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「伊良部大橋」
撮　影　者

本　永　昌　代

　皆様の御利用のおかげで、令和１年度も県歯科医師会へ315万を還元
することができました。今年度も引き続き御利用下さいます様、お願い
申し上げます。
　　　　　　　　　　　　 有限会社　オーディーエー

代表取締役社長　髙嶺 明彦・役員スタッフ一同

令和１年度経営収支状況報告

（１）売上高 9,047（千円）

（２）販売・一般管理費 8,661

（３）売上原価 256

（４）会社運営費 5,506

（５）歯科医師会への還元分 3,155

　　　引去り手数料 （1,355）

　　　事務所賃貸料 （1,200）

　　　広告料 （600）

御 礼

オーディーエー取扱い品目及び取引会社一覧表

摘　　要 会　社　名 電話番号 備　　考

損保ジャパン
東京海上日動

Ｊウォーム

（有）三宝業

損害保険
生命保険

求人情報誌

清　　掃

861－4577
867－7733

869－3524

877－0701

自動車、火災、傷
害、所得補償、ゴ
ルファー、医師賠
償責任

スタッフ募集
（オーディーエー特別価格）

ビル清掃管理
エアコンクリーニング
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阿部議長・杉原副議長
※令和元年日本学校歯科医会会長表彰被表彰者
	 （金城光也・長濱正）
氏名点呼　119名（委任込み）	 澤田章司	常務理事
１．開会の辞	 齋藤秀子	副会長
２．議事録署名人指名
３．黙祷（物故会員）
４．挨　　拶	 川本　強		会長
５．来賓挨拶	 堀憲郎		会長（日歯）
	 浦田		理事長（日歯連）
	 平山		課長（文科省）…文書挨拶
６．報　　告
　１）特別委員会報告
　　①　議事特別委員会	 山田		委員長
　　②　予算決算特別委員会	 石川		委員長
　２）会務報告	 澤田		常務
　３）会計報告	 阿部		常務
　４）委員会報告	 各委員会担当常務理事
　５）中間監査報告	 吉田		監事
　６）その他
　　　１．公益法人移行予定について
　　　２．使途不明金に関する刑事告訴の経過報告
７．議　　事
　第１号議案　一般社団法人日本学校歯科医会
　　　　　　　令和２年度事業計画
　　　　　　　第11回学校歯科保健アジア会議（令

和３年４／29・30、東京）
　　　　　　　学校歯科医制度90周年及び法人設立

50周年記念事業　他
	 	 （賛成多数で承認）

　第２号議案　一般社団法人日本学校歯科医会
　　　　　　　予算２年度収支予算
	 	 （賛成多数で承認）
　第３号議案　一般社団法人日本学校歯科医会
　　　　　　　定款変更
　　　　　　　公益法人移行の為の定款変更（代議

員制へ移行）	 （賛成多数で承認）
８．協　　議　今回は提案・質問ともになし。
９．そ の 他
　第84回学校歯科保健研究大会（福井県10／８／９）
　第70回全国学校歯科医協議会（富山県11／12）
　第100回定時総会（６／24）
　マスコットキャラクター選定について
10．閉会の辞	 柘植紳平		副会長

日時：令和２年３月25日（水）午後１時30分〜午後３時
場所：歯科医師会館一階大ホール

● 県外報告 ●

学校歯科委員会委員長　古　堅　　　譲

日本学校歯科医会 第99回 臨時総会
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※前回の臨時総会で可決された定款変更により、今
回から「総会」が「代議員会」に名称変更。
	 	 阿部議長（岐阜県）・杉原副議長（福岡）
　
氏名点呼　119名（委任込み）	 澤田章司		常務理事
１．開会の辞	 齋藤秀子		副会長
２．議事録署名人指名	 苗田（埼玉）
	 稲田（愛媛）
３．黙祷（物故会員）
４．挨　　拶	 川本　強　会　長
　3月に新型コロナ対策室を立ち上げた。フェ
イスガードを会員へ配布。
予防の大切さを発信していく。

５．来賓挨拶	 堀憲郎		会長（日歯）
	 高橋英登		会長（日歯連）
	 平山		課長（文科省）…文書挨拶
６．委員会等報告
　１）特別委員会報告
　　①　議事特別委員会	 山田　尚		委員長
　　②　予算決算特別委員会	 石川文一		委員長
　２）会務報告	 澤田章司		常務理事
　３）会計報告	 阿部直樹		常務理事
　４）委員会報告	 各委員会担当常務理事
　　１．今年度の専門研修中止、基礎研修・更新研

修はオンラインで実施。
　　　　前年度の基礎研修：23加盟団体で実施

（1159名受講）
　　　　前年度専門研修：令和元年11月23・24日、

東京で開催（51名受講）
　　２．日学歯スクールキャラクターズ決定（マス

コットキャラクター）他
　５）監査報告	 吉田慶造		監事

　６）そ の 他
　　１．第11回アジア会議中止
　　２．90周年記念式典は開催
　　　※４件の事前質問に対する回答は書面でなさ

れた。

７．議　　事
　第１号議案　令和元年度事貸借対照表及び損益計

算書（正味財産増減計算書）並びに
財産目録の承認

	 	 （賛成多数で承認）
　第２号議案　令和２年度補正予算の承認
　　　　　　　全国学校歯科保健研究大会等の中止

により大幅な余剰金が生じるため、
会員へ冊子（「生きる力を育む学校
での歯・口の健康づくり」）＆フェ
イスガードを贈呈。（すでに実施、
事後承認案件）

	 	 （賛成多数で承認）

８．そ の 他
　第84回学校歯科保健研究大会（福井県10／８／
９）中止
　第70回全国学校歯科医協議会（富山県11／12）中止
　第101回臨時代議員会は３月、それまでに公益認
定を目指す。
９．閉会の辞	 柘植紳平		副会長

日時：令和２年６月24日（水）午後１時30分〜午後３時
場所：歯科医師会館一階大ホール

● 県外報告 ●

学校歯科委員会委員長　古　堅　　　譲

日本学校歯科医会 第100回 定時代議員会
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　２月23日（日）白水貿易（株）東京支店　エリ
アセールスの鈴木恵子先生を講師に｢超音波インス
ツルメンテーションの基礎知識と実践｣と題して講
演、実習を行いました。
　実習を行うため、30名の先着順とし、数名は、断
りました。（当日、新型コロナウイルスの問題もあ
り２人欠席）
　研修内容は、歯周治療の概念の変化と超音波ス
ケーラーの活用法の変化、パワースケーラーの違
い（３タイプ）、目的別超音波スケーラーの活用法
（縁上縁下歯石除去、縁下デブライトメント）を学

び、パワー、チップ（選択・角度）、水量調整、ス
トローク（タッピング、スイーピング）を実際に確
認しました。
　器具の管理など注意すべきことを細かく指導して
いただき、日々の診療に実際に役立つとあって休日
にもかかわらず、熱心に学ぶ姿が印象的でした。

日時：令和２年２月23日（日）午前10時〜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 ●

事務局長　小　禄　克　子

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
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司　　会
	 沖縄県歯科医師会　学術委員会理事　新崎　博文

１．開　　会
２．講師紹介
３．講　　演
　演題「ジルコニアの歴史と近年のデジタルワーク

フローについて」
　　　　　講師　医療法人社団すみれ会
　　　　　　　　　サクラパーク野本歯科
	 理事長　野本秀材先生
４．質疑応答
５．閉　　会

　今回は、昨年に引き続き地域医療介護総合確保基
金を活用して、標記研修会を開催しました。この原
稿がいつ先生方の目に触れるか分かりませんが、こ
の頃は新型コロナウイルスの感染拡大が、社会問題
となっており、歯科関係の研修会が中止や延期を余
儀なくされ、果てはプロ野球のオープン戦や大相撲
春場所までが無観客での開催が決まった時期でし
た。その中で感染予防の徹底と、野本先生の御厚意
で何とか開催にこぎつけましたが、慣例の委員会に
よる懇親会はなく、せっかくの沖縄で寂しい思いを
させてしまいました。

　講演の内容ですが、ジルコニアや口腔内スキャ
ナーの話に限らず、自院のバリアフリー化の話、滅
菌対策へのこだわり、設備投資への意欲等多岐にわ
たりました。上記の感染予防対策の一環として、従
来３時間だった講演時間が短めになったことが、本
当に悔やまれました。私が印象に残っているお話と
して、同じ患者さんに、従来法で作った金属床のデ
ンチャーと、スキャナーを用いて他は同じように
作った金属床のデンチャーでは、全く患者さんの満
足度が違いスキャナーのほうが、かちっとはまる気
がするという感想でした。あと、我々歯科医の想像
以上に患者さんは、印象材を嫌がるという話も胸に
刺さりました。
　今回の参加者は52名と、新型コロナウイルスの影
響かキャンセルが多く、少なめでしたが、歯科技工
士の参加者が25名と他に類を見ないくらいの参加が
ありました。歯科技工士の資格を持ち、実際に勤務
経験のある野本先生の講演への関心の高さを感じま
した。

日時：令和２年２月24日（月）午前10時〜午後12時30分
場所：沖縄県口腔保健医療センター　２階　大研修室

● 県内報告 ●

学術委員会委員　崎　濱　秀　海

令和元年度歯科医療従事者技術向上支援研修会

6

2020  July Vol 3



〇協議事項
　再審査
１．保険者からの再審査申出
２．事業所からの審査申出

〇報告事項
１．令和元年度介護給付費請求受付状況表（令和２
年１月～令和２年３月）

２．給付計画単位・日数オーバーチェックリスト
（１）令和２年２月分～令和２年度３月分
	 ＊令和元年度分
（２）令和２年４月分	 ＊令和２年度分
３．次回の開催時期について
　　日　時：令和２年７月30日（木）14：00～
　　場　所：国保会館２階　第一会議

　新型コロナウイルスの影響で６委員のうち３人の
参加、過半数により参加ソーシャルディスタンスを
考慮した会議となった。
　仲真委員、米須が新規参加のためオリエンテーシ
ョンを行った。
　部会長、副会長の推薦、選任が行なわれた。
　部会長には、宮城政剛委員、副部会長には、有澤
千代美委員が決定した。

日時：令和２年４月24日（金）午後２時〜午後４時
場所：沖縄県国保連合会

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

沖縄県国民健康保険介護給付審査委員会
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　令和２年６月28日（日）に口腔保健医療センター
大研修室にて開催された。まず事務局　小禄局長に
より出席者24名、書面議決17名、WEBによる出席
者名３名、計44名をもって代議員会が成立すること
を報告された。
　議長に仲村将満先生、副議長に名嘉真武伸先生で
議事は進められた。真境名勉会長の挨拶では、新型
コロナウイルスによる第二次補正予算の感染症対応
従事者慰労金交付事業と感染拡大防止等の支援につ
いて述べ、対象となる物品等の例が県によって認め
られるものが違うという事が沖縄県で起こるような
ら、厳重に県に対して抗議を行うことを約束した。

　報告、承認事項のあと、代議員からの事前質問に
対して、それぞれの担当理事が回答し納得が得られ
た。（質問と回答については、後日県歯HPの会員
のページにて掲載）
　承認事項１題、議
事事項10題すべての
承認が得られ、米須
副会長の閉会の辞で
無事代議員会は閉幕
した。

日時：令和２年６月28日（日）午前10時45分〜午後12時30分
場所：沖縄県口腔保健医療センター　２階　大研修室

● 県内報告 ●

調査広報理事　梅　村　　　誠

令和2年度 定時代議員会
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［次　　　第］

進行：沖縄県立学校保健会　	理事長	　宮城　傑

（１）令和元年度事業報告書

（２）令和元年度決算報告

（３）令和２～３年度役員改選について

（４）令和２年度事業計画（案）について

（５）文科省学校保健表彰被表彰候補者推薦について

〈報　告〉
　新型コロナウイルスの感染にかかる「密」状態を
避ける目的で、沖縄県立学校保健会の第１回・第２
回理事会と令和２年度評議員会が中止となり、令和
元年12月５日の第31回県立学校保健研究大会より、
七ヵ月ぶりに第１回として、沖縄県立学校保健研究
協議会が開催された。
　最初に、令和元年度の事業報告を宮城傑理事長
（豊見城南高校）から伝えられた。その中で、令和
２年３月12日に予定していた第５回理事会は、コロ
ナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

　次に、令和元年度収支決算及び監査報告がなされ
た。その後に、令和２年～３年度の役員改選の報告
があり、会長はじめ殆どの役員が継続する中、新た
に副会長として鏡が丘特別支援学校の中山充雄先生
が就任された。
　令和２年度事業計画（案）では、８月以降の事業
計画が示され、12月３日（木）開催予定のメイン行
事である第32回県立学校保健研究大会は、予定通り
開催する。但し、新型コロナウイルス感染予防を踏
まえ、参加者の人数制限と会場を換気の良い場所を
設定する予定。
　最後のフリートーキングでは、私の方から県立学
校の健診料が250円から300円に上がった事を報告
し、来年８月には沖縄県にて、九州地区健康教育大
会が開催される事を述べ、今後県歯科医師会と密に
連携をとる重要性を述べた。
　次回開催は、８月27日（木）午後４時に豊見城南
高校を予定している。

日時：令和２年７月２日（木）午後４時〜午後５時
場所：豊見城南高等学校　校長室

● 県内報告 ●

学校歯科担当理事　玉　城　　　斉

第1回 沖縄県立学校保健研究協議会
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はじめに

平成は国内でも多くの災害がありました。亡くなられた
方々のご冥福をお祈りし，１日も早い真の復興を願いま
す。また，沖縄県の首里城火災で，さらに心に穴が空いた
ようですが，全国から復旧に向けた暖かい支援，言葉をい
ただいています。本当にありがとうございます。

厳しい就職難の時代

今日まで歯科医療に従事できていること，家族，スタッ
フ，友人そして患者さんにまず感謝である。
昭和62年に大学を卒業した当時，女性歯科医師は少な
く，就職活動でも「女か」と言われ面接もしてもらえず，
勝手口から帰ったこともあった。世の中はバブル景気で，
同級生の男性歯科医師は華々しく自信に満ち溢れていた。
卒業したら自立できると思っていたが思うようにいかず，
両親に申し訳ないと思いながら毎日を過ごした。勉強して
一日も早く自立したいと心に決めた。
大学５年の臨床実習生の頃は，「咬合論」の全盛期で，
卒後その門をいくつか叩いた。補綴のインストラクターの
先生は非常に厳しかったが，「咬合？ わけが分からないが
面白い・知りたい」と印象深く，歯科人生に大きな影響を
与えてくれた。

キーワード

女性歯科医師／出会い／感謝

米須歯科医院院長

米須 敦子
こめす　あつこ

▶米須歯科医院院長（沖縄県沖縄市開業）　▶沖縄県歯科医師会副会長　
▶医学博士　▶日本顎咬合学会認定医，日本障害者歯科学会認定医，日本
人類学会会員，日本解剖学会会員，他　▶泡瀬特別支援学校歯科校医　

歯科医療は楽しい
～多くの出会いに感謝して～

48

卒後，「女性は続かないから」と，講習会は紹介がない
と参加できない時代だった。友人２人と束になって実績づ
くりに頑張った。「女性でも続くじゃないか」と認めても
らえた。今でも「Boo Foo Woo（３匹の子豚）」のごとく
友人と刺激し，励ましあいながらそれぞれ千葉県，静岡
県，沖縄県で頑張っている。また，師匠の小嶋壽先生には
歯科医師として進むべき方向性について導いていただい
た。私の歯科医師人生にとってのmentor である。
就職難のなか，受け入れていただいた八王子市の牛久保
歯科診療所の先生方，故郷で開業できるようにサポートい
ただいたさいたま市のせがわ歯科医院の先生には，快く沖
縄に送り出していただいた。心から感謝している。
それから30数年後の現在では，歯科大学の学生の約半
数が女子学生となった。性差なく，平等にチャンスが与え
られる時代が来たと感じる。と同時に，「女性だから」と
いう言い訳もできなくなったが，女性が増える歯科界の未
来が楽しみである。

出会いに感謝

現在，当医院でも訪問歯科診療が本格的に行えるように
なった。以前は昼休みなどを利用して一人で行っていた
が，４月から女性の口腔外科医の先生，臨床研修を終了し
たばかりの女性歯科医師との出会いがあり，主に急性期病

院と回復期病院にて歯科医師３人，歯科衛生士３人，歯科
助手２名体制で訪問歯科診療を行っている。
これまで訪問歯科診療普及のための講演会，講習会を企
画し開催してきたが，遅々として進まない現状に忸怩たる
思いがあった。しかし，２名の若い先生方が，訪問歯科診
療へ自然に，積極的に取り組んでくれるその姿勢に感動し
た。これまで訪問診療を経験したことのない世代の躊躇，
器材機器の心配や腰痛など身体的問題等による致し方ない
消極的な対応に比べると，柔軟性のある彼女らの取り組み
を羨ましく，ありがたいと思い，頼もしく感じた。彼女ら
がスポンジのように吸収する柔軟さを持てるのは，大学教
育，臨床研修体制が着実に社会のニーズに合った教育，育
成を行ってきたからではないかと思う。そんな歯科医師に
出会えた。決して暗い未来ではないと日々感じている。

訪問歯科診療

歯科の早期介入が摂食・咀嚼・嚥下機能低下の防止につ
ながるが，義歯をはじめ口腔内の問題が，入院の時点で未
解決のままどんどん先送りになる，あるいは気付かれてい
ないことで，長期化しているケースが多いことに驚いた。
訪問歯科診療は「周知・認知」が必要で，時間と費用が掛
かる。現在は，歯科の早期介入が「日常生活動作（ADL）
の改善」のキーポイントになることを多職種医療関係者お
よび患者，ならびに家族に認識していただく初期段階にあ
ると考える。
訪問診療をしている回復期病院では，毎月「口から食べ
る委員会」を立ち上げてくれている。急性期病院ではミー
ルラウンドにも参加している。こちらの日程に合わせて時
間調整をしてくれているのでありがたい。顔の見える関係
がまた一つ増えた。ぜひ多くの先生方に，病院などの栄養
サポートチーム（NST）やミールラウンド等に参加いた
だき，歯科治療に自信と信頼を得て活動していただきたい
と思う。

様々な活動を通して

平成３年の開業当時には，毎週のように東京の講習会に
通った。この講習会で，咬合理論から臨床の基礎を学ぶ機
会に恵まれ，私の歯科医師人生を豊かにしてくれた。その
後矯正治療や，インプラント治療等，スキルアップが必要
となり，東京や金沢，福岡，大阪などを飛び回った。時に
は，オーストリアやスウェーデン，アメリカに行くチャン
スもあり，観光旅行では味わえない，その国の方々と直接
触れ合う機会があった。滞在中，私の家族も温かく迎えて
いただき，共に過ごした時間は思い出深い。特に石川県の
北川亮二先生との出会い，現在河原英雄先生にはさらなる
わくわく感をいただいている。
トンガ王国，カンボジア王国にて，歯科ボランティア活
動にも参加できた。時間，お金，そして人と人との信頼，
すべての大切さ，ありがたさを感じ，充実した時間であっ

た。多くの出会いに感謝である。特にカンボジアの通訳の
流暢な日本語の美しさに癒され，また今度必ず来ると心か
ら誓い現地を後にして，その後も参加した。その出会いに
も感謝である。
臨床を進めていく中で解剖学を学びたいと思い，琉球大
学人体解剖学講座の石田肇先生の教室でお世話になり，貴
重な体験をさせていただいた。また，「歯」，「顎骨」，「頭
蓋骨」など「歯科」以外の研究者が多く携わっていること
を知るきっかけとなった。人類学との出会いも発生学をは
じめ，姿勢などから口腔内を診るきっかけとなった。
そんな中，地区の役員の打診をいただいた。ちょうど琉
球大学で社会人の大学院生の受け入れが始まり入学をした
ばかりの身で，踏み切れず申し訳ない気持ちで断念した。
しかし，その３年後，地区歯科医師会の広報担当理事を引
き受けることとなった。それ以降，県歯科医師会広報担当
理事，常任理事，専務理事を経て現在副会長の職を続けて
いる。広報関係が一番長く，多くの女性歯科医師に委員会
へ参加していただくきっかけとなった。男性３名（広報経
験者２名・初参加１名）女性３名（全員初参加）に女性理
事という歯科大学なみの女性登用率でのスタートになっ
た。毎月の委員会が楽しく，前向きな新しい意見，経験者
からのアドバイス，絶妙にバランスよく一人ひとりが役割
をこなす委員会を作り上げたと自負している。今でも暖か
い応援をいただき，感謝の一言に尽きる。
現在，地域保健担当理事も兼任している。残念ながら今
期は女性委員を補強できなかったが，若手が手を挙げて参
加してくれている。本来の男女平等の一つの形だと思う。
お互いが思いやりを持って，本業を維持しながら歯科医師
会の会務を遂行するためには時として性差に関係なく必要
な人選を行う必要がある。適材適所で人選できる会務運営
であると活気が出てくると感じている。

さいごに

女性の活躍には，まず理解を示す社会の熟成が大切であ
る。私の場合は，会員の先生方に受け入れていただき，励
ましは想像以上に，当たり前のように向けられた。特に，
ベテランの先生方からの声かけや，ファックス，電話，手
紙などは非常に嬉しく，頑張る糧となった。今日まで続け
られたことに心から感謝をしている。同時に九州各県の役
員の先生方にも多くのアドバイスや励ましの言葉，サポー
トを随所でいただき，育てていただいた。今日役員として
の活動ができていることにも感謝をしている。
歯科界全体がまず，世界標準の評価を受け，余裕をもっ
た診療体制を整えることが性差なく成熟した組織になるた
めに必要不可欠である。歯科医師会はその役割を担ってい
ると感じる。いくつになってもわくわくし，「やりたい」
と思うことがたくさんある。従事できる人生，出会いに感
謝しかない。
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く，就職活動でも「女か」と言われ面接もしてもらえず，
勝手口から帰ったこともあった。世の中はバブル景気で，
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面白い・知りたい」と印象深く，歯科人生に大きな影響を
与えてくれた。
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卒後，「女性は続かないから」と，講習会は紹介がない
と参加できない時代だった。友人２人と束になって実績づ
くりに頑張った。「女性でも続くじゃないか」と認めても
らえた。今でも「Boo Foo Woo（３匹の子豚）」のごとく
友人と刺激し，励ましあいながらそれぞれ千葉県，静岡
県，沖縄県で頑張っている。また，師匠の小嶋壽先生には
歯科医師として進むべき方向性について導いていただい
た。私の歯科医師人生にとってのmentor である。
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られる時代が来たと感じる。と同時に，「女性だから」と
いう言い訳もできなくなったが，女性が増える歯科界の未
来が楽しみである。
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助手２名体制で訪問歯科診療を行っている。
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を羨ましく，ありがたいと思い，頼もしく感じた。彼女ら
がスポンジのように吸収する柔軟さを持てるのは，大学教
育，臨床研修体制が着実に社会のニーズに合った教育，育
成を行ってきたからではないかと思う。そんな歯科医師に
出会えた。決して暗い未来ではないと日々感じている。
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ないことで，長期化しているケースが多いことに驚いた。
訪問歯科診療は「周知・認知」が必要で，時間と費用が掛
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訪問診療をしている回復期病院では，毎月「口から食べ
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と思う。
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平成３年の開業当時には，毎週のように東京の講習会に
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会の会務を遂行するためには時として性差に関係なく必要
な人選を行う必要がある。適材適所で人選できる会務運営
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女性の活躍には，まず理解を示す社会の熟成が大切であ
る。私の場合は，会員の先生方に受け入れていただき，励
ましは想像以上に，当たり前のように向けられた。特に，
ベテランの先生方からの声かけや，ファックス，電話，手
紙などは非常に嬉しく，頑張る糧となった。今日まで続け
られたことに心から感謝をしている。同時に九州各県の役
員の先生方にも多くのアドバイスや励ましの言葉，サポー
トを随所でいただき，育てていただいた。今日役員として
の活動ができていることにも感謝をしている。
歯科界全体がまず，世界標準の評価を受け，余裕をもっ
た診療体制を整えることが性差なく成熟した組織になるた
めに必要不可欠である。歯科医師会はその役割を担ってい
ると感じる。いくつになってもわくわくし，「やりたい」
と思うことがたくさんある。従事できる人生，出会いに感
謝しかない。
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　西平守廣先生に初めて会ったのは1975年（昭
和50年）３月私が那覇に矯正歯科で開業した
時、校友会員の大勢の先生方と共に激励に来て
くれた。その後1986年（昭和61年）、西平守廣
県歯会長の下で公衆衛生及び学校歯科担当理事
として従事することになり、46年間公私共に大
先輩として御指導を受けていた。先生の今まで
の人生は南部地区歯科医師会の歩みや校友会史
にも記載しているがここでは簡単に記したいと
思う。
　先生は昭和３年９月15日首里で出生、昭和16
年県立一中（現首里高校）入学するも太平洋戦
争勃発で学業どころではなく軍事教練や飛行場
作りに明けくれた。昭和19年８月には特別幹部
候補生として埼玉県所沢陸軍整備学校に入隊し
たが飛行機が少なくなり整備にまわされ偶然に
特攻隊をまぬがれた。
　昭和22年沖縄に帰省し、沖縄の戦場跡が荒廃

した中で色々な職業を転々とし多少の英会話を
もとに軍作業にも従事している。
　その後、日本歯科大学に入学し同期の中原爽
先生とは学生番号が隣で一番親しい友人でもあ
った。特に西平先生が沖縄県歯科医師会長に就
任し中原爽先生が日本歯科大学の学長で参議院
議員の歯科医師会代表になった時にはお互い歯
科医療の責任者として偶然が再来するとは夢に
も思わなかったと話している。
　昭和53年鹿児島大学医学部口腔外科学教室で
専攻生として｢頬粘膜潰瘍の線溶現象における
Trasy101の及ぼす影響に関する実験的研究｣の
主題で歯科博士を授与されている。
　先生が初めて沖縄県歯科医師会の役員に就任
したのは、昭和39年山川文雄歯科医師会長のも
とで２年間会計理事を担当し当時は会員も少な
く総会等を利用し直接、会費を徴収していた。
　他方役員の仕事は復帰前後は大変忙しく本土

前日本歯科大学校友会長　渡　口　進　一

西平守廣 元沖縄県歯科医師会会長を偲んで
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と一体化する為に沖縄の現状報告や復帰時の要
請調査その手続き等で上原亀次先生、又吉達雄
先生等と何度となく出張報告に走り回ってい
た。
　復帰前の役員時代で特に印象深いのは、1967
年第42回日本歯科医師会通常代議員会において
沖縄代表に西平守廣理事が出席し、代議員会法
人代表者会議に番外席を与える件で可決され、
この議決で沖縄代表は議決権はないが発言はで
きるようになった。日本歯科医師会中原会長に
記念品を贈呈した事は、復帰前の当時祖国と
の一体感を深めた事に感動したとよく話してい
た。
　昭和41年には公衆衛生を担当し学校歯科医師
会設立にも準備していたが昭和42年３月の総会
で学校歯科医師会が発足した際、山崎友太郎会
長の下で副会長に就任した。又、昭和45年日本
復帰を前に県歯科医師会専務理事を就任してい
る。昭和55年には、比嘉良有会長の下で副会長
として４年間多忙を極めていた。
　その後、県歯科医師会会長就任で４年間は昭
和から平成にかけて会務の運営がスムーズに行
われた時期でもある。この時代は各役員が一致
団結し会員の協力の元で具体的に活動を推進し
た時代でもある。特に、年間重点事項を中心
にその他衛生士学校、学校歯科医、公衆衛生、
センター運営、広報、医療、保健、青申会、調
査、学術等と多岐にわたり会員を前進させた時
代でもある。平成２年９月20日沖縄県歯科医師
会は「第42回保健文化賞」を受賞した。
　保健文化賞について記載してみると、この賞
は大変顕彰な賞で医療としては最高の賞といわ
れている。戦後の沖縄歯科医師会は戦火で破壊
された状態から奇跡の復興をなし、米国の施政
権下におかれた時でも本土復帰に努力し昭和50
年３月30日待望の沖縄県歯科医師会会館が落成
した。

　その時、最初に取り組んだのが沖縄歯科衛生
士学院と口腔衛生センターの設立で、特に1979
年６月には重度心身障害児（者）歯科診療事業
開始が挙行され、全身麻酔を導入、その後全県
に普及することになる。歴代の会長役員も大変
ご苦労をした事と思う。会員の少ない沖縄県は
当時全会員が積極的に参加活動していた。
　西平守廣先生は、会を代表して皇居に参内天
皇陛下の拝謁を賜りましたと述べている。この
賞は沖縄県歯科医師会にとって最大の功績であ
る。
　先生は若い頃から歯科医師会の歴史に熟知し
ており、平成元年にはコンベンションセンター
で21世紀の歯科医療として沖縄県歯科医師会の
軌跡を発表している。
　会長職を辞任された後も首里人として地域の
活動に積極的に参加もしている。
　趣味も豊富でゴルフ、麻雀、囲碁、園芸、読
書等と我々会員のなかでも定評があり、90代近
くまで親睦を深めていたがこの頃、音信が途絶
えていたので心配でした。
　2020年（令和２年）３月28日93歳でご逝去
　謹んで先生のご冥福をお祈り申し上げます。
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祝

（功　績）
　本土復帰前で米軍占領行政下にあり、本土との格差や医療保険制度問題等様々な
問題が山積、医療機器、医薬品及び技工材料等入手困難な劣悪条件の中、昭和44年
３月那覇市内に歯科医院を開設、本県に於ける自然的、地理的、島嶼環境等に由来
するあらゆる困難を克服し、日夜献身的に歯科医療にご尽力されました。
　学校歯科、母子歯科保健の推進、「デンタルフェア」事業に毎年積極的に参加さ
れ、来場者に対し無料歯科検診、歯の健康相談、位相差顕微鏡による保健指導、ブ
ラッシング指導、栄養相談、フッ素塗布、ライフスタイルに応じた保健指導を行
い、県民の歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発に寄与されました。
　歯科衛生士学校の設立とともに昭和50年４月から51年３月まで沖縄歯科衛生士学
院の講師、また昭和59年１月から平成元年12月まで県知事発令のもと沖縄歯科衛生
士試験委員として、国家試験である歯科衛生士試験を公平かつ適正に審査、監督
し、その責務を果たされました。

　令和２年３月13日　第193回定時代議員会の席において授賞式が行われる予定でご
ざいましたが、新型コロナウイルス感染拡防止及び受賞者の先生方の安全を考慮し
中止となりました。
　嶺井浩先生へは本会にて、有功章、顕彰状、記念品を贈呈いたしました。

　この度は思いがけず有功章を受賞し大変嬉しく思っ
ております。これも偏に皆様のおかげだと感謝いたし
ております。また、日歯広報を読まれた方々よりお祝
いの手紙や電話をいただきました。
　わが家においては影のうすい存在になりつつありま
したが、今回のことで少々見直してくれたのではと思
ったりします。
　すっかり白髪の老人になってしまいましたが、新型
コロナのワクチンができるまで何とか元気でいたいと
思っております。
　　令和２年７月16日

受章おめでとうございます

令和元年度日本歯科医師会会員有功章
　　　嶺井　浩 先生
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　　　日　時：令和２年３月５日（木）
　　　場　所：沖縄歯科衛生士学校

　新型コロナウィルスが世界的流行となり、日本に
おいても自粛ムードが広がり、県によってはイベン
ト中止、卒業式中止のところもありました。
　沖縄県におきましてもクルーズ船乗客からの感染
で３人が陽性となり緊張が走りました。
　その様な中、沖縄歯科衛生士学校では卒業式を控
え検討した結果、規模を縮小し、場所はホテルから
本校の講堂に移して卒業式を行いました。
　今回は、在校生、友人や親戚の出席を遠慮してい
ただき、来賓も少なくして、基本的に、卒業生、保
護者の出席としました。例年のような入場行進や校
歌斉唱は無しの式でしたが、卒業証書授与の際は
涙、涙の感動的な式でした。自粛ムードの中です
が、卒業式を開催出来てよかったと思います。
これから卒業生達は歯科衛生士として活躍してくれ
るものと思います。
　

　式　次　第
　　開式のことば
　　卒業認定および
　　　　卒業証書授与
　　卒業生表彰
　　卒業記念品贈呈
　　校長式辞
　　来賓祝辞
　　在校生代表送辞
　　卒業生答辞
　　閉式のことば

卒業式令和元年度
沖縄歯科衛生士学校卒業式

沖縄歯科衛生士学校　教務部長　新　崎　　　隆
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　　日時：令和２年４月２日（木）午後２時
　　場所：沖縄歯科衛生士学校　　４階講堂
　　参加：新入生とその保護者

　	令和２年４月２日（木）、本校第33期生（44
人）入学式が４階講堂で挙行されました。新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、式典内容の大幅縮
小で参列者は本校役員と新入生の保護者、そして、
歓迎挨拶の在校生代表者のみと、３密回避対策と手
指消毒・体温測定・マスク着用・座席間隔・換気の
徹底等、万全の感染症対策を施しながらの式典とな
りました。真境名校長からの「人々の健康と笑顔を
支える素晴らしい歯科衛生士を目指し三年間しっか
りと学んで下さい」との激励のお言葉を受け、｢患
者さんの心に寄り添える、歯科衛生士になるよう努
力をする｣という新入生代表の決意表明がありまし
た。今年度は、非常事態での入学式でしたが、迎え
た新入生の凜とした姿と目の輝きはいつも以上に頼
もしく感じました。教職員一同、しっかりとサポー
トしなければと、身が引き締まる日でした。

　式　次　第
　　１．開式のことば　　　　　副校長　平良恵信
　　１．入学許可　　　　　　　　校長　真境名勉
　　１．校長式辞　　　　　　　　校長　真境名勉
　　１．在校生代表挨拶　　　　　　　　當銘結衣
　　１．新入生代表挨拶　　　　　　　　宮里夏音
　　１．閉式のことば　　　副教務部長　加藤進作

入学式沖縄歯科衛生士学校

令和２年度33期生入学式
専任教員（1年生担任）　饒　波　伶　奈

16

2020  July Vol 3



新入生ピクニック新入生ピクニック
 33期生

令和2年度

　私たち33期生が、４月24日（金）に行う予定だっ
たピクニックが新型コロナウイルスの影響で延期に
なり、２ヶ月が過ぎました。
　入学式では全員顔を合わせましたが、そのあとか
らオンライン授業が始まりクラス全員で会える機会
がありませんでした。学校に登校して対面で授業が
行えるようになったのも６月８日（月）からです。
　クラスの雰囲気もどこかぎこちない様子でした。
沖縄での新型コロナウイルスの感染者が連日ゼロの
状態が続いていたので、担任の先生に相談をし、６
月26日（金）に親睦を含めてのピクニックを決定し
ました。今回は、近隣のビーチでビーチバレーやピ
ザを食べる計画を立てていました。計画をしたその
日から『てるてる坊主』を作ったり毎日欠かさず天
気予報を確認したりとクラス全員が当日の晴天を願
っていましたが、生憎の雨により学校の４階講堂で
のレクレーション大会となりました。とても残念に
思いましたが、レク係を中心に雨天時での計画を元
に、フルーツバスケットやチームで協力して競い合
う障害物リレー、ビンゴゲームを行いました。最初
は遠慮気味でしたが、みんなで協力し競い合い、レ
クが進むにつれ笑顔がみられて、とても楽しむ事が

できました。以前は、出身地域が同じ人や席が近い
人同士で過ごす事が多くクラス全員の人と関わる機
会がありませんでしたが、このレクでみんなの新し
い発見や良い所を見つける事ができて、良かったと
思います。
　新型コロナウイルスの影響で、仲良くなる時期が
遅れたくさんの行事がなくなったりと、例年に比べ
て思い出を作る場面は減ってしまったけど33期生の
みんななら、濃い多くの思い出を作っていけると思
いました。
　２年後の歯科衛生士国家試験も、44人全員で協力
して頑張っていきたいと思います。。

１年生委員長　上　原　　　安
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　新型コロナウイルス感染症により重篤、収入減少した組合員に係る国民健康保険料の免除についての

制度がございますので、問い合わせは TEL 098-996-3571 まで問い合わせ下さい。

歯科医師国保からのお知らせ

仲　島　瑠　菜

　令和２年４月より沖縄県口腔保健医療センターにて歯科衛生士の業務に携わらせていただいております。
障がい者歯科という仕事に困惑し不安でしたが、スタッフの皆様に助けられ、日々学ぶことが多く充実した
毎日を過ごしております。
　これからも頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

新職員紹介 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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④なんじぃデンタルクリニック
　　南城市佐敷新里607-1
⑤地域密着型・親身

⑥釣り・車中泊・九州歯科大学61期。
⑦独身・ウサギ
⑧より多くの勉強会や研修会等の開催

①東
あずま

　　建
けん

　太
た

②1975年３月５日
③公立大学法人　九州歯科大学
　平成24年度卒

①氏名（ふりがな）
②生年月日
③出身大学・卒業年度
④歯科医院名・所在地

⑤医院の特徴・ＰＲ
⑥趣味・マイブーム・自己紹介
⑦家族構成・ペット等
⑧県歯科医師会に望むこと
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真境名　勉　会長
８月１日	 令和２年度　第１回九州各県歯科医師会会長会・協議会・総会（Web会議）

米須　敦子　副会長
８月１日	 令和２年度　第１回九州各県歯科医師会協議会・総会（Web会議）
８月11日	 沖縄県医療提供体制協議会へき地医療対策部会（沖縄県医師会）
９月６日	 第42回九州口腔衛生学会幹事会、総会（Web会議）
10月17日	 九州各県歯科医師会地域保健担当者会（Web会議）

松島　一夫　専務理事
８月１日	 令和２年度　第１回九州各県歯科医師会協議会・総会（Web会議）
９月12日	 令和２年度　第１回九州各県歯科医師会専務理事会（沖縄主催　Web会議）

新崎　博文　理事
８月26日	 都道府県歯科医師会学術担当理事連絡協議会（Web会議）
10月10日	 九州各県歯科医師会学術担当者会（Web会議）

渡慶次　彰　理事
10月３日	 九州各県歯科医師会医療管理担当者会（Web会議）
10月10日	 九州各県歯科医師会医療安全対策担当者会（Web会議）

上原　泰通　理事
10月３日	 九州各県歯科医師会社会保険担当者会（沖縄主催　Web会議）

梅村　誠　理事
10月17日	 九州各県歯科医師会広報担当者会（Web会議）
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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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●
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）

●
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日
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●
八
重
山
毎
日
新
聞

　

令
和
２
年
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日
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日
）

●
琉
球
新
報

　

令
和
２
年
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月
３
日
（
金
曜
日
）
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■ 令和２年度　第１回定時理事会　令和２年４月14日（火）　午後８時　メール資料配付
Ⅰ．報告事項
１．日本学校歯科医会第99回臨時総会出席報告
２．災害口腔医学研修会（九地連研究助成事業）アンケート結果報告
３．口腔保健医療センター医局会議報告
４．歯科用金銀パラジウム合金の価格高騰への対応について
５．「疑義解釈資料の送付について（その１）」について
６．PMDAメディナビの利用推進への協力のお願いについて
７．「摂食嚥下障害診療における歯科と耳鼻咽喉科との連携」に関する提言について
８．被保険者証の更新について
９．「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」の一部改正について
10．医療機器の保険適用について
11．第48回産業歯科医研修会の開催について
12．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた健康増進事業の柔軟な実施について
13．新型コロナウイルス感染症の感染事例の発生に伴う特定健康診査・特定保健指導等における対応について（再注意喚起）
14．新型コロナウイルス感染症対応下での歯科医業経営状況に関するアンケート調査への協力について
15．都市部での感染拡大を踏まえた対応について
16．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について（その７）
17．新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
18．医療提供施設及び介護・障害者施設の職員に関する施設外からの感染対策について
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３）
20．都市部での感染拡大を踏まえた対応について
21．新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について
22．新型コロナウイルス感染症拡大に伴うお願いについて
23．新型コロナウイルス感染症対応における健康観察等の適切な実施、情報の共有について
24．歯科医療機関における新型コロナウイルスの感染拡大防止のための院内感染対策について
25．緊急事態宣言を受けて
26．新型コロナウイルス感染症の影響に対する会員支援策について（第１報）
27.「医療機関向けマスクの医療機関等への配付について」に関する質疑応答集（Q＆A）について（その４）
28．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り扱いについて（その９）
29．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（その３）
30．社会歯科学会理事長の選出について
31．令和２年度に実施する特定共同指導等に係る取扱いについて
32．要望書（小規模県歯科医師会役員懇話会）の提出・回答について
33．第36回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」の演題募集要綱等の送付について
34．令和２年度ＨＩＶ医療講習会の実施について
35．日歯情報提供用文書の様式変更について
36．地域医療情報連携ネットワークにおける同意取得方法の例について
37．委員会報告
　　①保険　　　②学術　　③医療管理・医業経営

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
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２．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の退会について
３．沖縄県歯科医師会会員（第1種会員）の入会について
４．産前休暇・育児休暇の変更について
５．８０２０推進運動『いい歯キラメキ2020』キャンペーンでの後援依頼について
６．サンスターファミリーミュージカルへの無料歯科相談担当医派遣について
７．診療所でのキャンペーン（サンスターファミリーミュージカル）告知協力依頼について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出に関する件
第２号議案　日本歯科医師会会長表彰候補者の推薦に関する件
第３号議案　寄付された金品の収受及び使途に関する件
第４号議案　沖縄県歯科医師会会費減免に関する件
第５号議案　2020年度沖縄県歯科衛生士会会員募集の案内送付依頼に関する件
第６号議案　令和２年度歯科健康診断（公立学校共済組合沖縄支部）業務委託契約に関する件
第７号議案　代議員会からの質問回答をホームページの会員欄に掲載する件
第８号議案　「令和２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」展開催に関する件
第９号議案　令和２年度歯科助手資格認定講習会の開催に関する件
第10号議案　沖縄県留置施設視察委員会の委員候補者の推薦に関する件

IV．協議事項
１．災害時歯科保健医療提供体制整備事業について

Ⅴ．その他
１．日本歯科医師会雑誌令和２年７月号『都道府県学術レポート』欄執筆依頼について

■ 令和２年度　第２回定時理事会　令和２年４月28日（火）　メール送信（書面決議）
Ⅰ．報告事項
１．第575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．令和元年度沖縄県歯科口腔保健啓発月間事業の委託料確定について
３．令和元年度沖縄県口腔保健推進事業の委託料の確定について
４．令和元年度かかりつけ歯科医療推進事業の委託料の確定について
５．障害者歯科地域協力医等養成研修事業補助金の確定について
６．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り扱いについて（その11）
７．Ｎ95マスクの提供について
８．緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業所等で働く方々の感染予防、健康管理の強化について
９．緊急事態宣言の全国拡大を受けて
10．新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
11．新型コロナウイルス感染症に伴う医療保健制度の対応について
12．歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱にについて

13．歯科医師法施行規則第３条の３に基づく届け出について
14．歯科用貴金属価格の随時改定Ⅱについて（令和２年７月）
15．持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるための申請
について

16．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〉の開催延期について

17．第59回全日本学校歯科保健優良校表彰（令和２年度）募集の延期について
18．｢令和２年度歯と口の健康週間｣の実施について
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19．日本歯科医師会の業務について
20．2020年度｢歯と口の健康週間｣ポスターの配付（日本歯磨工業会）について
21．令和２年度「児童虐待防止推進月間」標語募集への協力依頼について
22．委員会報告
　　特になし

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和３年度春・秋の叙勲・褒章候補者の推薦に関する件
第２号議案　日本学校保健会創立100周年記念表彰に係る被表彰候補者の推薦に関する件
第３号議案　Ｎ95マスクの配布に関する件
第４号議案　新型コロナウイルスに関するアンケートに関する件
第５号議案　新型コロナウイルス対策（口腔保健医療センター）に関する件
第６号議案　令和２年度第Ⅲ期臨床実習決定施設の受け入れ困難時における臨床実習施設としての受け入

れ協力依頼に関する件
第７号議案　出版物の販売価格に関する件

IV．協議事項
１．新型コロナウイルス感染拡大による会員診療所の診療体制実態調査のお願い（各地区歯科医師会）について

Ⅴ．その他
１．ラインの料金プランについて
２．各地区助成金の支払い方法について

■ 令和２年度　第３回定時理事会　令和２年５月12日（火）　午後８時　ZOOMでの会議
Ⅰ．報告事項
１．沖縄県国民健康保健介護給付診査委員会出席報告
２．新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａについて
３．歯科医師による新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻咽頭拭い液の採取の実施に
ついて

４．新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実
施について

５．地域外来・検査センターにおける歯科医師によるＰＣＲ検査（検体採取）（続報）について
６．５月の連休時に向けた医療提供体制の確保に関する対応について
７．医療機関向けマスクの医療機関等への配布について
８．医療従事者の個人防護具（ＰＰＥ）の医療機関等への配布について
９．歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いて診療を実施す
る医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について

10．歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療など
の時限的・特例的な取扱いについて

11．医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項について
12．新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特別的な
取扱いに関するＱ＆Ａについて

13．歯科診療における新型コロナウイルス感染症拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の取
扱いについて

14．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（その15）
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15．「疑義解釈資料の送付について（その９）」について
16．新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いに関する周知
広報について

17．新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
18．持続的給付金の電子申請受付開始について
19．新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等における実
習の実施にあたっての留意事項及び感染防護具等の物資提供協力依頼について

20．電子処方箋運用ガイドラインの一部改正について
21．医療機器の保険適用について
22．日本法歯科医学会第14回学術大会参加、演題登録、ポスター掲示のお願いについて
23．平成31年度心身障害児（者）歯科診療事業補助金の確定について
24．令和元年度沖縄県地域医療介護総合確保基金事業補助金の確定について
25．沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保実証事業委託料の確定について
26．平成31年度心身障害児（者）歯科診療拡充事業補助金の確定について
27．新型コロナウイルス感染症により機能停止となった医療関係施設等に
　　対する融資について
28．新型コロナウイルス感染症対策に関する要望書（日本歯科医師会・日本歯科医師連盟）について
29．指定地方公共機関現況調査の実施について
30．委員会報告
　　①調査広報

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員の退会について
２．沖縄県歯科医師会死亡共済金給付申請について
３．沖縄県歯科医師会会員種別変更について
４.	沖縄県歯科医師会会員の入会（第1種会員）について
５．令和２年度沖縄県「愛の血液助け合い運動」及び令和３年「はたちの献血」キャンペーンの後援名義
使用について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　５月号会誌に関する件

IV．協議事項
１．災害時歯科保健医療提供体制整備事業について

Ⅴ．その他
１．アンケート結果について
２．グローブ購入について

■ 令和２年度　第４回定時理事会　令和２年５月26日（火）　午後８時　ZOOM会議
Ⅰ．報告事項
１．第576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２年度第１回～３回各地区会長会・新型コロナウイルス対策会議開催報告
３．チタンによる歯冠修復の期中導入等について
４．区分C２（新機能・新技術）における医療機器の保健適用について
５．経済産業省製造産業局発文書について
６．地域外来・検査センターの運営に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
７．緊急経済対策における厚生年金保険料等の猶予制度に関する周知について
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８．緊急経済対策における税制上の措置等に関する周知について
９．患者さんへのお願いについて
10．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
11．新型コロナウイルス感染症に関する調査報告に代えて
12．雇用調整助成金の申請手続きについて
13．雇用調整助成金の申請手続きのさらなる簡素化およびオンライン受付の開始について
14．医療期間向けマスクの医療機関等への配布について（その２）
15．医療従事者の個人防護具（PPE）の医療機関等への配布について（その２）
16．「新型コロナウイルス感染症に関するＰＣＲ検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による
実施について」に関する質疑応答集（Q＆A）について

17．歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の
時限的・特例的な取扱いに関するＱ＆Ａについて

18．令和２年度沖縄県心身障害児（者）歯科診療拡充事業補助金に係る交付決定着手の承認について
19．沖縄市交付の被保険者証の被保険者番号確認について
20．「医療機関向けマスクの医療機関等への配布について」等に関する質疑応答集（Q＆A）について（その５）
21．令和２年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて
22．令和２年度第５回沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）の応募募集について
23．新型コロナウイルス感染症に関するＱ＆Ａ第２版について
24．歯科医師による新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の検体採取に伴うＥシステム（e-learning）教育研修
の実施について

25．委員会報告
　　①調査広報　　　②保険

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和２年度歯科保健事業功労者に対する厚生労働大臣表彰に関する件
第２号議案　Ｗｅｂセミナー（オーディーエー主催）の共催に関する件
第３号議案　機器及び装置・器具及び備品の廃棄処分（学校）に関する件
第４号議案　機器及び装置の廃棄処分に関する件
第５号議案　「第31回西日本臨床小児口腔外科学会総会・学術大会」後援学会名誉大会長就任依頼に関する件
第６号議案　沖縄県産業保健総合支援センター運営協議会委員の推薦に関する件
第７号議案　一般社団法人沖縄県歯科医師会裁定審議会委員の辞任に関する件
第８号議案　一般社団法人沖縄県歯科医師会選挙管理委員会委員の辞任に関する件
第９号議案　一般社団法人沖縄県歯科医師会裁定審議会委員の推薦に関する件
第10号議案　一般社団法人沖縄県歯科医師会選挙管理委員会委員の推薦に関する件

IV．協議事項
１．令和２年度定時代議員会の開催について

Ⅴ．その他
１．定時理事会、各種委員会、会長会（6/20）の開催について
２．県内会議、県外会議、九地連学会について
３．ラジオ告知について
４．沖縄振興予算要請について
５．公益社団法人南部地区歯科医師の新役員について
６．九州各県担当者会日程調整について

30

2020  July Vol 3



■ 令和２年度　第５回定時理事会　令和２年６月９日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和元年度監査報告
２．令和２年度第１回学校教務委員会開催報告
３．令和２年度臨床実習施設新規登録説明会開催報告
４．令和２年度第１回センター医局会開催報告
５．新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等における対応について
６．雇用調整助成金及び持続化給付金について
７．学生支援緊急給付金給付事業（「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』）について
８．医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について（その２）
９．区分Ｃ２（新機能・新技術）における医療機器の期中導入等について
10．令和２年５月診療分の診療報酬等の概算前払について
11．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（その20）
12．「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部改正に伴う特定保険医療材料（医療歯
科材料）の算定について」の一部改正について

13．「疑義解釈資料の送付について（その15）」について
14．新型コロナウイルス感染拡大に伴う本会会費（令和２年度）の延納について
15．新型コロナウイルス感染被害見舞金について
16．第48回産業医学講習会の開催について
17．感染症発生動向調査事業の活用によるＰＣＲ検査の体制強化のための研修の実施について
18．新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応
について

19．学校歯科健康診断時の感染症対策についてのお願いについて
20．要望書の提出について
21．令和２年度生涯研修セミナーの開催中止について
22．今後の歯科診療における留意事項等について
23．手指消毒用エタノール優先供給スキームの発注方法について
24．新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び要請施設等の対応につ
いて

25．新型コロナウイルス感染症の拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療などの時限的・特例的な
取扱における自宅療養中の患者への医療機関における薬剤の配送方法に係る留意事項について

26．医療機器の保険適用について
27．リーフレット「遅らせないで！子どもの予防接種と乳幼児健診」について
28．委員会報告
　　①学校歯科

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会入会（第３種会員）について
２．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和元年度会計決算認定に関する件
第２号議案　令和元年度会計剰余金処分に関する件
第３号議案　令和元年度計算書類（附属明細書）並びに財産目録に関する件
第４号議案　令和２年度定時代議員会上程事項に関する件
第５号議案　令和２年度定時代議員会における書面議決の行使に関する件
第６号議案　令和２年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）に関する被表彰候補者の推薦に
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関する件
第７号議案　講師派遣依頼（沖縄県警察本部刑事部鑑識課）に関する件
第８号議案　講師派遣依頼（沖縄県警察本部捜査一課）に関する件
第９号議案　寄付された金品の収受及び使途に関する件
第10号議案　令和２年度沖縄県歯科医師認知症対応力向上研修の実施依頼に関する件
第11号議案　「令和２年度沖縄県入退院支援連携デザイン事業」『沖縄県における入退院支援連携に関す

る基本的な心得（仮称）』普及啓発ワーキンググループ委員の就任に関する件
第12号議案　ラジオＣＭ制作に関する件

IV．協議事項
１．保険委員会委員辞任・後任推薦について

Ⅴ．その他
１．次亜塩素酸水に関する一部報道について
２．政府経済対策追加資料について

■ 令和２年度　第６回定時理事会　令和２年６月23日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．第577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２年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」について
３．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（その21）
４．「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の周知への協
力について

５．雇用調整助成金の上限額の引き上げ等について
６．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施について
７．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）の実施に当たっての取扱いについて
８．新型コロナウイルス感染症により機能停止等となった医療関係施設等に対する融資について
９．新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた今後を見据えた歯科医療提供体制の
検討及び歯科保健医療の提供について

10．今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について
11．要望書の提出について
12．要望書の提出に対する回答について
13．令和２年度沖縄県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付について
14．令和２年度沖縄県障害者歯科地域協力医等養成研修事業補助金交付について
15．令和２年度心身障害児（者）歯科診療事業補助金交付について
16．８０２０運動・口腔保健推進事業実施要綱の一部改正について
17．委員会報告
　　①学校　　　②調査広報　　　③センター

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員の退会（第１種会員）について
２．第20回沖縄県健康教育研究大会の後援について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和２年度公衆衛生事業功労者の表彰に関する件
第２号議案　歯みがき指導への歯科衛生士派遣依頼（つくし園）に関する件

IV．協議事項
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１．口腔保健医療センターの診療予約時間変更について
２．電通沖縄の提案について

Ⅴ．その他
１．令和２年度近畿北陸地区歯科医師会・歯科医師連盟役員合同連絡協議会における「要望書」について
２．論壇掲載について
３．フッ化物洗口における洗口液濃度の誤りについて

■ 令和２年度　第７回定時理事会　令和２年７月14日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．日本学校歯科医会第100回定時代議員会出席報告
２．第１回沖縄県立学校保健研究協議会出席報告
３．（有）オーディーエー定時株主総会報告
４．使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
５．「疑義解釈資料の送付について（その20）」について
６．新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求（７月提出分及び８月提出分）の取扱いについて
７．医療機器の保険適用について
８．令和２年度厚生労働省第二次補正予算について
９．令和２年度厚生労働省第二次補正予算について（情報提供）の補足について　
10．オンライン資格確認のスタートに向けた準備について　
11．救急蘇生法指針2015（市民用）の追補の周知について　
12．「歯科外来における抗菌薬処方の実態を明らかにするアンケート調査」への協力依頼について
13．令和２年度賃金構造基本統計調査の実施についての協力依頼について
14．新型コロナウイルス感染症に係る臨時的なE-systemを活用した施設基準に係る研修の追加について
15．レジ袋有料化（プラスチック製買物袋有料化）について
16．要望書の提出に対する回答について
17．新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第３版）について
18．オンライン資格確認導入に向けた案内について
19．新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除に伴う指導・監査等の取扱いについて　
20．医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援・新型コロナ感染症対応従事者慰労金交付事業について
21．オンライン資格確認の申込みについて
22．エイジフレンドリー補助金の周知について
23.　委員会報告
　　①財務・厚生　　　②医療管理・医業経営
　　③センター医局会　　　④センター
　　⑤学校歯科　　　⑥学校⑦調査広報

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会員（第１種会員）の入会について

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　沖縄県高齢者福祉対策推進協議会委員の推薦に関する件
第３号議案　沖縄県がん診療連携協議会委員の推薦に関する件
第４号議案　厚生分野に係る令和３年春の叙勲並びに褒賞候補者の推薦に関する件
第５号議案　第52回沖縄県公衆衛生大会長表彰候補者の推薦に関する件	
第６号議案　沖縄県公衆衛生大会知事表彰候補者の推薦に関する件　
第７号議案　令和２年度沖縄県学校保健功労者・学校保健優良団体表彰の推薦に関する件
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第８号議案　「第49回医療功労賞」候補者の推薦に関する件
第９号議案　令和２年度啓発学習事業第１回健康講座の講師派遣依頼に関する件
第10号議案　「誤嚥性肺炎患者等の歯科治療に関するアンケート調査」の協力依頼（浦添総合病院歯科口

腔外科）に関する件
第11号議案　学校高架水槽及び受水槽取り替え工事に関する件　	
第12号議案　沖縄県歯科口腔保健推進啓発月間事業に関する件
第13号議案　社会保険労務士の顧問に関する件

IV．協議事項
１．学校歯科委員会の委員（南部地区）の増員について

Ⅴ．その他
１．九州各県歯科医師会九地連協議会協議題について　
２．令和２年度「九州」「中国・四国」地区歯科医師会役員連絡協議会協議題について
３．「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動（薬物乱用防止活動を支援するための募金運動）について
４．令和３年度地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る基金充当希望事業及び新規事業提案調べにつ
いて

５．沖縄県歯科医師認知症対応力向上研修事業委託契約書案について
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　沖縄は、梅雨の時期を終え暑い夏が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
さて、九州を中心に梅雨前線に伴った豪雨災害で、甚大な被害をもたらしております。また、新型コ
ロナウイルスが猛威をふるって日本経済にも多大な影響を及ぼし、行政・医療従事者・その他関係者
も困惑状態です。また、沖縄の米軍基地では、クラスターの発生が増えてきておりますが、幸い私の
地元である宮古島では今のところ感染者ゼロです。この小さな島で、病床数・ドクターの数が少なく
限られている中で、今後いつ・何処で感染するか分からない日々を過ごし、恐怖を覚える今日この頃
です。
　その中で感染者の命を守るため働いてくださっている方々に心から感謝と敬意を表したいと思いま
す。この状況が続くと心と体の健康を保つのは容易ではないと思います。どうか災害復旧とともに新
型コロナウイルスが一刻も早く終息し、穏やかな生活に戻れますよう願います。

本永　昌代

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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印刷日：令和２年７月30日

発行日：令和２年７月31日

　　　　隔月発刊

発行人：（一社）沖縄県歯科医師会

 ☎098（996）3561

 http://www.okisi.org/

編集人：梅　村　　　誠

印　刷：㈱ちとせ印刷
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会員：令和２年７月１日　現在493名

内　訳

種　　別 男 女 計

１ 種 会 員 307 42 349

２ 種 会 員 8 2 10

３ 種 会 員 26 16 42

４ 種 会 員 1 0 1

終 身 会 員 78 13 91

計 420 73 493

入・退会状況（１種・２種・終身・正会員）

種　　別 男 女 計

入 会 者 2 1 3

退 会 者 6 1 7

計 -4 0 -4

地区別

地　区 男 女 計

北 部 地 区 25 1 26

中 部 地 区 116 14 130

南 部 地 区 221 36 257

宮 古 地 区 16 6 22

八 重 山 地 区 15 0 15

計 393 57 450

入・退会状況（３種・４種準会員）

地　区 男 女 計

入 会 者 0 1 1

退 会 者 1 0 1

計 -1 1 0

会員動静（新入会員4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

宮　良　善　博 S47.9.16 みやらデンタルクリニック 石垣市新川31-2 松本歯科大学 H17.3 第1種 令和2年4月1日

平井有　依　子 S61.11.10 とうま歯科 浦添市城間4-40-5 長崎大学 H23.3 第1種 令和2年4月1日

張　江　昌　宏 S55.5.21 はりえ歯科口腔クリニック 国頭郡金武町字金武57 1F 福岡歯科大学 H22.3 第1種 令和2年5月1日

安谷屋　　　茜 S57.11.23 あだん歯科クリニック 宮古島市平良字久貝654-36 日本大学歯学部 H23.3 第3種 令和2年6月1日

異動会員（1名）
氏　　名 日　付 理　　　由

当　間　淳　司 令和2年4月1日 1種会員→2種会員（南部地区会員）

異動会員（1名）
氏　　名 日　付 理　　　由

西　平　守　廣 令和2年3月28日 ご逝去（南部地区歯科医師会）（終身会員）

長　嶺　尚　子 令和2年3月31日 一身上の都合（南部地区歯科医師会）（１種会員）

比　嘉　　　司 令和2年3月31日 一身上の都合（中部地区歯科医師会）（１種会員）

村　橋　　　信 令和2年3月31日 一身上の都合（３種会員）

山　内　　　忠 令和2年6月30日 一身上の都合（南部地区歯科医師会）（１種会員）

長　浜　真　史 令和2年6月30日 一身上の都合（中部地区歯科医師会）（１種会員）

宇江城　正　和 令和2年6月30日 一身上の都合（八重山地区歯科医師会）（１種会員）

村　山　盛　敏 令和2年7月1日 ご逝去（中部地区歯科医師会）（１種会員）



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％）



















「伊良部大橋」
撮　影　者

本　永　昌　代

　皆様の御利用のおかげで、令和１年度も県歯科医師会へ315万を還元
することができました。今年度も引き続き御利用下さいます様、お願い
申し上げます。
　　　　　　　　　　　　 有限会社　オーディーエー

代表取締役社長　髙嶺 明彦・役員スタッフ一同

令和１年度経営収支状況報告

（１）売上高 9,047（千円）

（２）販売・一般管理費 8,661

（３）売上原価 256

（４）会社運営費 5,506

（５）歯科医師会への還元分 3,155

　　　引去り手数料 （1,355）

　　　事務所賃貸料 （1,200）

　　　広告料 （600）

御 礼

オーディーエー取扱い品目及び取引会社一覧表

摘　　要 会　社　名 電話番号 備　　考

損保ジャパン
東京海上日動

Ｊウォーム

（有）三宝業

損害保険
生命保険

求人情報誌

清　　掃

861－4577
867－7733

869－3524

877－0701

自動車、火災、傷
害、所得補償、ゴ
ルファー、医師賠
償責任

スタッフ募集
（オーディーエー特別価格）

ビル清掃管理
エアコンクリーニング






