歯科保健・介護保険（在宅歯科医療）を含む
　　　日本歯科医師会地域保健委員会副委員長
	 阪本　義之
７．協　議
（１）都道府県の取り組みについて
（２）その他

８．８０２０推進財団報告
　　　８０２０推進財団	 山本　秀樹
９．日本歯科総合研究機構
　　　日本歯科総合研究機構主任研究員
	 垣石美登里
10．閉　　会　　日本歯科医師会理事　細野　　純

　日本歯科医師会　堀　憲郎会長からは、「昭和55
年、公衆衛生担当者会から約40年を迎える歴史のあ
る担当理事連絡協議会であり、３年前の骨太の方針
への成長戦略に始まり歯科界は大きな変革を迎え、
厚生労働省医政局歯科保健課歯科口腔保健推進室へ
と変わり、今後歯科ビジョンの構築（既に取り組ん
でいるものもある）に向けて具体的なアクションを
起こし、ゴールへと向かう時期になった」、との挨
拶があった。
　厚生労働省医政局歯科保健課　田口　円裕課長か
らは、「歯科保健は大きな変革期にある。国の近未
来、中長期的な地域包括ケアシステムは2040年健康
寿命の延伸に向けて、歯科口腔保健医療の充実、歯
科医療体制の構築、在宅医療対策の課題、医科歯科
連携に向けて更なる構築が必要である」との挨拶が
あった。
　厚生労働省報告として、医政局歯科保健課歯科口
腔保健推進室　宮原　勇治室長により、令和２年度
予算（案）歯科保健医療施策の概要についての報告
が行なわれた。
　医政局歯科保健課　小嶺　裕子課長補佐からは、
歯科医療提供体制推進事業など令和２年度予算の概
要についての報告が行われた。
　田上　真理子老健局老人保健課医療・介護連携技
術推進官より、高齢者の介護予防、フレイル対策、
認知症予防に関する国の動向について報告が行なわ
れた。
　本県でも後期高齢者歯科検診を行っているが、全
県検診を早急に進める必要を感じた。
　佐藤　保日本歯科医師会副会長からは、小児医療
体制構築、在宅歯科医療提供体制の充実等など医療

日時：令和２年１月29日（水）午後１時〜午後５時
場所：日本歯科医師会館

● 県外報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和元年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・
介護保険担当理事連絡協議会
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計画関係について、第７次医療計画の中間見直しに
向けて今後検討が必要な事項を、各県で次期に向け
て対応いただきたいとの報告があった。
　山本　秀樹日本歯科医師会常務理事からは、地域
保健委員会における主要検討９課題（案）について
の報告があった。
　小玉　剛日本歯科医師会常務理事からは、オーラ
ルフレイル、在宅歯科医療、認知症対応力向上研修
会、災害歯科保健医療体制研修会等について報告が
行われた。
　アンケート調査からは、44道府県で歯科口腔保健
推進条例が制定され、「オーラルフレイル」の記載
は交付後も記載が少ない、岩手県、栃木県、神奈川
県、新潟県、岐阜県、徳島県、熊本県は見直しを行
った。平成30年には医療と介護の同時改定が行わ
れ、今後一体的な改革が進められるスケジュールと
なっている口腔保健支援センターの設置は令和元年
度68.1%となった。歯科保健医療サービス提供者へ
の歯科保健医療推進について「医療的ケア児」への
対応事業があまり進んでいない結果となった、今後
対応を考える必要がある。口腔がん検診の主体は、
郡市区歯科医師会であり、行政事業としてのかかわ
りが多く、イベント時の開催、啓発活動は増加して
いる。第３期がん対策巣新基本計画（平成30年３月
９日閣議決定）では、口腔がんは希少がんに相当す
るが積極的な取り組みはなされていない。母子保健
事業については、「1.6歳児検診」及び「３歳児検
診」以外に乳幼児健診が2/3の都道府県で行われて
いる。妊婦歯科検診では、平成30年においては78.7
％が市町村事業として行っている。本県でも早急に

把握、取り組みについて検討する課題だと感じた。
新規にパートナー（配偶者）歯科検診について、
31.9％市町村事業として実施している。一方「子育
て世代包括支援センター」設置については把握でき
ていない。しかし、少しずつ把握増加傾向にある。
訪問籍の児童がいる学校の把握していない都道府県
がほとんどで、特別支援学校と特別支援学級の歯科
保健データは、約半数程度の都道府県が把握してい
る。食育推進活動は、自治体のイベントや栄養士会
等との他職種との連携活動、少しずつ増え40.4％で
行われている。児童相談所や家庭支援センターとの
連携は1/4程度の都道府県で行われている。虐待に
対する把握はほとんどできていないが、都道府県歯
が、学校の事例を把握できるシステムがあるようで
興味がある。
　歯科界への期待、注目度は年々増している。診療
報酬改定や歯科関連予算の増加等がその表れであ
る。有効な活用を検討実施していかなければならな
いと強く感じた。
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日歯柳川副会長挨拶
　歯科界として目指すもの
　具体的な成果について
　金銀パラジウム合金実勢価格と公定価格の推移に
ついて
報告事項
１．日歯関係報告（瀬古口専務理事）
　　義援金の配分額決定について
　　診療報酬改定について
　　卒前卒後のシームレスな歯科医師養成実現への
厚生労働大臣へ提言申し入れについて

　　第192回臨時代議員会日程について
２．九地連関係会務報告
　　庶務報告…会員現況、諸会議の開催
　　事業報告…九州歯科医学大会、九州歯界発行、

公募研究事業の助成、歯科診療補助
者養成についての助成、会員表彰、
弔慰見舞金事業、事務局研修会

議事事項
（議題１）令和２年度事業計画について
１．九州歯科医学会の開催（熊本県歯科医師会）
　　令和２年10月17日（土）・18日（日）熊本城ホール
２．公募研究事業の助成
　　研究内容を精査のした上、金額を決定
　令和３年度の公募については、現行の研究課題に
加え、九地連から６テーマを参考として提案する。

　１．｢CAD／CAM冠の保険導入後の評価について｣
　２．口唇閉鎖不全と咀嚼力の関連性の指標化につ

いて
　３．スポーツマウスガードの外傷などを用いた診

療・スクリーニング方法の可能性
　４．オンラインシステムなどを用いた診療
３．歯科診療補助者養成について助成・・２５万円
４．九州各県歯科医師会事務局研修会
５．令和２年度九地連関係諸会議開催計画
（議題２）令和２年度一般会計予算案について
（議題３）九州デンタルショーにおける施設基準対

応講習会の対応について

協議事項
１．次期協議会
開催について
　　令和２年８
月１日（土）
長崎市「サン
プリエール」
２．各県提出協議題について
　（１）災害担当理事の各県の設置状況について

（大分）
　（２）患者紹介ビジネスと思われる業者への対応

について（大分）
　（３）｢児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正する法律案｣に対
する各県の取り組みについて

　（４）県歯科医師会と群市歯科医師会との会務連
携（援助）について

　（５）歯科技工士育成のための取組みについて
　（６）オーラルフレイル対策について
　（７）日本糖尿病協会登録歯科医制度の更新等に

ついて

日時：令和２年２月15日（土）午後２時30分〜午後５時30分
場所：鹿児島県

● 県外報告 ●

専務理事　松　島　一　夫

令和元年度第２回九州地区連合
歯科医師会協議会出席報告
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〔日　　　　程〕
１．開　　会

２．挨　　拶

３．来賓挨拶
　１）文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課
	 	 専門官　粟野　道夫
　２）公益社団法人日本歯科医師会
	 	 会　長　堀　　憲郎
　３）日本歯科医師連盟	 会　長　高橋　英登

４．報告事項
　１）会務報告
　２）会計現況報告・会計事務連絡
　３）元事務局長の告訴について
　４）令和２年度の大きな行事（大会等）について
　５）公益法人移行に伴う日本学校歯科医会マスコ
ットキャラクター制作について

　６）その他

５．協議事項
　１）第99回臨時総会の議案について
　２）その他

６．その他
　　第84回全国学校歯科保健研究大会（福井県）
　　令和２年度全国学校保健・安全研究大会（富山
県）

７．閉　　会

【報　告】
　真境名会長代理として、初めて加盟団体長会に参
加した。新型コロナウイルスが拡散中での東京出張
の為、空港出発から戻るまで、終始マスクを着用し
ての出張となった。
　全国から参加人数は53名で、プラス執行部の人数
である。冒頭の川本会長の挨拶でも新型コロナウイ
ルスの話に触れ、その中での出席に感謝を述べた。
　来賓挨拶では、日本歯科医師会堀会長より、次年
度の点数改正について期待の出来る内容が述べられ
た。
　他、次年度における全国大会等、行事の案内もあ
り有意義な中で閉会を迎えた。

日時：令和２年２月19日（水）午後１時30分〜午後４時40分
場所：東京都歯科医師会館１階「大会議室」

● 県外報告 ●

学校歯科担当理事　玉　城　　　斉

令和元年度日本学校歯科医会加盟団体長会
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PT構成員
高山　義浩（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケ

ア科	副部長）
新屋　洋平（中部徳洲会病院　在宅・緩和ケア科	

医長）
松島　一夫
田中　桂子（沖縄県看護協会常任理事）
笠原　大悟（沖縄県薬剤師会　在宅医療担当理事）
樋口美智子（沖縄県ソーシャルワーカー協会会長）
久志　紫乃（沖縄県リハビリテーション専門職協会

副会長）
友寄　功三（沖縄県介護専門支援専門員協会副会長）
與那嶺　康（沖縄県有料老人ホーム・高齢者住宅協

議会代表理事）

　この会議は、沖縄県における入退院調整に係る基
本指針策定を目的とした会議である。今年度２回目
の会議で、今回は骨子を基に圏域調整会議の意見を

勘案し、ルール・指針等を協議検討し、在宅医療介
護連携部会に報告するための最終会議となった。
　入退院に関して、「ご本人・ご家族に対するお願
い」、「介護関係者の心得」、「医療関係者の心得」と
して、それぞれ３者に対して、特にお願いしたい
事、特に心得ていただきたいことの基本的な事項を
まとめるとともに、医療介護関係者に対しては、よ
り理想的な入退院支援連携とは何かを考えていただ
くため、参考事例を作成し添付をおこなった。
　その中で、がん終末期事例においては、退院後カ
ンファレンスにおいては、訪問歯科医師を含めた
チーム医療の書き込みや、入院治療時の早期の口腔
ケアの実施等の書き込みがなされた。

日時：令和２年１月７日（火）午後７時〜午後９時
場所：沖縄県医師会館

● 県内報告 ●

専務理事　松　島　一　夫

沖縄県地域包括ケアシステム推進会議
入退院支援連携プロジェクトチーム会議
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出席者
高山　義浩（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケ

ア科	副部長）
新屋　洋平（中部徳洲会病院　在宅・緩和ケア科	

医長）
松島　一夫
田中　桂子（沖縄県看護協会常任理事）
笠原　大悟（沖縄県薬剤師会　在宅医療担当理事）
樋口美智子（沖縄県ソーシャルワーカー協会会長）
久志　紫乃（沖縄県リハビリテーション専門職協会

副会長）
友寄　功三（沖縄県介護専門支援専門員協会副会長）
與那嶺　康（沖縄県有料老人ホーム・高齢者住宅協

議会代表理事）

　本会議は、沖縄県地域包括ケアシステムの構築に
向けたあり方についての報告書策定に向けての会議
である。
　今回は最終会（４回目）で、「在宅医療・介護連
携部会」「認知症施策推進部会」「地域づくりのあり
方検討部会」の３つの議論を踏まえ、医療や介護の
関係団体や市町村、県などが具体的に取り組んでい
くべき事項をまとめることとなった。

　報告書のなかで、歯科関連では、「在宅医療の状
況」のなかで、第７次沖縄県医療計画における指標
の進捗についての報告があり、歯科訪問診療の受
診者（65歳以上10万人あたり）が、目標（Ｒ２年）
1,000件に対し、基準年（Ｈ26年）の754.8件から、
直近（Ｈ29）986.9件との記載があった。
　また、「在宅医療と介護の連携」のところでは、
訪問歯科診療や歯科衛生士による口腔ケアを加筆す
ることとなった。
　この報告書で示した方向性や具体的な取り組みを
参考に、各地域の実情にあった地域包括ケアシステ
ムの構築が実現できる第８期沖縄県高齢者保健福祉
計画の策定を期待するものである。
　会議に参加して、口腔ケアの重要性が叫ばれては
いるが、我々の歯科医療サービスの供給体制の充実
を図らなければならないと強く感じた。

日時：令和２年１月15日（水）午後７時〜午後９時
場所：沖縄産業支援センター

● 県内報告 ●

専務理事　松　島　一　夫

地域包括ケア推進会議第４回在宅医療・介護連携部会
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○研修次第
　１．沖縄県の災害医療体制
　２．研修の意義
　３．災害被害想定作成
　４．つなぐー組織・救護班をつなぐ50
　５．つなぐーヒモバシルトキ40
　６．情報―JoBS＋a45
　７．情報―避難所評価演習HAE40
　８．情報―キロケ40
　９．チーム運営―Try it! 20
　10．チーム運営演習
　11．チーム運営演習HAGI50
　12.　振り返り・修了式・記念撮影

　上記の内容にて、災害医療ACT研究所のスタッ
フの御指導の下、県下から30名の、担当県庁職員、
各保健所職員、消防職員、医師、歯科医師、看護
師、保健師、公認心理士の参加者により、災害時の
医療コーディネートの講演と、実際の沖縄県内にお
いて発生した大規模地震を想定し、各参加者がリー
ダー、サブリーダー、記録、通信等の実際必要とさ
れる役割に配置され、本番さながらの実際の電話回
線を用いて、被災現場での被災者の救援の手配、
救急病院への連絡と紹介・誘導、DMATの医療支
援、県外からの医療チームの采配、避難所の管理、
運営等の役割を演じ、最後に医師を中心とした担当
指導スタッフによる担当者の動きの評価と講評が行
われた。私は、サブリーダーを命じられましたが、
緊張の中ひやひやながらではありましたたが、職務
を全うすることができました。

　今回の研修を通して沖縄県での災害発生時に、県
のどの部署が発動をかけ関係者を招集し、我々歯科
医師もどのように関わっていくかがわかりました。
今回の研修を通して大規模災害発生時に召集のかか
る各団体の関係者と交流が持てた事はおおきな収穫
で、中でも沖縄県のDMAT統括で沖縄赤十字病院
の佐々木秀章先生や、全国でも数少ないDMAT歯
科医師の大阪府の清水基之先生との交流が持てた事
は大きな成果でありました。

日時：令和２年１月19日（日）午前９時15分〜午後７時
場所：沖縄県産業支援センター

● 県内報告 ●

学術委員会理事　新　崎　博　文

2019年度 沖縄県災害医療コーディネート研修

10

2020  M arch Vol 2



　沖縄県糖尿病対策推進会議へ歯科医師の参加は昨
年度より医師会の安里会長から提案があり実現され
た。今年度が二回目の歯科医師会の参加となってい
る。また、今回は合わせて地区医師会糖尿病対策担
当理事合同会議が同時開催されたため、より具体的
な取り組みについての報告協議がなされた。

次　第
１．開　会
２．議　事
（１）令和元年度各市町村の糖尿病性腎症重症化予
防の取り組みについて
（２）各地区医師会の糖尿病対策の取り組みについ
て
（３）二次医療圏単位等での対策会議の進め方につ
いて
（４）その他
○健康づくりの推進に向けた包括的連携拠点充填タ
ーゲットについて
３．閉　会
　沖縄県市町村国保における糖尿病成人症の現状
は、新規人工透析患者数（糖尿病性腎症患者数）及
び人工透析にかかる医療費は減少傾向で推移あして
いる。
　新規人工透析：Ｈ26年169人　　→　Ｈ30年134人
　全数人工透析：Ｈ26年1,258人　→　Ｈ30年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,192人
　各市町村及び医療機関の取り組みによる抑制効果
があったと考えられる。

　しかし、後期高齢者のデータが反映されていない
為記載の数字は減少傾向にあるかどうかわからな
い。特定健診受診者も増え、「プログラム対象者」
の医療機関への受診者は増えているが、受診中断者
の数も増えている。その要因は、個人で中断、良好
な為受診期間を３か月に変更するが、３か月受診し
ないと中断者にカウントされるなど、指標の見直し
が指摘された。今後「継続受診勧奨」及び保健師の
充足、市町村における取組の違いの是正などの課題
対策があげられた。
　各地区医師会での取り組みについては専門医の有
無と運問題もあるが、研修会を重ねて各地区で連携
をとりながら対策医療施設等の設置などの取り組み
が行われている。別紙参照その他において、沖縄県
歯科医師会においても、８０２０推進事業における
「糖尿病と歯周病」に関する医療者向け研修会並び
に協議会の開催、来る２月16日（日）午前10時より
沖縄県立博物館・美術館　講堂にて糖尿病と歯周病
に関する県民公開講座が開催され、第一部に『いつ
の間にか糖尿病と歯周病～どちらも身近な病気です
～』を演題に翔南病院　仲地健院長、第二部は『歯
科から発信する健康づくり』をくくる歯科医院　仲
若三男理事長が、『糖尿病患者さんの医科歯科連携
を進めるために』を首里城下町クリニック第一　新
川葉子先生が講演することを報告、周知協力をお願
いした。

日時：令和２年１月22日（水）午後７時30分〜午後９時
場所：沖縄県医師会館

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和元年度第１回沖縄県糖尿病対策推進会議並びに
地区医師会糖尿病対策担当理事合同会議
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次　　　　　　　第
　　　　　司会　九州歯科大学　生体機能学講座
	 久保田潤平
１．開　　会　九州歯科大学　生体機能学講座
	 久保田潤平
２．挨　　拶　沖縄県歯科医師会副会長　米須　敦子
３．講師紹介　九州歯科大学　生体機能学講座
	 久保田潤平
４．講演　午前の部　福岡県筑紫歯科医師会
	 太田　秀人
　　　　　午後の部　東京医科歯科大学
	 中久木康一
「被災地域における活動計画と地域診断」
５．質疑応答　九州歯科大学　生体機能学講座
	 久保田潤平
６．感謝状贈呈　沖縄県歯科医師会副会長
	 米須　敦子
7．閉　　会　九州歯科大学　生体機能学講座
	 久保田潤平

　災害口腔医学研修会が、沖縄県口腔保健センター
大研修室において開催された。午前の部は、福岡県
筑紫歯科医師会の太田秀人先生から被災地域におけ
る活動計画と地域診断に関する講演が開催された。
まず太田先生から災害口腔医学に関して、被災地で
は、やりたいことをやるのでなく、求められている
事を行う事が大切であるとのことでした。ポイント
と致しましては、被災後２週間で肺炎患者が発生す
る可能性が十分あるので、その予防の為に口腔衛生
活動が重要との事でした。これを『発災２週間の
壁』と言います。東日本大震災時の施設・自宅から
の肺炎入院患者は高死亡率（24％）でした。元々
は、阪神淡路大震災での肺炎患者の死亡を機に多職
種連携の口腔ケアが重要と分かり発展した考えだそ
うです。これらを踏まえて全国一律のアセスメント
が行われる事になりました。項目は、（１）歯科保
健医療の確保、（２）口腔清掃等の環境、（３）口腔
清掃用具等の確保、（４）口腔清掃や介助等の状況

　全体状況、（５）歯や口の訴え　義歯の問題　食
事等の問題、その他の問題という項目で評価しま
す。
　午後は、中久木先生が実習形式で36人程を６班に
分けて班ごとに実際のアセスメントを全員が行うと
いう物でした。沖縄に似た仮想の地区が地震の後の
津波で浸水している地域があるという想定を地図上
に描きます。そして、その地域の歯科医院や病院、
介護施設、避難所、災害対策本部を書き込みます。
それらの位置関係による利便性や自分の担当する施
設の患者のアセスメントを行います。その際には、
歯科保健医療ニーズ調査・保健指導実施票というも
のを用いて評価いたします。項目は、氏名、年齢、
性別、食事をする時の問題、歯磨きの環境問題、歯
磨きをする問題、歯や口の清掃問題、歯科治療の確
保問題を『ない』と『ある』で評価します。限られ
た時間で素早く評価して報告することの難しさを今
回の実習を通して痛感することが出来ました。
　また今回の講演の参考資料として、『災害時のた
めの清潔＆健康ケアBOOK』（ライオン株式会社）
と『Mouth	and	Body	topics	Vol.3	人々の健康を口
から守る～災害時の誤嚥性肺炎予防の事例から』
（サンスター）が配布されました。ライオンの資料
はインターネットで閲覧、ダウンロードできるそう
です。以上、日頃から医療従事者皆が、災害に対す
る意識を持って行動することの大切さを実感するこ
とができた研修会でした。

日時：令和２年１月26日（日）午前10時30分〜午後３時
場所：沖縄県口腔保健医療センター

● 県内報告 ●

学術委員会委員　金　子　智　之

災害口腔医学研修会
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　令和２年１月27日（月）19：30より、医師会館に
て令和元年度第２回おきなわ津梁ネットワーク運営
実行委員会が開催された。
報告事項
１．登録者数：54,788件（一月約700名の県民が参
加）2019年12月31日現在
　　参加施設191（医療機関129：歯科14：薬局36：
介護施設11：その他
２．システムの利用状況について
３．緊急時参照モードの利用履歴について
協議事項
１．令和２年おきなわ津梁ネットワーク事業計画
（案）・予算（案）について
　①　参加施設からの運営費の徴収
　②　おきなわ津梁ネットワーク運営協議会の開催
　③　おきなわ津梁ネットワーク運営実行員会調整

会議の開催
　④　おきなわ津梁ネットワークに関する倫理審査

委員会の開催
　⑤　開示病院意見交換会の開催
　⑥　積極的な広報活動の実施
　⑦　おきなわ津梁ネットワーク参加促進
２．令和２年度地域医療介護総合確保基金事業につ
いて
　　現行：インターネットＶＰＮ接続（IPsec	
IKE）からIPv6閉域網＋VPN接続について
３．浦添地域へのモデル展開（KDB情報の取り込
みについて
　　北九州とびうめネット事業（仮称）を今後参考
にする。
　　救急告示病院での活用・医療介護連携への効率
的な活用などのメッリトが期待できるが、協会け
んぽなど社保加入者の情報が共有できない、月に
一回の情報収集のためリアルタイム性に欠ける
４．開示病院より提供される医用画像の運用方法
（案）について
　　患者さんが忘れた、ＣＤが読めない、壊した、
もらっていないなどの課題改善の為、紹介元は、

紹介状への医用画像の提供依頼の記載、利用カー
ドの提示を伝える。紹介先：16情報開示病院は利
用者カードの名寄せ、提供依頼画像のアップロー
ド、返書への記載を行う
５．利用料金の設定について
６．おきなわ津梁ネットワーク管理体制について
７．その他
　　終わりに中部病院高山義浩先生より、新型コロ
ナウイルスの73歳以上の高齢・有病者への注意喚
起並びに迅速な対応を行うためにも、津梁ネット
ワークのように16情報開示病院が登録されている
ので是非かかりつけ医、薬局等での登録推進をお
こなってほしいとの意見があった。ひいては災害
時の対策にもなるので是非推進していく事となっ
た。

日時：令和２年１月27日（月）午後７時30分〜午後９時
場所：沖縄県医師会館

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和元年度第２回おきなわ津梁ネットワーク
運営実行委員会
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　１月30日（木）15：00から、県庁にて令和元年度
第２回沖縄県国民健康保険運営協議会が開催され
た。
１　開　　会
２　保健医療部長あいさつ
３　議事（報告事項）
（１）令和２年度国民健康保険事業費納付金等の算

定結果について
　　　標準保険料率：標準的な算定方式：３方式

（所得割・均等割・平等割）
　　　国保事業費納付金：医療費水準反映：医療費

水準反映係数α＝１
（２）令和２年度国民健康保険事業特別会計予算案

の概要について
（３）第２期沖縄県国民健康保険運営方針の策定に

係るスケジュールについて
４　そ の 他
　国保制度改正の動向等について（情報提供）
５　閉　　会

　国民健康保険法施行規則第４条各号に揚げる委員
がそれぞれ１人以上出席し、かつ委員の総数２分の
１以上が出席の条件を満たした為開催された。（11
人中９人参加）
　令和２年度納付金・予算案は、ＨＰ等で近日中に
公表する。
　国保制度改正の動向として、オンライン資格確認
の導入、ＮＢＤ，介護ＤＢの連結解析、被扶養者の
要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化
（在留外国人の増加等）、審査支払機関の機能強化
などが挙げられた。

日時：令和２年１月30日（木）午後３時〜午後４時30分
場所：沖縄県庁

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和元年度第２回沖縄県国民健康保険運営協議会
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第15回沖縄県歯科SUN会議イベント
１．開　　会　
　　　沖縄県歯科医師会口腔保健医療センター
	 理　事　砂川　英樹

２．挨　　拶
　　　（一社）沖縄県歯科医師会
	 会　長　真境名　勉
　沖縄県子ども生活福祉部　　統括監　名渡山晶子

３．講 演 会
　　　「障害特性とお口のかかわり」
　　　講師：医療法人へいあん　平安病院
　　　小児科児童精神科専任科長　勝連　啓介先生

　発達の特性を理解し、子どもが「得意なこと」と
「苦手なこと」を見極めることが大切。
　子どもとの「関係性」をつくるにあたり、その子
らしさ・子どもの発達の特徴を理解し、感覚過敏や
こだわりの特性も乗り越えることが必要である。
　関係性」をつくり上げていく過程の中で子どもの
育ちが保障されていくことを知ることが重要であ
る。子どもが憧れる大人になれることが理想的であ
り、前もって、子どもに心の準備をしてもらえるよ
うな気配りをすることの大切さを強調。（プレパレ
ーション）

　聴覚障害の方も参加できるよう、手話通訳付きの
講演会としました。

　講演会参加者100名
　社会福祉法人琉球澄愛会すまいる	 ４名
　大平特別支援学校	 １名
　きらめき読谷	 １名
　Medical	care	kidsデイLasissa	 ３名
　居宅介護事業所グループホーム浦西	 ２名
　児童デイサービスまはろ真玉橋	 １名
　たんぽぽ園	 ４名
　こばとゆがふ保育園	 ２名
　南部保健所	 ３名
　宮古保健所	 １名
　多機能型障害福祉サービス事業所あっぷ	 １名
　（株）おきなわedu	 １名
　美咲特別支援学校	 ６名
　泡瀬特別支援学校	 ４名
　歯科衛生士会　宮古支部	 ２名
　NPO法人てぃーらぶい	 11名
　桜山荘「共に生きる町」たいら	 １名
　相談支援事業所がんしなー	 ２名
　北谷町役場福祉課	 １名
　太希おきなわ	 30名
　歯科医院	 ２名
　個人参加者	 17名

日時：令和２年２月１日（土）午前９時50分〜午後12時30分
場所：沖縄県口腔保健医療センター　大研修室

● 県内報告 ●

口腔保健医療センター運営委員会委員長　勝　連　義　之

令和元年度第15回沖縄県歯科SUN会議および大会
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４．沖縄県口腔保健医療センターでの治療について
　（センター紹介）
　　　沖縄県口腔保健医療センター
	 診療部長　水野和子先生

５.歯科健診・歯科相談・歯磨き指導・摂食相談
　　健診参加者69名（むし歯ゼロ表彰者49名）
　太希おきなわ	 ７名
　美咲特別支援学校	 ６名
　鏡が丘特別支援学校	 １名
　がじゅまるの家	 １名
　沖縄県立盲学校	 １名
　名護特別支援学校	 ２名
　西崎特別支援学校	 ３名
　泡瀬特別支援学校	 ３名
　アネモネ美浜	 １名
　大里南小学校	 １名
　うえはら保育園	 １名
　小禄南こども園	 １名
　のびっと	 １名
　沖縄工房	 ８名
　島尻特別支援学校	 １名
　北美小学校	 １名
　小禄南小学校	 １名
　兼城小学校	 １名
　港川小学校	 ３名
　たいよう保育園	 ３名
　あいのその保育園	 １名
　ちくばこども園	 １名
　たんぽぽ園	 １名
　謝花保育園	 １名
　児童発達アネーラ	 １名
　個人参加者	 17名

　摂食相談５名
　歯科相談６名

パネル展示・相談コーナー
○沖縄県理学療法士協会
パネル展示（情報提供：吸引付き歯ブラシの作り
方の実践、食事姿勢の基本）相談コーナー
○沖縄県歯科衛生士会
パネル展示（情報提供：口唇閉鎖力測定法、唇ト
レーニングなど）
お口の筋力測定（吹き矢）相談コーナー
○沖縄県言語聴覚士会
パネル展示（情報提供：失語症、聴覚障害、嚥下
障害、言語発達障害）　相談コーナー
○沖縄県手をつなぐ育成会
　パネル展示（事業紹介、発行新聞）
○沖縄県身体障害者福祉協会
　パン販売　パネル展示（施設紹介）
○沖縄県肢体不自由児者父母の会連合会
　パネル展示（活動内容紹介）ハンドアーチェリー

※業者展示、サンプル提供
　○T&K
　○バイオガイア
　○キューピー
　○沖縄ヤクルト

　今回も、沖縄県口腔保健医療センターにて土曜日
午前開催でした。
　講演会後の歯科健診は、センター運営委員、協力
医の先生方とセンタースタッフが1F診療室内の診
療台で行い、自閉症の方へ配慮した健診は、別室
（個室スペース）にて対応しました。
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　パネル展示は2F講演会会場内で行い、歯科相談
コーナー、摂食相談は1Fの区画スペースとし、直
接の相談がしやすいようにしたため、相談されてい
る方も多くみられました。
　歯科健診でむし歯がなかった方には、むし歯ゼロ
として、今回も多くの方に表彰状を授与しました。
　沖縄県歯科衛生士会は、お口の筋力測定（吹き
矢）を初めて行いましたが、初心者でもうまくでき
る方もおり、景品を頂いて喜ぶ方もいました。口呼
吸の予防、脳の活性化にも繋がるため、企画として
続けていければよいと思います。
　理学療法士協会は、吸引付き歯ブラシのつくり方
の実践指導を行い、興味ある多くの方が指導を受け
ながら作っていました。
　沖縄県身体障害者福祉協会による、手作りパン販
売は例年通り好評で、沖縄県肢体不自由児者父母の
会連合会によるハンドアーチェリーは講演会会場出
口のスペースに設置しました。業者展示や展示ブー
スに立ち寄る方も多く、参加者にはヤクルトからの
サンプル提供もありました。
　講演会、歯科健診とも例年よりも盛況だったよう
に思えました。
　今回のイベントの反省および今後の企画につい
て、SUN会議小委員会で話し合い、次回もより内
容のあるイベントにしたいと思います。

　令和元年度　第15回沖縄県歯科SUN会議　アン
ケート（20名中）
１．ご記入されている方の所属を教えて下さい。	 計
　ａ）ご本人または保護者	 ６
　ｂ）親の会または福祉関係団体職員	 ２
　　沖縄県自閉症協会・
　ｃ）教育機関または行政関係職員	 ０
　ｄ）医療関係者	 10

　　公認心理師・歯科助手
　　歯科衛生士・医ケアNｓ・PT
　ｅ）その他	 ４
　　児童デイ職員
　　児童発達支援事業所保育士

２．今回の沖縄県歯科SUN会議イベントはいかが
でしたか。	 計

　ａ）楽しかった	 17
　ｂ）やや楽しかった	 ３
　ｃ）あまりそうおもわない	 ０
　ｄ）全くそう思わない	 ０

３．今後の歯科SUN会議で行ってほしい内容はあ
りますか。（複数回答あり）	 計

　ａ）今回のような形式でよい	 16
　ｂ）イベント形式がよい	 ０
　ｃ）何らかのセミナーを行ってほしい	 １
　ｄ）もっとネットワークが繋がるように工夫をし

てほしい	 ４
　ｅ）要望等が話せる場の提供をしてほしい	 １

４．今後、沖縄県歯科SUN会議で行う催し物（講演
会・イベント）等のご案内を希望されます	 計

　ａ）希望しない	 ２
　　職場で確認します。
　ｂ）希望する	 11
　ｃ）未回答	 ７
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［大　会　日　程］
１．開　会　式
　　開会のことば　　司会　読谷村教育委員会
	 学校指導課指導主事　田原　　悟
（１）開会のあいさつ
	 沖縄県学校保健会会長　安里　哲好
（２）大会長あいさつ
	 沖縄県教育委員会教育長　平敷　昭人
　　　　　　　　（代理：沖縄県教育庁教育管理
	 統括監　儀間　秀樹）
（３）歓迎のあいさつ
	 読谷村教育委員会教育長　松田　平次
（４）表　彰
　	①文部科学大臣表彰等紹介	 司　　　会
　	②県内健康教育関係表彰
　　○沖縄県学校保健関係表彰
	 沖縄県学校保健会会長　安里　哲好
　　○沖縄県学校安全関係表彰
　　　　　　　沖縄県学校安全教育推進協議会
	 会　長　前田　孝実
　　○沖縄県学校給食関係表彰
	 沖縄県学校給食研究協議会会長　當山　忠男
（５）受賞者代表あいさつ
	 沖縄県立沖縄ろう学校　山城　明美
（６）閉会のあいさつ
	 （公財）沖縄県学校給食会理事長　屋嘉比　守

２．特 別 講 演
　　『FC琉球の軌跡
　　　　サッカークラブを超えた存在に』
　　　　　講師：三上　昴（みかみ　すばる）
	 琉球フットボールクラブ代表取締役社長
　　＊講師紹介　沖縄県教育庁保健体育課
	 課　長　太田　守克

３．分　科　会
　・学校保健部会（読谷村文化センター「鳳ホー

ル」）
　・学校安全部会（読谷村文化センター「講座室A・
B」）

　・学校給食部会（読谷村文化センター「中ホー
ル」）

４．各分科会ごとに閉会

〈報　告〉
　第19回沖縄県健康教育研究大会が、令和２年２月
７日（金）、読谷村文化センター鳳ホールにて開催
された。
　大会目的は、「健康教育に携わる関係者が一堂に
会し、学校・家庭・地域社会及び関係団体との連携
による学校保健・学校安全・学校給食の在り方やそ
の諸課題について研究協議を行い、生涯を通じて健
康で豊かな心をもち、たくましく生きる子どもの育
成に資する。」とある。
　また、主題は、「生涯にわたって心豊かにたくま
しく生きる力をはぐくむ健康教育の推進」と掲げら
れている。
　主催は、沖縄県教育委員会、沖縄県学校保健会、
沖縄県学校安全教育推進協議会、沖縄県学校給食研
究協議会、（公財）沖縄県学校給食会である。
　共催は、沖縄県養護教諭研究会、沖縄県高等学校
養護教諭研究会、沖縄県特別支援学校養護教諭研究
会、沖縄県学校栄養士会、沖縄県学校体育研究連合
会、他4団体である。
　後援に、読谷村教育委員会、沖縄県医師会、沖縄
県歯科医師会、沖縄県薬剤師会、沖縄県市町村教育
委員会、（一社）沖縄県PTA連合会、他17団体が名
を連ねている。
　大会は、午前の部が表彰式と特別講演、そして午
後の部が分科会の構成になっている。
　表彰式では、沖縄県歯科医師会より、令和元年度
文部科学大臣表彰に、県立西原高等学校	学校歯科
医の上原喬先生が受賞され、令和元年度沖縄県健康

日時：令和２年２月７日（金）午前10時〜午後４時30分
場所：読谷村文化センター鳳ホール

● 県内報告 ●

学校歯科担当理事　玉　城　　　斉

第19回 沖縄県健康教育研究大会
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教育関係表彰に、石垣市立平真小学校	学校歯科医
の大山佐千夫先生、那覇市立城南小学校	学校歯科
医の護得久朝保先生、宜野湾市立普天間小学校	学
校歯科医の仲原勉先生の３名が受賞された。受賞さ
れた先生方に、心中よりお祝い申し上げます。
　休憩後、特別講演では、「FC琉球の軌跡　サッカ
ークラブを超えた存在に」と題して、琉球フットボ
ールクラブ株式会社代表取締役社長の三上　昂氏の
講話が行われた。
　三上氏は、昭和62年９月22日生まれ31歳のJリー
グ史上最年少の、代表取締役社長である。講演内容
は、冒頭の彼の自己紹介で、筑波大学サッカー部時
代から始まり、ゴールドマン・サックス証券株式会
社社員時代、そして琉球フットボールクラブ株式会
社に所属に至るまでの経緯を紹介した。
　また、試合前のモンゴル800のライブや、ジャパ
ネット高田の挨拶等、映像が紹介され、サッカーを
通し、沖縄全体を盛り上げていきたいという、情熱
を感じる内容だった。
　昼食後は、保健部会・安全部会・給食部会の三つ
の分科会が行われた。私は学校保健部会に参加し
た。

　保健部会の主題は、「心身の健康をコントロール
できる児童生徒の育成を目指して」とあり、演者
の一番目は、｢よりよい人間関係を築く力を高める
保健体育の工夫｣と題して、沖縄市立宮里小学校	養
護教諭	識名晶子氏で、二番目に、｢生活習慣を自己
管理する力を高める健康相談の工夫｣題して、沖縄
県立知念高等学校	養護教諭	金城真知子氏、三番目
には、｢文部科学省委託事業『がん教育総合支援事
業』モデル校の取り組みについて｣と題して、八重
瀬町立具志頭中学校	教諭	山口珠里氏と、同じテー
マで四番目に、県立向陽高等学校	教諭	前城優子氏
が発表を行い、コーディネーターを、県立豊見城南
高等学校	校長	儀間昌子氏が務めた。
　どの発表も、近年の社会環境やライフスタイルの
変化に伴った、児童生徒における課題だった。特に
｢がん教育｣に関する発表は、およそ２人に１人が一
生の間に何らかのがんに罹患する時代、家族そして
成長発育期の子ども達の心身に、大きな影響を及ぼ
す重要な健康課題となっている事を、強く認識させ
られた。
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　沖縄県地域包括家システムの構築に向けたありか
たについて今後３年間、さらに中長期的な視点で、
１、在宅医療と介護の連携（松島一夫専務理事参
加）２、認知症施策の推進（屋嘉智彦地域保健委員
参加）３、地域づくりの在り方の３つの部会で協議
が行われた。
　本会議では、それらをまとめ報告書を策定してい
る。
　今回は、第１回、第２回の議論そして第３回の議
論を踏まえて再構成されたが、誰を対象に構成して
いるのか、報告様式の形式の見直し、文言の統一化
などが訂正箇所などの最終検証が行われた。最終報
告書は、島村聡推進会議会長の監修のもと事務局と
ともに纏められ沖縄県へ提出される。

報告書（案）
Ⅰ　報告書策定の趣旨
Ⅱ　高齢者を取り巻く現状と課題
Ⅲ　各分野における課題と方策
　１　在宅医療と介護の連携
　２　認知症施策の推進

　３　地域づくりの在り方　
Ⅳ　介護人材の確保に係る現状、方策等
Ⅴ　本件の目指すべき方向
Ⅵ　（参考）沖縄県地域包括ケアシステム推進会議
について
　・沖縄県地域包括ケアシステム推進会議設置要綱
　・沖縄県地域包括ケアシステム推進会議委員名簿
　・沖縄県地域包括ケアシステム推進会議経過等
　沖縄県における入退院支援連携に関する基本的な
心得

　今回アジア諸国からの介護人材の確保についてか
なりの議論がされた。
　幼少期からの高齢者とのふれあいの場の不足、学
童期の早期からの教育の必要性について意見を述べ
た。

日時：令和２年２月10日（月）午後３時〜午後４時
場所：沖縄県医師会館

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

第4回沖縄県地域包括ケアシステム推進会議
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〔次　　　第〕
１．開会の辞
　　　司会　沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 委員長　古堅　　譲
２．主催者挨拶
　　　沖縄県歯科医師会
	 会　長　真境名　勉（代理：玉城　　斉）
３．オリエンテーション
　　　沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 委員長　古堅　　譲
　　趣旨説明
　　出席確認（点呼・ネームプレート回収）
４．講義Ⅰ「学校歯科保健における保健教育」
　　　講師：沖縄県歯科医師会学校歯科医委員会
	 副委員長　伊波　幸一
５．養護教諭・実践発表
　　発表１「歯と口の健康づくり
　　　　　　　　　　　～学校歯科医との連携～」
　　　発表者：宮古島市立平良第一小学校
	 養護教諭　濱元　絵里
　　発表２「本校での歯科保健の取り組み
　　　　　　　　　　　～人・時間のつながり～」
　　　発表者：沖縄県立宮古特別支援学校
	 養護教諭　長渡小百合
６．講義Ⅱ「学校歯科保健における保健管理」
　　　講師：沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 理　事　玉城　　斉
７．ランチョンセミナー
　　　「バクテリアセラピーについて」
　　　講師：バイオガイアジャパン㈱
	 取締役副社長　黒田　義朗
８．講義Ⅲ「学校歯科保健における組織活動」
　　　講師：沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 委　員　神下　太一
９．講義Ⅳ「学校歯科保健の概論」
　　　講師：沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 委　員　高良　政憲

10．質疑応答
11．閉会の辞
　　　司会：沖縄県歯科医師会学校歯科委員会
	 委員長　古堅　　譲
12．特別講演
　　　「低ホスファターゼ症について」
　　　講師：アレクシオンファーマ合同会社
	 マネージャー　山中　　淳
13．全日程終了

〈報　告〉
　10年ぶりに学校歯科基礎研修会が、宮古地区にて
開催された。会員から25名そして養護教諭から11名
合計で、36名の参加申し込みがあった。養護教諭の
素晴らしい発表もあり、また宮古地区会員の受け入
れ態勢等、平良和枝宮古地区会長のやる気を見せら
れた研修会となった。企業のプレゼンもあり、大い
に盛り上がった。

日時：令和２年２月16日（日）午前10時〜午後３時50分
場所：宮古島市中央公民館

● 県内報告 ●

学校歯科担当理事　玉　城　　　斉

令和元年度 学校歯科保健研修会
（学校歯科医生涯研修制度基礎研修会）
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　明けましておめでとうございます。会員の先生、
外部の講師、その他関係者の皆様、沖縄歯科衛生士
学校へのご協力大変ありがとうございました。
　さて、今回で第６回目となる就職説明会を行い38
施設の参加がありました。本年度も多くの先生方に
ご参加していただきありがとうございました。
　以前は就職後の定着率が悪く、早期退職が多々あ
りましたが、最近は改善が見られます。
　就職説明会で各歯科医院の特徴などよく説明でき
ているようで、参加してよかったと思われている歯
科医院が９割を占めています。学生も歯科医師やス
タッフと直接接することが出来て人柄がわかるので
安心感があると思います。
　説明会が一定の役割は果たせていると思います。
　沖縄県歯科医師会は大正２年（1920）に設立さ
れ、設立当時は歯科医師120名、歯科衛生士約20名
だったようです。
　その後昭和50年に歯科医師会館が落成し、同年に
沖縄歯科衛生士学院（１年）がスタートします。
　学院で多くの教科を習得した歯科衛生士を輩出す
ることで沖縄県の歯科診療に大きな貢献を果たして
きました。多くの先輩の先生方、その他講師、実習
担当施設のご協力の賜物だと思います。過去42年
の間に1,674名の卒業生を輩出してきました。しか

し、それでも県内の歯科衛生士数はまだまだ少ない
です。口腔健康管理が医科でも見直されるようにな
り、今後ますます需要が高まるでしょう。
　しかし足元を見ますと、一人の歯科衛生士も確保
できていない歯科医院もあるようです。
　出来るだけ卒業生が県内各歯科医院に務めてほし
いと願っています。
　その事を踏まえ、歯科衛生士学校におきまして
は、できるだけ各医院１名の採用をお願いしている
所です。拘束力のあるものでもありません。学生の
希望がある場合など難しい時もありますが、ご協力
をお願いします。
　学生は就職活動と並行し、３月１日に実施される
第29回歯科衛生士国家試験に向けて猛勉強中です。
全員の合格を心から祈っています。

令和元年度 就職説明会
沖縄歯科衛生士学校　教務部長　新　崎　　　隆
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質問１．参加していかがでしたか?　　　　　　　　　　質問２．医院紹介は十分にできたと思われますか？

質問３．学生を採用するポイントをお願い致します
・人柄（明るい､活発、向上心、笑顔、協調性、素直、身なり、挨拶、返事）
・長く勤めてくれる／せめて3年間は勤めてほしい（離島）
・就職、仕事に対する積極性、意欲、まじめな態度
・小・中・高校時代に、何か情熱を持って取り組んだ事があるか
・予防業務が中心なので、そこに関心があるかどうか
・患者さんに誠意を持って対応できる、患者さんの気持ちがわかる
・技術向上の為の勉強会にも意欲的
・人と接するのが好き
・謙遜で思いやりがある
・歯科衛生士業務のみならず、意欲的に仕事に取り組んでくれる
・タバコを吸わない
質問４．学生へのアドバイスやメッセージ
・これからは、予防歯科､高齢者の口腔ケアが大事だと思う。その技術を磨いてほしい。
・説明会ではみえない事がみえてくるので、見学をより多くしてほしい。
・聞きづらい事でも何でも質問して下さい。
・好きな事をやっていく方がよいと思います。
・歯科衛生士はとてもやりがいがあり、一生続けられる楽しい仕事ですので、是非頑張って下さい。
・初めての事で、色々と不安だと思いますが、楽しみながら自分の歯科衛生士としてのスタイルを確立できるような
歯科医院に就職できるよう、これから国家試験勉強、就職活動頑張って下さい。
・社会人になったら、仕事とプライベートを充実させて下さい。
・皆、良い就職先で働けるよう願ってます。
・患者さんへの声かけ、挨拶、しっかりと。
・説明会でまわれなかった医院に少しでも興味をもち、見学にいけたら、より現場の雰囲気がわかってもらえるので
はないかなと思います。
・是非、最初の3年間を大事にしてほしいと思います。
・モデルになる先輩を見つけて就職すると良いと思います。
・ベテランスタッフが多く、サポートできる事がたくさんあると思うのでよろしくお願いします。
・歯科衛生士になってから本当の勉強に向き合わなければならないと思います。勉強は生涯続きます。頑張って下さ
い。
・「ありがとう」と毎日言ってもらえる仕事です。頑張りましょう。

令和元年度　就職説明会アンケート結果

　　　　　　　　　　11/24：31医院
　　　　●参加医院　11/27：３ 医院　　　合計　38医院　　　　●アンケート回答数　37医院
　　　　　　　　　　11/28：４ 医院

｝
普通
３医院

十分できた　
11医院

良かった 34医院 おおよそできた 26医院

質問１
良かった 34
普通 3
良くなかった 0

質問２
おおよそできた 26
十分できた 11
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・楽しく仕事ができるよう、越えなければいけないハードルを越えて、長い眼でみて仕事に接して下さい。
・やりたい事をとことんする。やりがいに繋がる仕事をしていきましょう。
・歯科衛生士はこれから特に必要とされる仕事。誇りと自信をもって技術を活かしていってほしいと思います。自分
の仕事の結果を知るには、せめて３～５年は同じ職場で経験を積む事が大切だと思います。

質問５．その他ご意見・ご感想
・学生の様子から、きちんとした教育がなされているんだと感じました。
・もう少しインターン制度のように、学生と関わりが持てる就職活動になると良いと思います。
・在宅医療ができるように、歯科衛生士としての誇りを持って仕事に邁進して下さい。
・見学の回数をより多くすればみえる事が多くなると思うので、学校側も見学を勧めてほしい。
・学生が非常に落ち着いていて、しっかりしており、すごく好感がもてました。
・初参加でした。学生の手応えは良いように思います。11時スタートに「那覇からでも通える」と言ってもらえた事
に、一種の働き方改革だと思えとても参考になりました。若い子とも心が通じ合えたような気がしました。
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令和元年度　就職説明会アンケート結果（北部･離島地域） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加数：６医院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答数：６医院

質問１．参加していかがでしたか?　　　　　質問２．医院紹介は十分にできたと思われますか？

・初参加でしたが良かった　　　　　　　　　　　　　　・医院の説明はうまくできたと思う
・自院のアピールもあるが、学生の考えが参考になった　・もう少し事前準備をすればよかった
・学生と直接話す事は医院側にとっても良いと思う　　　・スタッフを連れてきて話をしてあげられたらよかった

質問３．学生を採用するポイントをお願い致します
・笑顔
・真面目な学生
・協調性、明るさ
・自分の経験を活かし、自分の頭で考え、判断できる学生
・患者さんに暖かく接する事ができるか、ｽﾀｯﾌ同士仲良くできるか等、性格重視
・熱意
質問４．学生へのアドバイスやメッセージがありましたらお願いします
・離島に来るのは不安だと思いますが、安心して来て大丈夫です
・患者さんとのコミュニケーションを大切にスキルアップを目指しましょう
・社会人になると忙しくなると思いますが、なるべくスポーツ等体を動かす努力を続けて下さい
・慣れるまで先輩衛生士、スタッフとうまくコミュニケーションがとれれば、仕事は覚えていけると思います
質問５．北部・離島歯科衛生士確保実証事業についてご意見をお聞かせください
　　　　　＊北部及び離島地域での就業を条件に、歯科衛生士が利用した奨学金等の返済を支援することで
　　　　　　歯科衛生士の地域偏在を解消することが目的
・今後も継続されることを希望します
・北部での衛生士の確保が難しいので続けてほしい
・良い取り組みだと思う。ただ、２年間は少し短いかと思う

良かった ６医院

十分できた
３医院

おおよそできた
３医院

質問１
良かった 6
普　通 0
その他 0
質問２
十分できた 3
おおよそできた 3
できなかった 0
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　本校の褒賞規定により実施される奨学金授与式が
行われました。
　表彰基準は「学業成績が特に優秀であり、且つ他
の学生の模範となると認められる学生」となってお
り、今年も会議の中で基準に該当する対象者を各学
年から２名ずつ決定し、合計６人の学生に授与され
ました。発表まで情報が伏せられるため感動もひと
しおです。級友から羨望の眼差しと盛大な拍手を受
け舞台に登壇し、校長先生から表彰状と奨学金を授
与される学生は満面の笑みです。
　真境名校長先生からは国家試験を控えた３年生に
対する激励と、１・２年生に対しては体調管理やこの
時期の大切さについてのアドバイスを頂きました。
　３年生の代表挨拶では３年間連続受賞したことの
感激と周囲への感謝そして、後輩に対しては「授業
中は絶対居眠りをしない！」「疑問点はその場で解
決をする！」の２点を徹底してきたことをアドバイ
スとして伝えました。絶大な説得力です。実際この

式典終了後には後輩達から、かなり前向きな発言が
多く聞こえてきます。教員側にとってもやる気スイ
ッチを入れる絶好のタイミングです。学年担任は年
間の振り返りをさせ目標について考えさせます。
平良副校長先生からは、「誰にでもチャンスがある
し、日頃の生活態度が重要である」との励ましを頂き
ました。この式典は受賞者のみならず全学生のモチ
ベーションアップにつながります。成績が拮抗するこ
とが多くありますので誰にでも可能性があります。
この機運で新しい年も頑張って欲しいと思います。

奨学金授与式奨学金授与式
沖縄歯科衛生士学校　教務課　上　原　生　子
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　令和２年２月23日午後１時から５時まで、南風原
町の宮城公園テニスコートにて今年度のデンタルフ
ァミリーテニス大会が行われた。例年、沖縄でプロ
野球のキャンプが行われるこの時期は雨が多いので
何より天気を心配したが、快晴の最高なテニス日和
となった。
　参加者は14人（男性９人、女性５人）。まずは参
加者を上地チームと長堂チームの７人ずつのチーム
に分けた。チームの中で全員とペアを組み替えて試
合を行い、その獲得したゲーム数で個人の順位を決
定する方式とした。
　結果は次の通りだが、上地先生は最後まで納得が
いかないようだった（自分の順位ではなくて優勝者
が湧田邦子さんだったことに）。湧田邦子さんは毎
年この大会に参加してくだる常連で初の栄冠となっ
た。
　待ち時間は、皆さんからの差し入れをいただきな
がら他の試合を観戦し、好プレー珍プレーに拍手喝
さいで大いに盛り上がった。大城親子は父の方に今
年は軍配が上がったが、伸び盛りの小６年生の息子
に来年は勝てるか？早くも来年が楽しみな大会とな
った。
　最後に、福里剛先生いつも賞品の買出し準備をお
疲れ様です。今年も賞品は好評でした。上地智博先
生もコートの手配を有難うございました。今年もけ
が人もなく無事に終える事が出来たことに感謝しま
す。

①湧田邦子（ラッキーデンタランド歯科クリニック）
②大城勝彦（上地歯科医院）
③奥田秀和（長堂歯科医院）
④宮国末子（上地歯科医院）
⑤福里　剛（ラッキーデンタランド歯科クリニック）
⑥宮国　清（上地歯科医院）
⑦上地智博（上地歯科医院）
⑧長堂芳子（長堂歯科医院）
⑨湧田森明（ラッキーデンタランド歯科クリニック）
⑩玉城義久（上地歯科医院）
⑪大城璃空（上地歯科医院）
⑫渡慶次明（長堂歯科医院）
⑬湧田千夏（ラッキーデンタランド歯科クリニック）
⑭福里智子（ラッキーデンタランド歯科クリニック）

デンタルファミリーテニス大会
第23回（令和元年度）

南部地区歯科医師会　長　堂　芳　子
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　去る２月９日（日）午後１時30分から恒例の囲
碁大会が碁会所	親雲上（ペーチン）で行われまし
た。参加者は六人で総当たり戦としました。
　上位三人が同率という白熱した戦いとなりました
が、結果は以下の通りです。

　　優　勝　大　山　日出男　五段
　　準優勝　當　山　正　昭　六段
　　三　位　新　垣　善　章　五段
　　四　位　大　城　正　雄　初段
　　五　位　登　川　建　樹　初段
　　六　位　中　里　治　通　３級

囲碁大会囲碁大会
あらかき歯科クリニック　新　垣　善　章
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　平素は、本会会務運営に格別なるご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　このたびは、「首里城の復旧・復興に対する支援金」にご賛同頂き、誠に有難うございました。
令和２年３月19日（木）、県庁にて贈呈式を行いました。一日も早い首里城再建を願い、ご報告とともに御礼
申し上げます。

【この度ご寄付いただきました金額】

　　　　　　　　会　　員　（337名） 金  337,000円

　　　　　　　　㈱ＫＡＷＡＲＹＯＵ ＰＧＭ 金  500,000円

　　　　　　　　㈱ＫＡＷＡＲＹＯＵ 九州 金  500,000円

　　　　　　　　沖縄県歯科用品商組合 金   50,000円

　　　　　　　大東京歯科用品商協同組合 金   83,449円
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※業者は順不同

首里城の復旧・復興に対する
　　支援金の寄付について（御礼）
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順　位 氏　　名 ＯＵＴ ＩＮ GROSS ＨＤＣＰ NET 備　　考 次回 HD

優勝 大　西　　　満 42 44 86 6.5	 79.5 ベスグロ、ドラコン賞 4.5

準優勝 比　嘉　正　則 47 44 91 7.1	 10.6 8.5

3 金　城　史　明 45 42 87 3.1	 83.9 ドラコン賞、
ニアピン賞× 2 2.7

4 中　原　　　勉 44 51 95 10.9	 84.1 ニアピン賞 11.9

5 金　城　文　信 54 63 117 31.0	 86.0 シニアベスグロ、
シニアドラコン 32

6 長　濱　　　正 52 51 103 16.0	 87.0 ニアピン賞 17

7 登　川　建　樹 63 61 124 30.6	 93.4 シニアドラゴン、	
ラッキー７賞 31.6

8 福　里　　　剛 54 51 105 5.6	 99.4 ブービーメーカー賞 6.6

１月度ＤＧＡゴルフ大会　成績表 令和２年１月26日（日）
オーシャンキャッスルカントリークラブ

今日は雨の中　同伴競技者（金城文信先生、登川建樹先生、長濱正先生）
3 人のボールを見ながらのプレーでしたが
それでも優勝しました。ありがとうございます。
　その挨拶の後の文信先生のお言葉「みつる～　最後集中して　たてきーの
山の上に行ったボールは探さんで、たてきーは独りで山の上までのぼって
いったよ～！」（笑）
ちなみに残り３ホールパー、パー、チップインバーディーだったそうです。

1 月度ＤＧＡ優勝者
大西　満先生のコメント
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順　位 氏　　名 ＯＵＴ ＩＮ GROSS ＨＤＣＰ NET 備　　考 次回 HD

優　勝 中　原　　　勉 42 45 87 11.9 75.1 ドラコン賞 8.3

準優勝 大　西　桂　巳 42 46 88 12 76 ニアピン賞 9.6

３ 比　嘉　正　則 49 44 93 11.9 81.1 ニアピン賞 7.6

４ 高　橋　清一郎 47 48 95 13.2 81.8 シニアベスグロ 14.2

５ 金　城　史　明 41 44 85 2.7 82.3 ベスグロ賞
ドラコン賞 3.7

６ 津嘉山　　　一 48 48 96 12.7 83.3 13.7

７ 比　嘉　宗　安 50 51 101 14.9 86.1 ニアピン賞
ラッキー 7賞 15.9

８ 金　城　文　信 64 58 122 32 90 シニアドラコン賞
ブービー賞 33

９ 大　西　　　満 58 43 101 4.5 96.5 ニアピン賞 5.5

２月度ＤＧＡゴルフ大会　成績表

今回、まぐれで優勝させていただいてありがとうございます。
飛ばし屋の大西満先生、堅実なプレーの大西桂巳先生、
そして私より18歳も年上の
比嘉宗安先生は飛ばすし、いつも若々しいメンバーに
恵まれました。

２月度ＤＧＡ優勝者
中原　勉先生のコメント

令和２年２月23日（日）
オーシャンキャッスルカントリークラブ
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順　位 氏　　名 ＯＵＴ ＩＮ GROSS ＨＤＣＰ NET 備　　考 次回 HD

優　勝 金　城　文　信 54 50 104 33 71 23.1

準優勝 津嘉山　　　一 41 49 90 13.7 76.3 ニアピン賞 10.9

3 中　原　　　勉 44 43 87 8.3 78.7 7.5

4 金　城　史　明 39 45 84 3.7 80.3 ベストグロス 4.7

5 比　嘉　正　則 45 47 92 7.6 84.4 ニアピン賞 8.6

6 新　垣　善　章 49 44 93 7.8 85.2 ニアピン賞× 2
ドラコン賞× 2 9.8

7 高　橋　清一郎 49 51 100 14.2 85.8 シニアベスグロ
　ラッキー 7賞 15.2

8 比　嘉　宗　安 51 55 106 15.9 90.1 シニアドラコン賞 16.9

9 福　里　　　剛 48 49 97 6.6 90.4 7.6

10 上　原　　　淳 52 48 100 8.3 91.7 シニアドラコン
ブービー賞 9.3

11 登　川　建　樹 63 64 127 31.8 95.2 32.8

3 月度ＤＧＡゴルフ大会　成績表

　今年80歳を迎えて診療所も閉院し　ゴルフもできるだけ参加しようと
思っております。
　今日は登川建樹先生と一緒の組で　建樹先生は今日点数は
悪かったのですが　スイングが綺麗でア参考にさせて
もらったのがよい結果につながりました。
　ありがとうございました。

３月度ＤＧＡ優勝者
金城 文信先生のコメント

令和２年３月22日（日）
オーシャンキャッスルカントリークラブ
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８０２０達成者認定証の発行について 

　平素より本会会務運営にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

　さて、このたび本会では会員からご推薦いただいた８０２０達成者に標記の認定証を発行す

る事といたしました。 

　つきましては、該当者がいらっしゃいましたら別添の推薦様式にて、ご推薦いただきたく存

じます。 

　過去に８０２０表彰を受けていらっしゃる方も認定証という事で改めて対象になります。 

　認定証は会員診療所に送付いたしますので、会員から達成者にお渡しいただきたく存じます。 

　また、県全体の達成者の中から代表者数名を選出し、歯っぴ～ファミリー劇場での表彰を予

定しています。 

　会員各位のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

TEL：098-877-1811　FAX：098-877-7925

沖縄県歯科医師会事務局（担当：金城） 

連 絡 先 

見本 

沖縄県歯科医師会事務局
TEL：098-996-3561　FAX：098-996-3562

　平素より本会会務運営にご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、このたび本会では会員からご推薦いただいた８０２０達成者に標記の認定証を発行す
る事といたしました。
　つきましては、該当者がいらっしゃいましたら別添の推薦様式にて、ご推薦いただきたく存
じます。
　過去に８０２０表彰を受けていらっしゃる方も認定証という事で改めて対象になります。
　認定証は会員診療所に送付いたしますので、会員から達成者にお渡しいただきたく存じま
す。
　会員各位のご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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沖縄県歯科医師会会長　殿 

推薦者 
 
　医院名： 
 
　氏　名： 
　 
　　平成　　　年　　　月　　　日 
 
　　以下の通り推薦申し上げます。 

※県歯事務局へ郵送またはＦＡＸにてご提出ください 

（FAX：098-877-7925） 

８０２０達成者推薦書 

　明　・　大　・　昭　　　年　　　月　　　日　（　　　）歳 

住　　所 

〒（　　　　－　　　　　　） 

電話番号 

　　　　　　　本 

① 自力歩行可　　② 介助有りで歩行可　　③ 車いす 
 
④ 外出困難　　　⑤ その他（　　　　　　　　　　） 

① 不　　要　　　　②良　　好　　　③要　改　善 

８０２０達成者推薦書 

ふりがな 
 

性　別 
 
 
 
 
氏 名  
 
 
 
 
 
生 年月日（年齢） 
 
 
 
 
 
ご 本 人 連 絡 先  
 
 
 
 
 
現 在 歯 数  
 
 
 
 
自 立 状 態  
（あてはまるものに○）  
 
 
 
補 綴 状 態  
（あてはまるものに○）  
 
 
 
 
特 記 事 項  

男 ・ 女 

（FAX：098-996-3562）

令和　　　年　　　月　　　日
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●
令
和
２
年
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月
26
日
（
水
曜
日
）

●
令
和
２
年
２
月
12
日
（
水
曜
日
）
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●
令
和
２
年
３
月
25
日
（
水
曜
日
）

●
令
和
２
年
３
月
11
日
（
水
曜
日
）
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●
琉
球
新
報

　

令
和
２
年
２
月
22
日
（
土
曜
日
）

●沖縄タイムス　令和２年２月14日（金曜日）

53

2020  M arch Vol 2



■ 令和元年度　第21回定時理事会　令和２年２月10日（月）　午後８時　沖縄県口腔保健医療センター研修室
Ⅰ．報告事項
１．第573回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
２．令和元年度第１回沖縄県糖尿病対策推進会議並びに地区歯科医師会糖尿病対策担当理事合同会議出席報

告
３．令和元年度第２回おきなわ津梁ネットワーク運営実行委員会出席報告
４．令和元年度第２回沖縄県国民健康保険運営協議会出席報告
５．健康おきなわ21推進協議会出席報告
６．災害口腔医学研修会出席報告
７．第三者行為求償事務に関する協力依頼について
８．｢安全な歯科医療を提供するバイタルサインセミナー｣の企画について
　　－日本歯科医学会専門分科会・日本歯科麻酔学会からの提案－
９．オンライン請求システムにおけるレセプト送信プログラムの追加について
10．医療施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について
11．沖縄県医師確保計画（案）への意見について
12．沖縄県外来医療計画（案）への意見について
13．「歯科情報の標準化に関する研修会」（令和元年度厚生労働省「歯科情報の新たな利活用にかかる実証」
事業）の開催について

14．令和元年度身元確認研修会の開催について
15．令和元年度災害歯科コーディネーター養成研修会の開催について
16．新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛している者に係る診療報酬の取扱いについて
17．日本歯科医師会各種規程の整備について
　　公益社団法人日本歯科医師会　交付金・助成金に関する規程
　　公益社団法人日本歯科医師会　決済権限規程
　　公益社団法人日本歯科医師会　公印管理規程
　　公益社団法人日本歯科医師会　講師等謝金に関する規程
18．医療機器の保険適用について
19．令和元年度第３回沖縄県かかりつけ医等発達障害対応力向上研修会「のびのび支援しよう、みんなで
集まろう」の開催について

20．委員会報告
　　①地域保健　　　②財務・厚生

Ⅱ．承認事項
１．市民公開講座（認定特定非営利活動法人いたみ医学研究情報センター）後援依頼について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　終身会員の推薦に関する件
第２号議案　指定地方公共機関の指定に対する承諾に関する件
第３号議案　令和２年度一般社団法人日本学校歯科医会会長表彰被表彰候補者の推薦に関する件
第４号議案　令和２年度事業計画に関する件
第５号議案　令和２年度予算案に関する件
第６号議案　「第11回沖縄県HIVカンファレンス」職員の派遣に関する件
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IV．協議事項
１．第43回九州口腔衛生学会の開催について

Ⅴ．その他
１．九州歯界への寄稿について

■ 令和元年度　第22回定時理事会　令和２年２月25日（火）　午後８時　沖縄県口腔保健医療センター研修室
Ⅰ．報告事項
１．令和元年度都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・介護保健担当理事連絡協議会出席報告
２．第４回沖縄県地域包括ケアシステム推進会議出席報告
３．オンライン資格確認の導入に関する医療関係団体説明会出席報告
４．令和元年度第２回九州地区連合歯科医師会協議会出席報告
５．令和元年度第15回沖縄県歯科ＳＵＮ会議および大会出席報告
６．第５回アクティブネットワーク九州実行委員会出席報告
７．第２回センター医局会議開催報告
８．令和元年度日本学校歯科医会加盟団体長会出席報告
９．第19回沖縄県健康教育研究大会出席報告
10．令和元年度学校歯科保健研修会開催報告
11．令和元年度日本学生支援機構奨学業務連絡協議会出席報告
12．令和元年度九州各県歯科医師会事務局長連絡会出席報告
13．首里城の復旧・復興に対する支援金の寄付収支報告
14．令和２年度共済制度に係る普及のお願いについて
15．歯科用金銀パラジウム合金の価格高騰について
16．スマホアプリ「Babyプラス」への歯科医院情報の登録に関わる「期間限定」の取り組みについて
17．｢新型コロナウイルス感染症対策としてのマスクの適正購入等｣に関する周知について
18．新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
19．イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージについて
20．平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
21．要望書の提出（九州地区連合歯科医師会）について
22．国民健康保険保険給付に対する広域的な見地からの点検調査の実施について
23．委員会報告
　　①調査広報　　　	②学校③学校歯科
　　④センター

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　寄付された金品の収受及び使徒に関する件
第２号議案　一般社団法人日本障害者歯科学会における令和元年度厚生労働省医政局歯科保健事業「障害

者等への歯科健診等推進事業に係る調査研究」への協力依頼に関する件

IV．協議事項
特になし

Ⅴ．その他
１．｢社会福祉活動資金づくり・第４６回芸能の夕べ｣公演への協力方について
２．新型コロナウイルス感染拡大に伴う歯科用マスク消毒用アルコール等の安定供給について
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■ 令和元年度　第23回定時理事会　令和元年３月10日（火）　午後８時　沖縄県口腔保健医療センター研修室
Ⅰ．報告事項
１．令和元年度歯科医療従事者技術向上支援研修会（ＤＴ）開催報告
２．令和元年度歯科医療従事者技術向上支援研修会（ＤＨ）開催報告
３．第６回アクティブネットワーク九州実行委員会開催報告　
４．医療施設等における感染拡大防止のための留意点について
５．医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応について　
６．要望書に対する回答（日本歯科医師会）について　
７．令和２年度九州デンタルショーにおける施設基準対応講習会の開催について
８．オンライン請求における再審査返礼レセプトの配信日の繰り上げについて　
９．令和２年３月以降の診療報酬請求書などの提出について　
10．｢研修｣が要件となっている施設基準の届出について
11．医療機器の保健適用について　
12．新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて　
13．災害対策基本法に基づく｢指定地方公共機関｣の指定について　　
14．日本歯科医師会主催「第４回嚥下機能評価研修会～嚥下内視鏡検査実習～」の開催について
15．委員会報告
　　①地域保健　　　②保険
　　③医療管理・医業経営　　④学術

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第１種会員）の入会について
２．沖縄県歯科医師会会員（第１種会員）の退会について
３．令和２年度｢看護の日｣及び｢看護週間｣の後援について
４．令和元年度沖縄県不正大麻、けし撲滅運動、令和２年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動、令和２年度沖
縄県麻薬・覚醒剤乱用防止運動の協賛・後援名義使用に関する件

Ⅲ．議事事項
第１号議案　介護給付費等審査委員会委員の選任依頼に関する件
第２号議案　学術講演会共催（バイオガイアジャパン株式会社）依頼に関する件
第３号議案　沖縄県かりゆし長寿大学校講義における講師推薦に関する件
第４号議案　寄付された金品の収受及び使途に関する件

IV．協議事項
特になし

Ⅴ．その他
１．センター休日救急歯科診療に関するアンケート調査結果について
２．研修会の開催について
３．カンファスイ（リューセロ株式会社）のプレゼンテーションについて
４．ニュースマイルウオーターについて
５．マスク・消毒用アルコールの備蓄確認について　
６．令和２年度診療報酬改定に係る歯科関係の改定説明（厚生労働省動画チャンネル（You	Tube）配信について）
７．｢診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について｣の公表について
８．日本学校歯科医会創立９０周年記念誌加盟団体略史執筆依頼について
９．糖尿病内科―歯科連携についての意識調査2020.2アンケート集計結果（首里城下町クリニック第一）に
ついて

10．Ciメディカル寄贈マスクの配付方法について
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■ 令和元年度　第24回定時理事会　令和元年３月24日（火）　午後８時　沖縄県口腔保健医療センター研修室
Ⅰ．報告事項
１．第574
回社会保険診療報酬支払基金沖縄支部幹事会出席報告
２．令和元年度第３回センター医局会議開催報告
３．「オンライン資格確認」の開始に向けたお知らせについて
４．医療機関向けマスクの医療機関等への配付について
５．新型コロナウイルス感染症が疑われる者の診療に関する留意点について
６．「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」に関するQ＆Aについて
７．新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
８．「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集（Q＆A）について
９．新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の納税猶予制度について
10．新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について
11．医療的ケアを必要とする児童等を支援する事業所等における手指消毒用エタノールの優先供給について
12．新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う手指消毒用エタノールの優先供給について
13．令和２年度日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会の開催案内および受講申込手続き
の協力依頼について

14．令和２年度公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト養成講習会〈スポーツ歯科医学
Ⅰ・Ⅱ〉の開催日程について

15．「学校歯科医生涯研修制度」文部科学省後援名義の使用許可について
16．日本学校歯科医会の「マスコットキャラクター」投票について
17．学校の健康診断について
18．新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた学校保健安全法に基づく児童生徒等及び職員の健康診断
の実施等に係る対応について

19．「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」に関する質疑応答集（Q＆A）について（その2）
20．新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について
21．委員会報告
　　①学校歯科　　　②学校
　　③センター　　　④調査広報

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について
２．沖縄県歯科医師会会員種別変更について
３．沖縄県歯科医師会会員（第１種会員）の退会について

Ⅲ．議事事項
第1号議案　沖縄県歯科医師会会費減免に関する件　　
第２号議案　２０２０年度歯科検診・歯科保健指導（那覇市こども発達支援センター）依頼に関する件　
第３号議案　歯科保健指導（浦添市障害児通所支援事業所｢たんぽぽ園｣の職員
派遣依頼に関する件　
第４号議案　口腔保健医療センター土曜日診療に関する件

IV．協議事項
１．休日救急歯科診療の存続について

Ⅴ．その他
１．第70回日本口腔衛生学会について
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　コロナウィルスの感染が脅威を増す中で様々な対応に追われている日々ですが、こんな時こそ肯定
的な解釈をし医院の感染対策の見直しや使い捨てマスクの使用の検討、口腔ケアの重要性や手洗いう
がいの周知の強化などをしていきたいと考えました。「ピンチの時、それと同等もしくはそれ以上の
チャンスが隠れている」こんな言葉を大事に行動して行きたいと思います。

関塚　知義

１．掲載内容：歯の健康について(分かりやすく中学生が理解できる程度で、面白い内容でお願いします)
２．文字数：800字　　３．掲載日：第３水曜日
４．送付先：沖縄県歯科医師会事務局
　　・メール：okisi@okisi.org　・Fax：098-996-3562　・郵送：〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川218-1
５．原稿料：なし
＊誠に申し訳ありませんが、原稿の採用および掲載日については、広報委員会に一任頂きたいと思います。
＊同じタイトルや同じような内容の投稿に関しては、掲載されないこともあります。
＊掲載が決まりましたら事前に校正していただくことがございます。
＊ご不明な点がございましたら、事務局または広報委員までお問い合わせください。

沖縄県歯科医師会は、隔週で沖縄タイムスの「歯の長寿学」欄に
会員の先生のコラムを掲載しています。
内容は、歯の健康にまつわる事なら、なんでも構いません。
報酬はありませんが、医院名や先生のお名前は掲載されますので、
イメージアップにつながるかと思います。

沖縄県歯科医師会のホームページ(http://www.okisi.org/)では、「歯医者をさがす」のコーナーで、会員の
先生方の医院の紹介をしています。内容に誤りや変更がある場合、訂正いたしますので、事務局までご
連絡ください。
また、ホームページ全体の改善点やご要望がありましたら、事務局または広報委員まで、ご意見お寄せ
ください。

沖縄県歯科医師会HPについて沖縄県歯科医師会HPについて沖縄県歯科医師会HPについて

広報委員：梅村　誠、島袋　亮、長嶺　和弘、関塚　知義、前城　康一、本永　昌代、久手堅　淳

１．掲載内容：歯の健康について(分かりやすく中学生が理解できる程度で、面白い内容でお願いします)
２．文字数：800字　　３．掲載日：第３水曜日
４．送付先：沖縄県歯科医師会事務局
　　・メール：okisi@okisi.org　・Fax：098-996-3562　・郵送：〒901-1105 沖縄県島尻郡南風原町字新川218-1
５．原稿料：なし
＊誠に申し訳ありませんが、原稿の採用および掲載日については、広報委員会に一任頂きたいと思います。
＊同じタイトルや同じような内容の投稿に関しては、掲載されないこともあります。
＊掲載が決まりましたら事前に校正していただくことがございます。
＊ご不明な点がございましたら、事務局または広報委員までお問い合わせください。

沖縄県歯科医師会は、隔週で沖縄タイムスの「歯の長寿学」欄に
会員の先生のコラムを掲載しています。
内容は、歯の健康にまつわる事なら、なんでも構いません。
報酬はありませんが、医院名や先生のお名前は掲載されますので、
イメージアップにつながるかと思います。

沖縄県歯科医師会のホームページ(http://www.okisi.org/)では、「歯医者をさがす」のコーナーで、会員の
先生方の医院の紹介をしています。内容に誤りや変更がある場合、訂正いたしますので、事務局までご
連絡ください。
また、ホームページ全体の改善点やご要望がありましたら、事務局または広報委員まで、ご意見お寄せ
ください。

沖縄県歯科医師会HPについて沖縄県歯科医師会HPについて沖縄県歯科医師会HPについて

広報委員：梅村　誠、島袋　亮、長嶺　和弘、関塚　知義、前城　康一、本永　昌代、久手堅　淳
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会員：令和２年３月１日　現在496名

内　訳

種　　別 男 女 計

１ 種 会 員 311 42 353

２ 種 会 員 7 2 9

３ 種 会 員 27 15 42

４ 種 会 員 1 0 1

終 身 会 員 79 13 92

計 425 72 497

入・退会状況（１種・２種・終身・正会員）

種　　別 男 女 計

入 会 者 1 0 1

退 会 者 0 0 0

計 1 0 1

地区別

地　区 男 女 計

北 部 地 区 24 1 25

中 部 地 区 119 14 133

南 部 地 区 222 36 258

宮 古 地 区 16 6 22

八 重 山 地 区 15 0 15

計 396 57 453

入・退会状況（３種・４種準会員）

地　区 男 女 計

入 会 者 0 0 0

退 会 者 0 0 0

計 0 0 0

会員動静（新入会員１名）
氏　　名 生年月日 医　　院　　名 就業所所在地 出　身　校 卒業年月 会員種別 入会日

東　　　建　太 S50.5.3 なんじぃデンタルクリニック 南城市佐敷新里607-1 九州歯科大学 1種会員 令和2年3月1日



全国歯科医師国民健康保険組合沖縄県支部
沖縄県支部長　髙　嶺　明　彦

令和2年4月からの保険料について

令和２年４月１日

１．基礎賦課額
　・被保険者の医療給付費、保健事業費等の費用に充てるための保険料
　・前期高齢者納付金の納付に充てるための保険料

⑴　所得割賦課額（１種組合員及び後期高齢者組合員のうち対象者（※）に賦課）
　①保険診療者
　ア．前年の保険診療報酬の合算額の1000分の6.5を乗じた額
　イ．上限賦課額　月額　32,500円（年額　390,000円）
　ウ．下限賦課額　月額　４月　1,900円、５月～３月　1,600円（年額　19,500円）
　エ．医療法人（各医療機関ごと）月額　32,500円（年額　390,000円）
　オ．医療法人（各医療機関ごと）が、前年の医業収入額に1000分の6.5を乗じた額が、390,000円に満

たない場合は、所得割賦課額の変更申請を行なうことができます。
　カ．変更申請は、｢保険料調定変更申請書（様式1号）｣に直近の確定申告書等医業収入がわかる書類を添

付して支部に提出してください。
　　　　ただし、変更申請は2020年６月末迄とし、年１回とします。
　キ．１種組合員又は後期高齢者組合員が開設する同一医療機関において、当該組合員の配偶者・親子・

兄弟姉妹である１種組合員のうち、２人目以降の者は所得割賦課額を免除します。
　ク．１種組合員で歯科医療機関等に勤務する者は、所得割賦課額を免除します。

※後期高齢者組合員が開設又は管理する医療機関において、２種組合員を雇用している場合、又は当該組
合員の夫婦・親子・兄弟姉妹である１種組合員が診療に従事している場合は、後期高齢者組合員に所得
割賦課額を賦課します。算定方法については、一般の1種組合員と同じ方法になります。

　②非保険診療者（矯正標榜者・医療法人を含む）
　ア．月額32,500円（年額390,000円）
　イ．非保険診療者が、前年の医業収入額に1000分の6.5を乗じた額が390,000円に満たない場合は、所

得割賦課額の変更申請を行うことができます。
　ウ．変更申請は、｢保険料調定変更申請書（様式1号）｣に直近の確定申告書等医業収入がわかる書類を添

付して支部に提出してください。
　　　ただし、変更申請は2020年6月末迄とし、年1回とします。

⑵　均等割賦課額（1人月額）
１種組合員　8,600円　　１種組合員家族　6,600円　　２種組合員 16,500円
２種組合員家族　6,000円　　３種組合員  9,000円　　３種組合員家族　6,000円
後期高齢者組合員の家族　6,600円

※基礎賦課額（均等割賦課額）には、
 　前期高齢者納付金1人当たり
　2,073円が含まれます。
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　病気やけがなどで医師の診療を受けるときは、被
保険者証を提示することで医療の給付を受けること
ができます。
　⑴組合員　７割　　　⑵家族　７割
　⑶未就学者　８割
　⑷前期高齢者のうち70歳以上の方
　　・現役並み所得者　７割　・一般所得者　８割

　歯科における自己及び勤務する医療機関並びに分

院等の系列医療機関での組合員とその世帯員の診療
は、自家診療と判断し保険給付の対象外です。また
それに伴う処方箋の発行による調剤も給付対象外で
す。ご注意ください。

　次のような場合は、支払った費用の一部を療養費
として支給します。
・組合の資格取得の手続き中のため、被保険者証を

持参せず医療機関等を受診したとき
・緊急時に被保険者証不携帯で医療機関等を受診し

たとき
・海外で診療を受けたとき
・医師の指示により義手・義足・義眼・コルセット・

弾性着衣などの治療用装具を購入装着したとき
・９歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡やコン

タクトレンズを購入したとき
・生血液の輸血を受けたとき
・柔整整復師の施術を受けたとき
・医師の同意を得て、はり・きゅう・あん摩・マッ

サージを受けたとき等
●申請手続きに必要な書類●
　申請手続きに必要な書類は申請内容によって異な

２．後期高齢者支援金等賦課額
・後期高齢者支援金の納付に要する費用に充て

るための保険料
・病床転換支援金の納付に要する費用に充てる

ための保険料
　　組合員及びその家族（１人月額）3,400円

３．介護納付金賦課額
・介護納付金の納付に要する費用に充てるため

の保険料
　　40歳以上65歳未満の者（１人月額）3,900円

４．後期高齢者賦課額
・後期高齢者医療制度の被保険者となった１種

組合員の方で、引き続き組合員として残られ
た方

　　後期高齢者の組合員（１人月額）5,000円

◎保険料賦課額の免除
　３種女性組合員の一人親（離婚などにより独
りで生計を営んでいる女性）の世帯に属する被
保険者で義務教育終了までの方は後期高齢者支
援金等賦課額を免除、基礎賦課額は２人目以降
の方から免除します。

基礎賦課額（均等割賦課額）（１人月額）6,000円
後期高齢者支援金等賦課額（１人月額）3,400円
※再婚等により生計形態が変更になった場合は

免除が終了します。
　変更時に必ず支部事務所までお知らせ下さい。

全国歯の保険給付・保健事業

 ①保険給付割合

 ②歯科自家診療とそれに伴う調剤は保険給付外

＊令和2年8月1日からは緑色の高齢受給者証＊
　70歳から74歳の方は、被保険者証とは別に高
齢受給者証が交付されます。水色の高齢受給者
証は有効期限の令和２年７月31日までお使いい
ただけます。その後は必ず支部事務所までご返
却をお願いします。
　令和２年８月１日からは、緑色の高齢受給者
証が交付されます。

＊人工透析を受けている70歳未満の方へ＊
　人工透析を受けている70歳未満の方で「国民
健康保険特定疾病療養受療証」の有効期限が令
和２年７月31日の方は、期日までに更新手続き
をお済ませください。
●申請手続きに必要な書類●
□組合員と全国歯に加入している家族世帯員を

合わせた所得を証明する書類
（例）市区町村で発行した課税所得証明書、確

定申告書の写し

 ③療養費の支給申請
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ります。
　詳しくは支部事務所にお問い合わせください。

　該当する方（または該当になりそうな方）には組
合から手続きのご案内をお送りします。なお、高額
療養費は医療機関から提出されるレセプトに基づい
て支給されるため、受診日から数ヶ月を要します。
　医療機関からのレセプトの提出が遅れている場合
は、組合からの通知も遅くなります。
●申請手続きに必要な書類●
□高額療養費支給申請書
□対象となる医療費の領収書
□組合員と全国歯に加入している家族世帯員を合わ

せた所得を証明する書類
（例）市区町村で発行した課税所得証明書、確定申

告書の写し

◆傷病手当金の支給申請
　保険料を完納している組合員が入院した場合、入
院１日目から傷病手当金を支給します。ただし、同
一年度内の疾病について支給期間90日を限度としま
す。
【支給額】入院１日につき　１種組合員　4,000円
　　　２種組合員　1,500円　３種組合員　1,500円

●申請手続きに必要な書類●
□傷病手当金支給申請書

◆出産育児一時金の支給申請
　被保険者が出産（妊娠85日以上の死産・流産を含
む）した場合に出産育児一時金を支給します。双子
の場合は２人分を支給します。
【支給額】１児につき　420,000円
●申請手続きに必要な書類●
□出産育児一時金支給申請書
□母子手帳の出産届出済証明書の写し（市区町村の

証明）
□産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産し

たことを証明する所定の印が押された領収証等の
写し

◆出産手当金の支給申請
　被保険者である組合員が出産したときは、組合員
の申請により出産手当金を支給します。ただし支給
期間は90日を限度とし、2018年４月１日以降の産休
に限ります。
【対象者】
　産前６週間、産後８週間において業務に服さなか
った組合員
【支給額】　１日につき　1,500円
●申請手続きに必要な書類●
□出産手当金支給申請書
□申請書の医師、助産師の証明または、出産した事

実を確認できる書類
□申請書の事業主の証明または、産休の期間が確認

できる書類
※傷病手当金が支給された期間は出産手当金の支給

は出来ません。
　異常分娩で入院された場合は、申請の際にご注意

ください。

◆葬祭費の支給申請
　被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に対し
て支給します。
【支給額】１種組合員　300,000円　　
　　　　　２種組合員　150,000円

 ④高額療養費の支給申請

＊限度額適用認定証の発行及び更新＊
　70歳未満及び70歳から74歳の方で現役並み所
得Ⅰ、Ⅱ（課税標準額145万円以上690万円未
満）の方の医療費が高額になる場合は、事前に
組合に申請し交付された国民健康保険限度額適
用認定証（住民税非課税の世帯は限度額適用・
標準負担額減額認定証）を医療機関に提示する
と、1か月あたりの窓口負担が高額の場合でも高
額療養費の自己負担限度額までとなります。な
お、更新される方はお早めに手続きください。
●申請手続きに必要な書類●
□国民健康保険限度額適用認定申請書
□組合員と全国歯に加入している家族世帯を合

わせた所得を証明する書類
（例）市区町村で発行した課税所得証明書、確

定申告書の写し

 ⑤その他の保険給付の支給申請

62

2020  M arch Vol 2



　　　　　３種組合員　100,000円　
　　　　　１・２・３種組合員家族　100,000円
　　　　　後期高齢者組合員家族　100,000円
●申請手続きに必要な書類●
□葬祭費支給申請書
□葬祭を行った方を判断できる書類
□死亡届や死亡診断書の写しなど亡くなった事実を

証明する書類

◆移送費の支給申請
　病気やけがのために移動が困難な患者が医師の指
示によって移送された場合に支給します。だたし支
給には条件がありますので、詳しくは支部事務所に
お問い合わせください。
●申請手続きに必要な書類●
□移送費支給申請書
□医師の意見書（医師の署名捺印のあるもの）
□領収書など移送に要した費用の額を証明する書類

◆院長の皆様へ◆
　歯科疾患を早期に発見し予防等に努め、全身の健
康保持増進をはかることを目的としております。ど
うかご協力お願い致します。
【対象者】３種組合員及び３種組合員家族（18歳以上）
【受診期間】～令和３年２月末日
【実施場所】３種組合員が雇用されている歯科医院
【支給額】歯科健診に係る歯科健診文書料及び指導

料は、支部事務所より受診者1名につき
500円（実施期間内1回限り）を実施医療
機関へ支給致します。

【申請方法】『全国歯科医師国民健康保険組合歯科
健診票』へ健診結果をご記入頂き、組合
提出用の健診票を支部事務所へご提出お
願い致します。

【申請期間】～令和３年３月末日　※支部必着
※歯科健診に関する詳細は、後日別紙にて改めてご

案内致します。

　被保険者（後期高齢者組合員を除く）がインフル
エンザの予防接種を受けたときに申請により費用の
一部を支給します。
【支給額】　年度ごと１名につき、3,000円を限度に

支給
【申請期間】　令和２年４月１日～令和３年３月31

日　※支部必着
●申請手続きに必要な書類●
　令和３年３月20日　※支部上乗せ分締切
□インフルエンザ予防接種補助金申請書
□領収書（予防接種日、医療機関名、医療機関印、

予防接種受診者名、インフルエンザの予防接種で
あることが明記されたもの）

◎13歳未満は１名につき、5,000円を限度に支給

　対象者は人間ドックなどの健診が可能な医療機関で
受診後、申請書類を支部事務所までお送りください。
【対象者】⑴本年度中に30歳以上の５歳ごとの節目

の年齢に達する１種組合員と２種組合員
　　　　　⑵⑴で対象になった１種組合員家族（年

齢問わず）
　　　　　⑶本年度中に20歳以上の５歳ごとの節目

の年齢に達する３種組合員
【支給額】　同一年度内に受診した健診に対し

30,000円を限度に支給
【申請期間】　令和２年４月１日～令和３年３月31

日　※支部必着
●申請手続きに必要な書類●
　令和3年3月20日　※支部事業分締切
□節目健診補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

　がん検診を行うことにより、がんの予防及び早期
発見を推進し、がんによる死亡率の減少、医療費を
抑制するために検診受診者に対して検診費用の一部
を補助します。（それぞれ年１回受診）
※全額自費による検査の場合のみ支給対象となります。

 ⑦節目健診

 ⑧がん検診

 ★３種被保険者の歯科健診実施ご協力のお願い

 ⑥インフルエンザ予防接種補助の支給申請

令和2年度
新規事業
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【申請期間】　令和２年４月１日～令和３年３月31
日　※支部必着

●申請手続きに必要な書類●
□がん検診補助金支給申請書
□対象となる検診の領収書
※人間ドックなどの総合健診の場合は、がん検診の

種類・金額の内訳がわかる書類が必要です。

　特定健診・特定保健指導は、内臓脂肪症候群（メ
タボリックシンドローム）に着目し、その要因とな
っている生活習慣の改善に向けて保健指導などの健
康づくり支援を行い、糖尿病などの生活習慣病の有
病者・予備群を減少させることが目的です。
【対象者】40 ～ 74歳
【受診時にお持ち頂くもの】
・セット券（特定健康診査の「受診券」と特定保健

指導の「利用券」がセットになった券）
・国民健康保険被保険者証
・質問票（医療機関にもございますが、予めご記入

頂きますとスムーズです。全国歯HPからダウン
ロードして頂けます。）

　詳しい医療機関情報につきましては、ご用意が出
来次第全国歯ホームページにてお知らせ致します。
◆HPに掲載しております特定健診バナー内「実施

機関一覧表」の当日保健指導欄もしくは健診当日
初回面接に○がある医療機関にて特定健康診査当
日に特定保健指導の初回面接も受けて頂くことが
可能です。

　心に悩みのある方、ストレスの解消法がわからず

気持ちが沈んでいる方などは、経験豊富なカウンセ
ラーと話をしてみましょう。あなたの悩みについて
一緒に考え、解決のお手伝いをします。まずは、お
気軽にお電話ください。
◎全国歯メンタルヘルスカウンセリング専用ダイヤル
　　　　0120-926-189（無料）
　また全国歯のホームページから「心のWeb相談」
をご利用いただけます。メンタルヘルスカウンセリ
ング専用ダイヤルの下６桁がログイン番号です。

◆傷病見舞金の支給申請
後期高齢者組合員が入院した場合、入院１日目から
傷病見舞金を支給します。ただし、同一年度内の疾
病について支給期間90日（傷病手当金支給期間含
む）を限度とします。
【支給額】入院1日につき　4,000円
●申請手続きに必要な書類●
□傷病見舞金支給申請書
□入院期間が明記された対象となる医療費の領収書

◆死亡見舞金の支給申請
　後期高齢者組合員が死亡した場合、遺族に対して
支給します。
【支給額】300,000円
●申請手続きに必要な書類●
□死亡見舞金支給申請書
□死亡届や死亡診断書の写しなど亡くなった事実を

証明する書類

◆後期高齢者組合員のための節目健診のご案内
　対象者は人間ドックなどの健診が可能な医療機関
で受診後、申請書類を支部事務所までお送りください。
【対象者】
⑴本年度中に75歳以上の5歳ごとの節目の年齢に達

する後期高齢者組合員
⑵⑴で対象になった後期高齢者組合員の配偶者で全

国歯に加入している方
※ただし同一年度内に１種組合員またはその配偶者

として受診された方は対象外
【申請期間】　令和２年４月1日～令和３年３月31日

 ⑨特定健診・特定保健指導

 ⑪後期高齢者組合員のための保健事業

 ⑩メンタルヘルスカウンセリング

【検診の種類】 【対象者】 【限度額】
胃がん1（胃内視鏡検査） 50歳以上 8,900円
胃がん2（胃部X線検査） 40歳以上 6,400円
子宮頸がん（視診、子宮頸
部の細胞診及び内診） 20歳以上 3,400円

肺がん1（胸部X線検査） 40歳以上 1,800円
肺がん2（胸部X線検査及び
喀痰細胞診） 40歳以上 3,100円

乳がん（乳房X線検査or視
触診及び乳房X線検査） 40歳以上 4,200円

大腸がん（便潜血検査） 40歳以上 1,300円
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※支部必着
【支給額】　同一年度内に受診した健診に対し、（受
診した健診が複数の場合は、その費用の合計に対し
て）30,000円を限度に支給
●申請手続きに必要な書類●
□節目健診補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

　ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ有効成分で
すが開発費が抑えられるため、価格が安いというメ
リットがあり、調剤の窓口負担や医療費負担の軽減
に貢献することが期待されています。
　全国歯では年に２回、ジェネリック医薬品差額通
知を送付しています。調剤の種類や病気によっては
ジェネリック医薬品を利用できない場合もあります
ので、医療機関等にご相談のうえ、上手に利用して
ください。

　全国歯では年に６回、医療費通知を送付します。
医療機関等から提出されたレセプトの被保険者証記
号番号や生年月日に誤りがあるなどの修正が必要な
場合は、その受診に関する通知は掲載されません。
また医療費の領収書は税務署から提示または提出を
求められる場合があり、５年間は保管する必要があ
ります。
　受診した診察日数や医療費の額に誤りはないかな
ど、組合では把握しきれない部分についてご自身で
しっかりご確認ください。不明な点がありましたら
お気軽に全国歯までご連絡ください。

【注意事項】
　確定申告で医療費通知により医療費控除を受ける
方は、12月受診分に関しては領収書に基づき別途
「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添

付する必要があります。
　また医療費通知に記載の医療機関の名称が「○○
県医療機関」等になっている場合は、領収書に基づ
き必要事項を補完記入して下さい。

　全国歯の被保険者の資格喪失後に、全国歯の被保
険者証を使用して医療機関等を受診された場合、保
険者が負担した7割または8割の医療費について、ご
本人に請求させていただきます。
　また、新しい被保険者証の詳しい情報と手続きに
必要な書類をご提出いただければ、保険者間調整が
可能な場合があります。お気軽に支部事務所までご
相談ください。

　交通事故や傷害事件による病気やけがの医療費は
本来、被害者の過失を除いて加害者が負担すべきも
のです。事件事故に巻き込まれた場合、支部事務所
にご連絡ください。被保険者証を使って診療を受け
た保険者負担分を加害者に請求する手続きを行いま
す。また骨折、捻挫、打撲などの外傷のけがで被保
険者証を使用された方に、支部事務所から負傷の原
因などをお伺いすることがありますのでご協力をお
願いします。

●申請手続きに必要な書類●
□資格取得届（家族追加加入用）
□世帯全員の住民票（個人番号除く）
□加入する方の以前加入の健康保険資格喪失証明書
（市町村国保の場合は被保険者証の写し）
□健康保険適用除外承認申請書（該当者のみ）
□70歳以上の方は市町村民税課税証明書

●申請手続きに必要な書類●
□資格取得届（家族追加加入用）
□世帯全員の住民票（個人番号除く）

 ⑬医療費通知のお知らせ

送付月 受診（施術）月
2020年６月 2020年１～２月受診分
2020年８月 2020年３～４月受診分
2020年10月 2020年５～６月受診分
2020年12月 2020年７～８月受診分
2021年２月 2020年９～11月受診分
2021年４月 2020年12月受診分　　

 ◎交通事故や傷害事故にあったとき

 ◎結婚などで家族が全国歯に加入するとき

 ◎子供が生まれて全国歯に加入するとき

 ⑫ジェネリック医薬品差額通知送付のお知らせ

こんなときは支部事務所まで
ご連絡ください

 ◎資格喪失後、全国歯の被保険者証を使用して受診したとき

再
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
下
さ
い
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●申請手続きに必要な書類●
□住所氏名変更届
□世帯全員の住民票（個人番号除く）
□被保険者証

（再交付が必要な場合：お持ちの方はその他の証
も合わせて必要）

□世帯における保険の加入状況確認書

●申請手続きに必要な書類●
□被保険者証再交付申請書
□被保険者証返納不能届書
□始末書

●申請手続きに必要な書類●
□該当届
□在学証明書の写し

●申請手続きに必要な書類●
□該当届
□入所証明書等の住所が確認できる書類

●申請手続きに必要な書類●
□資格喪失届
□被保険者証（お持ちの方はその他の証も合わせて

必要）

 ◎被保険者証を紛失したとき

 ◎家族が修学のため居住地を離れるとき

 ◎長期入院・介護施設入所等のため居留地を離れるとき

 ◎退職等により組合員の資格を喪失するとき ◎住所や氏名が変更したとき

■お問い合わせ先■
不明な点は支部事務所までお気軽に

お問い合わせください。

全国歯科医師国民健康保険組合　沖縄県支部
〒901-1105
住　所　南風原町字新川218-1
TEL：098-996-3571　FAX：098-996-3571
　ホームページ：http://www.zensikokuho.or.jp
　『全国歯』で検索！
　各種申請書はホームぺージからプリントアウ
ト可能です。是非ご活用ください。
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資格関係誤りレセプト発生防止について（お願い）
　平素、支払基金の事業運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、資格関係誤りレセプトの発生防止につきましては、保険医療機関等のご理解とご協力を
いただき、資格関係誤りレセプト件数の減少に取り組んでいるところですが、歯科に係る平成30
年１月から６月処理分は下表のとおりの状況です。
　つきましては、次の事項にご留意いただき、引き続き資格関係誤りレセプトの発生防止にご協
力をお願いいたします。

○受診の都度、窓口での被保険証の確認をお願いします。
○被保険証からカルテへの転記誤りがないよう配慮願います。

保険医療機関の皆様へ

社会保険診療報酬支払基金沖縄支部

沖縄県における資格関係誤り理由別発生状況（歯科）
（平成30年1月～平成30年6月処理分）

記号・番号の誤り
507件（20.8％）

患者名の誤り
51件（2.1％）

本人・家族の誤り
120件（4.9％）

認定外家族
134件（5.5％）合計

2,432件

重複請求
196件（8.1％）

資格喪失後の受診
716件（29.4％）

その他
512件（21.1％）

該当者なし
196件（8.1％）

















「伊芸のコスモス畑」
TEL FAX 098-996-3572




