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「2021新春北部大闘牛大会」
（今 帰 仁）
撮　影　者
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認知症保険のお問い合わせ先

取扱代理店　有限会社 オーディーエー
　　　　　　　〒901-1105　沖縄県島尻郡南風原町新川218-1（担当：奥原）
　　　　　　　TEL・FAX：098-996-3572（受付時間：９：00～17：00）
引受保険会社　SOMPOひまわり生命保険株式会社　沖縄支社
　　　　　　　〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地３-21-１　國場ビル中2階
　　　　　　　TEL：098-863-3386　FAX 098-863-6744

一般社団法人沖縄県歯科医師会の会員の皆様へ

介護が必要となった原因の1位は認知症
■介護が必要となった
　主な原因の構成割合
　（要支援1～要介護5を含む）

■要介護度別にみた
　介護が必要となった
　主な原因（上位3位）

■認知症の有病率（男女別・年代別）
80～84歳では、男性は約6人に1人、女性は約4人に1人が認知症有病者となり、女性のほうが有病率が高い傾向にあります。

認知症の実態・介護の実態ご存知ですか？

認知症の有病率は加齢とともに上昇

悪性新生物
（がん）
2.4%

その他・
不明
22.9%

心疾患（心臓病）
4.6%

関節疾患
10.2%

骨折・転倒
12.1%

脳血管疾患
（脳卒中）
16.6%

高齢による衰弱
13.3%

認知症
18.0％

第1位 第2位 第3位
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護5

24.8
22.8
30.3
25.4
30.8

13.6
17.9
19.8
23.1
20.4

11.9
13.3
12.8
12.0
10.2

単位：（％）

認知症
認知症
認知症
認知症

脳血管疾患（脳卒中）

高齢による衰弱
脳血管疾患（脳卒中）
脳血管疾患（脳卒中）
脳血管疾患（脳卒中）

認知症

脳血管疾患（脳卒中）
高齢による衰弱
高齢による衰弱
骨折・転倒
骨折・転倒

0

20

40

60

80

100
（％）

男性
女性

3.8

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95歳以上

2.8
4.9
3.9

14.4

11.7

24.2

16.8

43.9

35.0

65.1

49.0

83.7

50.6



・令和3年 年頭挨拶 ……………… 一般社団法人 沖縄県歯科医師会 会長　真境名　　　勉 …３

・年頭所感 ………………………………公益社団法人日本歯科医師会 会長　堀　　　憲　郎 …４

　⃝ 県外報告 ⃝
・令和２年度九州各県歯科医師会医療管理担当者会 … 医療管理委員会理事　渡慶次　　　彰 …５

・第48回日本歯科麻酔学会総会および学術大会

　　　　 …………………… 沖縄県口腔保健医療センター　専任歯科医師　寺　元　　　平 …６

・令和２年度九州各県歯科医師会医療安全担当者会 … 医療管理委員会理事　渡慶次　　　彰 …７

・都道府県歯科医師会専務理事会 ………………………………… 専務理事　松　島　一　夫 …８

　⃝ 県内報告 ⃝
・令和２年度第２回・第３回沖縄県高齢者福祉対策推進協議会 … 副会長　米　須　敦　子 …９

・第５回沖縄県立学校保健研究協議会 ………………… 学校歯科担当理事　玉　城　　　斉 …10

・第32回 沖縄県立学校保健研究大会 ………………… 学校歯科担当理事　玉　城　　　斉 …11

・令和２年度在宅歯科人材育成支援事業研修会 …………………… 副会長　米　須　敦　子 …13

・令和2年度第２回沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会 ……… 副会長　米　須　敦　子 …14

□令和２年度 口腔保健推進事業『口腔ケア研修会』 …………… 副会長　米　須　敦　子 …16

□令和2年度 第32期生登院式 ……… 沖縄歯科衛生士学校　２年生担任　眞玉橋　由　和 …19

□令和2年度 第5回 歯科衛生士復職支援セミナー ……………沖縄歯科衛生士学校 専任教員 …20

□入学前セミナー ……………………………沖縄歯科衛生士学校 専任教員　饒　波　伶　奈 …21

□令和2年度 第７回沖縄歯科衛生士学校就職説明会

　　　　 ………………………………………沖縄歯科衛生士学校 教務部長　新　崎　　　隆 …23

□オアシス　ソフトランディング（soft landing）

　　　　 …………………………… 医療法人香優会比嘉歯科医院　理事長　比　嘉　良　喬 …26

□表　　彰

　文部科学大臣表彰 …………………………………………………………仲　里　正　博 先生 …28

　厚生労働大臣表彰 …………………………………………………………石　川　　　寛 先生 …28

　日本歯科医師会会長表彰 …………………………………………………山　川　　　修 先生 …29

　沖縄県公衆衛生大会県知事表彰 …………………………………………護得久　朝　保 先生 …29

　沖縄県母子保健大会県知事表彰 …………………………………………真喜志　早江子 先生 …29

□令和２年度赤い羽根共同募金のご寄付について（お礼） …………………………………………30

□会務の動き ………………………………………………………………………………………………31

□８０２０達成者認定証の発行について ………………………………………………………………32

□新聞歯科コラム …………………………………………………………………………………………34

□地方紙だより ……………………………………………………………………………………………36

□理事会報告 ………………………………………………………………………………………………38

□編集後記 …………………………………………………………………………………………………43 

2021  January Vol 1



　新年あけましておめでとうございます。昨年
中はコロナ禍の厳しい環境の中で沖縄県歯科医
師会を支えていただいた会員の先生方に心より
感謝を申し上げます。
　昨年はコロナに始まりコロナで終わった感の
一年で県歯の事業・会務の執行も大変苦しいも
のがありました。年初めの新型コロナ流行の時
期はまず医療用のマスク、グローブ、消毒用ア
ルコール等の品不足があり会ではまず会員へ
の供給を第一として国・日歯からの情報をもと
に感染防護用品の購入・会員への提供を行い診
療に支障がないように活動しました。また、
WHOが感染拡大の初期に発した「診療に伴う
エアロゾルの発生が顕著な歯科診療は要注意で
ある」との報道により歯科診療の受診抑制は著
しく、会員診療所の収入減による影響は多大な
ものがあり国からの様々な融資・救済制度等の
情報を迅速に提供しました。しかし、歯科界は
従来よりスタンダードプリコーションの理念の
もと感染対策に取り組んでいて、現時点で歯科
治療での感染は皆無であり、逆に口腔健康管理
を徹底することで感染予防・重症化予防になる
ことが徐々に県民に理解されるようになってい
ます。これは日頃からの会員の先生方の感染予
防対策の賜物だと深く感謝いたします。さて、
県歯の大きな事業として今年１月30日に予定し
ていました県歯創立100周年記念式典・祝賀会
は現況を鑑み開催延期を決定しました。

　来年、令和４年の開催を予定しています。
　各委員会開催や講演会等はWEB開催または
ハイブリッドで行いましたが、IT活用による今
後の事業の実施に活かせる事がわかり効率的な
会務運営のヒントになり今後の会務運営に生か
していきたいと思います。外部の県歯事業もコ
ロナ禍の影響で11月の「歯~がんじゅう月間」
のイベントが中止になり、代わりにラジオキャ
ンペーンでコロナ禍での歯科治療・口腔ケアの
大切さをPRしました。災い転じてではありませ
んが県民向けの広報に関しても別の切り口で歯
科医師会をPRする方法として歯科医師会のテー
マソングを作ってはどうかと広報委員会からの
提案があり十分検討に値するものと思っていま
す。このような現況で歯科医師会の存在意義を
県民にお知らせする事は県民の利益にも資する
ものです。このためにも未入会者への入会促進
に引き続き力を注ぎ、県歯は県のすべての歯科
医師を代表する団体であり、県民の口腔の健康
だけではなく全身の健康をも守る医療集団であ
ることを会員の先生方と共有しながら残りの任
期を執行していく所存です。今年一年が皆様、
ご家族にとり実り多い一年となりますように祈
念して年頭のご挨拶といたします。

令和3年 年頭挨拶

一般社団法人 沖縄県歯科医師会 会長　真境名　勉
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　明けましておめでとうございます。新しい年の到
来が節目となって、新型コロナウイルス感染症が終
息に向かうことを心から祈るとともに、新年のご挨
拶を申し上げます。
　昨年、日本に限らず世界は「国民の健康と生命の
危機」と「国の経済破綻の危機」という同時に、解
決しがたい側面をもつ難題を突きつけられました。
歯科界も「国民と歯科医療スタッフの健康と生命を
守りつつ、欠くべからざる歯科医療提供体制を維持
する」との難しい基本方針の中で、重い決断を強い
られ続けました。
　そのような中で、昨年１年間、歯科治療を通じて
の感染拡大や大きなクラスター発生が１件もなかっ
たことが注目され、評価されています。日歯等から
の要請に応えて、様々な工夫を凝らしつつ感染防止
に全力を挙げて頂いた現場の歯科医師、スタッフ、
関係者の皆様の必死の努力の結果であり厚くお礼申
し上げます。
　この新型コロナウイルス感染症を除けば、昨年は
歯科界にとって明るい話題も存在しました。「骨太
の方針2020」は、更に充実するとともに、新たに
「細菌性やウイルス性疾患への予防としての口腔健
康管理」の視点も書き込まれました。令和元年度の
歯科の概算医療費は初めて３兆円を突破し、ここ４
～５年の歯科界の活性化は継続しています。歯科の
新技術の積極的な研究開発の推進の機運も、ようや
く定着してきました。
　また求められる「新たな日常」は、「常に感染防
止に目を向け、それに有効な口腔健康管理を徹底す
る」という視点に立てば、長年歯科界が目指してき
た方向性そのものであり、それを大胆に展開してい
く契機にもなり得ます。感染症をコントロールし、
医療機関の経済的なダメージを回復しつつ、歯科医
療、口腔健康管理の新たな方向性を確立する年とな
ることを願います。

　その意味で、令和元年度の最重要事業のひとつで
あった「2040年を見据えた歯科ビジョン」を、昨年
の10月15日に刊行致しました。日歯のHPに掲載し
ておりますので、是非ご一読ください。
　私たち歯科医療提供者は、長年にわたり「う蝕予
防活動」や「８０２０運動」などで大きな成果を上
げてきた一方、近年では急激な少子高齢化による国
の財政状況の悪化で、国民皆保険の危機に直面し、
歯科医師過剰問題や「人生100年時代にいかに健康
な老後を確保するか」が課題になってきました。そ
のような背景もあり、歯科界は担うべき新しい役割、
責任について議論を重ね、その議論の過程で、「歯
科医療と口腔健康管理の充実によって健康寿命が劇
的に延伸すること」の多くのエビデンスを得たこと
が、今回のビジョンを描ききることに繋がりました。
　本ビジョンは国民の理解を得て、国民と共に進む
方向性を謳っているものであり、今ビジョンはス
タート位置に付いた段階です。改めて2040年の社会
を俯瞰し、高齢者の孤立、特に通院困難者の増加に
対応できる医療介護のインフラの確保・強化を含め
て、スピード感をもってしっかりと対応していかな
くてはなりません。
　まだ先の見えない状況が続きますが、歯科界は一
致団結して、明るい未来を信じて、ひとつひとつ責
任を果たしていきたいと存じます。皆様のご健勝を
ご祈念申し上げ新年のご挨拶と致します。

年頭所感

公益社団法人日本歯科医師会 会長　堀　憲郎
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１．開　　会　宮崎県歯科医師会副会長　髙橋紳八
２．挨　　拶　宮崎県歯科医師会会長　　重城正敏
　　　　　　　日本歯科医師会常務理事　三井博晶
３．出席者紹介
４．座長・副座長選出
５．報　　告
　（１）日本歯科医師会報告

日本歯科医師会常務理事　三井博晶
　（２）その他
６．協　　議
　（１）令和２年度九州各県医療管理関係事業計画

及び予算について
　（２）各県提出協議題について
　（３）日本歯科医師会への質問・要望について
　（４）その他
７．次期開催県挨拶

沖縄県歯科医師会理事　渡慶次彰
８．閉　　会

　宮崎県歯科医師会常務理事　崎山長司

日本歯科医師会報告
　◦安心マーク
　◦キャッシュレス決済
　◦オンライン資格確認（マイナンバーカードによ

る）

各県提出協議題
　１．新型コロナウイルス感染症への対応について
　　①新型コロナウイルスによる歯科医師の濃厚接

触者としての発生状況について
　　②新型コロナウイルス感染症等の流行性感染症

の対策について
　２．新型コロナウイルス感染症に関連した、医療

機関と患者やスタッフ間でのトラブルについ
て

　３．会議・研修会・講習会等の開催について
　４．新型コロナの秋冬以降の流行に向けての歯科

医院の診療体制、雇用の確保について
　５．コロナ不況に対する支援策について
　６．歯科衛生士の確保に向けた施策について
　７．歯科助手養成について
　８．従業員の健康診断について
　９．災害時の口腔保健活動について
　10．医院承継について
　11．SNS上での誹謗中傷、誤解を招きやすい表現

への対応について
　12．消防署の立ち入り検査について
　13．歯科医療安全管理対策マニュアルの作成配布

について

日時：令和２年10月３日（土）午後２時〜午後４時50分
場所：ＷＥＢ会議（宮崎県歯科医師会担当）

● 県外報告 ●

医療管理委員会理事　渡慶次　　　彰

令和２年度九州各県歯科医師会医療管理担当者会
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報　告
　今回は新型コロナウイルスによる影響で学会初の
オンラインでの開催となった。現地での学会と異な
り、聞き逃したものを再度見直せたり、自分の空い
た時間に見ることができた点は非常に快適であっ
た。反面、多くの人との意見交換等の場でもあるの
でそれが出来ない点は残念である。来年度の開催は
どのようになるか気になった。

特別講演：日本麻酔科学会が目指す方向性と日本歯
科麻酔学会への期待

　この講演のなかで、医科の手術件数も人口動態の
変化の中で減っていく事が予想されており、現在の
手術室のみの麻酔医ではなく、ICU等も専任出来る
ような広く周術期をカバーできるスキルを持つよう
勧めているとのこと。歯科麻酔に関しては、鎮静下
での歯科治療は歯科独特であり、そこを磨くよう期
待するとのことであった。また、医科研修を終えた
後、長く歯科麻酔科医として携わる場合、知識の再
習得という面で５年に１度医科研修にでるのが妥当
であるとのことであった。

宿題報告：知的障害者の安全な麻酔管理を目指して
　歯科麻酔科医として知的障害者の麻酔を担当する
ことは多い。知的障害者はてんかんをもっている方
が多く、てんかん薬とプロポフォールとの薬剤感受
性の差がどのようなものかという報告であった。結
果として、てんかん薬の中のバルプロ酸ナトリウム
を内服している患者のプロポフォールの必要量は少
ないという結果であったとの事。体感としてはあっ
たが、腑に落ちた報告であった。

教育講演：呼吸管理 up to date
　全身麻酔中は自発呼吸を止めるため、人工呼吸を
行う事となる。人工呼吸の呼吸数、一回量の設定にも
変遷がある。私が歯科麻酔科になった時は10ml/kg
での換気量が推奨されていた。現在、研究が進み、
肺保護戦略として、高用量の換気は良くない事がわ
かってきた。現在のセオリーとしては一回換気量
6-8ml/kg PEEP 6-8 必要に応じリクルートメントマ
ニューバーを行う。リクルートメントマニューバー
の適応はFiO2＞0.6 sp02＜90% とのことであった。

　今回の学会で得た知識を今後とも活用していきた
い。
　次回開催予定：札幌教育文化会館　2021年10月８
日～10日

日時：令和２年10月10日（土）
場所：オンライン

● 県外報告 ●

沖縄県口腔保健医療センター　専任歯科医師　寺　元　　　平

第48回日本歯科麻酔学会総会および学術大会
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１．開　　会　　長崎県歯科医師会理事　橋村靜治
２．挨　　拶　　長崎県歯科医師会会長　宮口　嚴
　　　　　　　日本歯科医師会常務理事　三井博晶
３．出席者紹介
４．座長・副座長選出
５．日歯報告　日本歯科医師会常務理事　三井博晶
６．協　　議
　（１）令和２年度各県歯科医療安全対策関係事業

計画及び予算について
　（２）各県提出協議題について
　（３）日本歯科医師会への要望及び質問について
　（４）統一フォーマットによる事例報告
　（５）その他
７．次期開催県挨拶

鹿児島県歯科医師会理事　楠　一文
８．閉　　会

長崎県歯科医師会専務理事　渋谷昌史

日歯報告
　◦安心マーク
　◦キャッシュレス決済
　◦オンライン資格確認
　
各県提出協議題
　①特定の会員への指導方法について
　②モンスターペイシェントへの対応について
　③コロナ禍診療における、県外患者の応召義務に

ついて
　④院内感染対策に関する医療事故について
　⑤新型コロナウイルス感染症対応におけるクレー

ムについて
　⑥捜査関係事項紹介書の扱いについて
　⑦一方的な主張を繰り返して治療費の返還を執拗

に求めてくる事例の対応について
　⑧インターネットにおける歯科医院に対する誹謗

中傷への対応・対策について

日時：令和２年10月10日（土）午後２時〜午後４時40分
場所：WEB会議（長崎県歯科医師会担当）

● 県外報告 ●

医療管理委員会理事　渡慶次　　　彰

令和２年度九州各県歯科医師会医療安全担当者会
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司会進行　副会長　佐藤　保

１．開会の辞　　副会長　柳川　忠廣

２．会長挨拶　　会　長　堀　憲郎

〈挨拶要旨〉
＊骨太の方針2020においても歯科関連の記述が増え

た。
＊令和元年度の歯科概算医療費は、３兆286億円

（対前年比+574億）と初めて３兆円を超えた。
＊2040年を見据えた歯科ビジョンにおける、目指す

５つの柱　①健康寿命の延伸に向けた疾病予防、
重症化予防に貢献する　②地域を支える歯科医療
を推進する　③質が高く効率的な歯科医療提供体
制を確保する　④個人の予防、健康づくりをサポ
ートする　⑤多様なニーズに応え社会貢献を果た
す。

＊新型コロナウイルス感染症対応について　①８月
に「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針第１
版」発刊　②安心マークの作製。

＊今後の新型コロナウイルス感染症への対応への提
言として、細菌性やウイルス性疾患の予防として
の健康管理の有効性は明らかであり、求められる
「新たな日常」にはその徹底が求められる。かか
りつけ歯科医機能のひとつと位置づけて推進した
い。

３．報　告　各担当常務より報告あり
　　　　　　　　　　　　（主な報告抜粋）
〈社会保険〉
＊施設基準に係る研修が、臨時的に日歯Eシステム

の活用が認められる。

〈医療管理〉
＊医療法改正：医療放射線の適正管理　①医療放射

線の安全管理責任者の配置　②医療放射線に係る
安全管理のための職員研修の実施（日歯Eシステ
ムを活用）等

〈地域保健〉
＊オーラルフレイルの名称の普及および定義の定着

を目指す。
＊循環器病対策推進基本計画の中で、歯科疾患が循

環器病の発症や進行に影響を与えうることを踏ま
え、幅広く循環器病の対策を進めるための研究を
推進する。

〈広　報〉
＊日歯公式YouTubeチャンネルにて「いい歯ちゃ

ん悪い歯ちゃん」公開中。
＊妊産婦向けアプリ「Babyプラス」への歯科医院

登録のお願い（現在5,500件登録）

〈情報管理〉
＊オンライン資格確認の導入について、令和３年３

月末までにカードリーダーを申し込んだ診療所に
おける補助額が42,9万円を上限に全額補助に。

日時：令和２年11月18日（水）午後２時〜午後３時30分
場所：WEB会議

● 県外報告 ●

専務理事　松　島　一　夫

都道府県歯科医師会専務理事会
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　令和２年度第２回沖縄県高齢者福祉対策推進協議
会が10月22日（木曜日）午後２時から、市町村自治
会館２階ホールにて開催された。以下次第により進
行された。
１．次期沖縄県高齢者保健福祉計画（案）について
　（総論及び各論）
２．意見交換
　大雨警報、災害アラームも鳴り響く中、活発な意
見交換、提案がなされた。委員は、保健医療５名、
福祉３名、学術経験者３名、被保険者住民代表３
名、サービス提供者等５名、行政保険者２名の合計
21名で構成され17名の出席のもと行われた。
　今回は、前回を参考に計画案が提出されたが構成
案が多数出たため構成から見直しを行うこととなっ
た。

　令和２年度第３回沖縄県高齢者福祉対策推進協議
会は、12月25日（木）午後２時から沖縄県教職員共
済会館八汐荘にて開催された。第２回の意見が反映
され短時間の中でよくまとまった案であった。
　議題に沿って細部にわたり多くの意見が出され
た。
○第８期沖縄県高齢者保健福祉計画（案）について

①第３章「介護保険サービスの充実と質と安全の
確保」について

②前回からの変更点について

　第１回　書面による意見照会、10月22日（木）の
第２回協議会にて第８期計画素案については主に総
論（目標値は除く）各論（市町村数値の積立が必要
な事項は除く）に対して構成から、詳細内容まで多
くの意見が各分野から出された。県の担当者の努力
により、構成から多岐にわたる修正が加えられ、追
記項目までかなりわかりやすい内容となった。
　歯科医療の立場からフレイルの説明に加えオーラ
ルフレイルの追記と医療関係職の養成・確保に歯科
衛生士の記載をお願いした。

　他の委員と同様にICTを活用した人材育成と小学
校高学年等からの介護教育の必要性について意見提
案を行なった。こちらに関しても教育庁と協議を開
始しているとの回答があった。
　健康な独居高齢者の住居に関する問題は深刻なよ
うで、家主や不動産業者等に呼びかけているが中々
受け入れ先が見つからないようで苦慮しているとい
う意見があった。複数の委員から同意見が出され
た。100歳人生、元気な高齢者の行き場が無いとい
う、切実で、より現実的な、非常に大きな課題に現
社会の問題の深さを感じた。

日時：令和２年10月22日（木）12月25日（木）午後２時〜午後４時
場所：市町村自治会館２階ホール／沖縄県教職員共済会館八汐荘

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和２年度第２回・第３回
沖縄県高齢者福祉対策推進協議会
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［　次　　　第　］

司会：沖縄県立学校保健会　理事長　宮城　傑

１．開　　会……………………………………司　会

２．あいさつ………県立学校保健会会長　儀間昌子

３．議　　題
（１）第32回県立学校保健研究大会について
（２）沖縄県学校保健功労者・学校優良団体推薦に

ついて

４．そ の 他
（１）情報交換
　
５．閉　　会……………………………………司　会

〈報　告〉
　第５回　沖縄県立学校保健研究協議会が、11月12
日（木）県立豊見城南高校 校長室にて行われた。
　今回は、12月３日（木）に開催予定の「第32回県
立学校保健研究大会」についての、内容が主となっ

た。特別講演は、学校における「がん教育」の取り
組みを踏まえ、琉球大学医学部付属病院がんセンタ
ー長診療教授の増田昌人氏が行う。がんは二人に一
人が罹る時代となり、令和４年から教科書にも課題
として採用される。但し、講演の演題が決まってい
ないので、これから詰めた打ち合わせが行われる。
　また、実践発表では『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、豊見城南高校の前代優子 教諭が発
表予定である。
　コロナ禍での開催となる為、会場は沖縄市与儀の
県立総合教育センターの多目的棟で行い、アルコー
ルによる手指消毒や、換気を行いつつ感染予防に取
り組んで行う。また、大会当日の司会・進行等、役
割分担が決められた。
　最後に情報交換では、令和３年２月５日（金）名
護市民会館にて開催予定の沖縄県教育委員会主催
「第20回沖縄県健康教育大会」では、Ｗeb開催と
なるため、来賓・受賞者は、写真での紹介となる予
定との事だった。

日時：令和２年11月12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５回沖縄県立学校保健研究協議会
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大　　会　　日　　程

司会：沖縄県立学校保健会　理事長　宮城　傑

１．開　会　式
　　開会のことば　　　　　　　　　　　司　　会
（１）主催者あいさつ

県立学校保健会会長　儀間昌子
（２）共催者あいさつ

沖縄県教育庁保健体育課課長　太田守克
２．感謝状授与
３．講　　　演
（１）講師紹介

沖縄県立学校保健会会長　儀間昌子
（２）講　　演
　　　『がん教育と「がんの現実」について』
　　　講　　師

琉球大学病院がんセンター長　増田昌人 氏
（３）質疑応答
（４）謝　　辞
４．実践発表
　『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～
　　実践発表者

沖縄県立豊見城南高等学校　教諭　前城優子

〈報　告〉
　第32回 沖縄県立学校保健研究大会が、12月３日
（木）沖縄市与儀の沖縄県立総合教育センターにて
行われた。
　沖縄県立学校保健会は、沖縄県学校保健会の下部
組織により、主に県立学校、高等学校や特別支援学
校の保健教育を担当する先生方の組織になる。
　趣旨として「健康教育に携わる県立学校関係者が
一堂に会し、児童生徒たちの心身に様々な影響を及
ぼしている諸健康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。」を掲げている。
　今回の大会では、新たに学習指導要領に盛り込ま
れる「がん教育」について、中学校では2021年度よ
り、高等学校では2022年度から全面実施になってい
る背景から、その第一人者である、琉球大学がんセ
ンター長・診療教授の増田昌人先生を招いての講演
となった。
　開会式での主催者挨拶では、県立学校保健会・儀
間昌子会長より、学校現場への「がん教育」導入の
経緯について概要が伝えられた。
　講演では、増田昌人教授より『がん教育と「がん
の現実」について』と題して、興味深い内容が紹介
された。
　最初に本日の講演内容として、
　１．がん教育に関係する法律・がん計画
　２．がん教育からみた学習指導要領・同解説
　３．がん教育に対する沖縄県の取り組み
　４．がんの概要（予防と検診を中心に）
　５．がん教育と「がんの現実」について　以上５項
目が紹介された。
　項目３の「がん教育に対する沖縄県の取り組み」
では、2008年～2016年にがん検診ポスターコンテス
トを行い、宮平牛乳パックに優秀作品を掲示した。
2016年に沖縄市宮里中学校にて公開授業を行い、
2017年に普及啓発部会において、がん教育教材を作
成されている。
　今年、2020年度の「がん教育総合支援事業」とし
ての取り組みは、
　１．「沖縄県がん教育連絡協議会」の継続活動

（連絡協議会は2019年度に発足）
　２．がん教育研修会（Zoomを用いて実施）
　３．モデル校による検証事業（真地小学校、北中

城中学校、県立南部工業高校）
　４．がん教育材料の作成と改訂（小学校用教材の

作成、中学校と高等学校用教材の改訂）
　５．がん教育外部講師育成（プログラム策定・研

修会の実施）

日時：令和２年12月３日（木）午後２時〜午後４時55分
場所：沖縄県立総合教育センター（沖縄市）

● 県内報告 ●

学校歯科担当理事　玉　城　　　斉

第32回 沖縄県立学校保健研究大会
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以上が、今年度に行われている。
　項目４の「がんの概要（予防と検診を中心に）」
とても興味深い内容が話された。
　まず、年代別のがん罹患率・死亡率が示され、男
性では50歳までに16人が、がんになり、女性では50
歳までに37人が、がんになるという。さらに、児
童・生徒の保護者の年齢を考慮入れると、クラスに
１人～２人は、必ずがんの親が存在するという。
　次に、全生涯におけるがん罹患率を見た場合、女
性で50％、男性で66％である。生命保険のコマーシ
ャル等で、「二人に一人はがん」と耳にするが、そ
れは女性の確立で、男性は「三人に二人はがん」
で、女性よりも罹患率が高くなっている。
　また、がんに関しては、非常に誤解や迷信が多い
らしい。
＊迷信１：がんは遺伝する（確かに一部のがんは遺

伝があるが殆どは関係ない）

＊迷信２：がんは伝染する（確かにウイルス感染起
因で発症のがんはあるが、伝染は無い）

　さらに、前世の行いが悪かったから、門中・一族
の血が悪いからという意見もよく聞かれるという。
　先生によると、最も確かながんのリスクは、加齢
であり老化だという。ロシアンルーレットのような
もので、誰でもがんになりうる可能性があり、加齢
と共に、拳銃に込められる弾丸が多くなっていく
と、分かり易く説明頂いた。
　実践発表では、豊見城南高校のがん教育総合支援
事業の取り組みについて、前城優子先生から発表が
あった。
　今後の学校現場における「がん教育」について、
とても興味深い内容の大会となった。
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　令和２年度在宅歯科人材育成支援事業研修会を令
和２年12月６日（日）に開催されました。
参加者は、総合計154名、内訳を以下の通りです。
・申込者（web）　外部：94名
　職種内訳：歯科医師17名・歯科衛生士33名・看護
職20名・言語聴覚士7名・管理栄養士3名・栄養士２
名・施設長２名・その他10名
　会員：45名（職種内訳：歯科医師35名・歯科衛生
士9名・事務１名）　計139名
・来　場　会　員：15名
　　　　　（歯科医師13名・歯科衛生士２名）
　高良孔明地域歯科保健委員の進行により４時間超
の日程になったが時間を感じさせない講演をしてい
ただき、講師のお二人には早朝の打ち合わせから討
論までご参加いただき多職種連携の礎となることを
実感した。

〇第一部〔10：00～12：00〕

　演題『在宅高齢者における栄養ケアの重要性』
　講師：佐々木　淳先生
　　　　　（医療法人社団　悠翔会 理事長）

〇第二部〔12：10～14：10〕

　演題『摂食嚥下障害の評価と訓練の実際』
　講師：戸原　玄先生
　　　　　（東京医科歯科大学大学院 教授）

〇討　論〔14：10～14：30〕

　座長：米須 敦子（沖縄県歯科医師会 副会長）

　新型コロナ感染症の感染状況を鑑みハイブリッド
開催となった。
　第１部、佐々木　淳先生は、「最後まで自宅で過ご
したいと願うすべての人の思いに応えるために」、
2006年東京千代田区にて在宅医療クリニックを開設
し、現在56名の医師、首都圏中心に12の診療拠点か
ら常時4,600名の患者さんの生活を24時間体制でサ
ポートされている。また医療法人社団　悠翔会　理

事長としてご活躍されている。
　訪問歯科診療もチームの位置づけとして取り組ま
れている。
　高齢者の身体的特徴から、取り巻く社会の現状、
体制づくりなど熱意溢れる、参加者の胸をうつご講
演を東京から配信していただいた。沖縄県での活動
もすでに始まっている。
　戸原　玄先生は、「摂食機能障害治療」の第一人
者としてご活躍され本会でも念願かなったご講演と
なった。

日時：令和２年12月６日（日）午前10時〜午後２時30分
場所：オンライン研修会

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和２年度在宅歯科人材育成支援事業研修会
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　令和２年度第２回沖縄県後期高齢者医療制度運営
委員会　令和３年１月12日（火）、うるま市石川、沖
縄県後期高齢者医療広域連合にて行われた。
　これまで、後期高齢者医療事業計画を作成し保険
事業が行われてきた。
　平成27年３月に、第１期保険事業実施計画（H27
～H29）
　平成30年３月に、第２期保険事業実施計画（H30
～R５）
　令和２年度は、課題とされていた点の現状や最新
の健診・医療情報による分析を踏まえた中間報告書
を作成し、これまでの事業の評価・それを基に改善
を図ることになっている。

【第１期計画での目標（抜粋）】（H30～R5）

　医療費が高くなる疾患、６ヶ月以上の入院におけ
る疾患、長期化することで高額になる疾患で、介護
認定者の有病状況の多い疾患でもある虚血性心疾
患、脳血管疾患、糖尿病性腎症を減らしていくこと
を目標とする。広域連合の医療のかかり方は、普段
は医療にかからず、重症化して入院する実態が明ら
かであり、重症化予防、医療費の適正化へつなげる
ことから、適切な外来受診により入院を抑えること
を目標とし、まずは入院の伸び率を平成29年度に国
並みとすることを目指す。
～第２期保険事業実施計画～

　沖縄県における後期高齢者の現状と課題　
　健康・医療の分析では、沖縄県後期高齢者医療被
保険者疾患別分類内訳で以下の課題が提起された。
 外来 ：生活習慣病が上位：１高血圧症、２関節疾

患、３糖尿病/千人中の件数　19慢性腎臓
病（透析あり）20慢性腎臓病（透析なし）

＊一軒当たりの点数１慢性腎臓病（透析あり）
　生活習慣病が上位、食生活や運動不足といった長
年の生活習慣が原因と推測
 入院 ：１骨折、２脳梗塞、３肺炎、６認知症、７

慢性腎臓病（透析あり）14糖尿病/千人中
の件数

　加齢により増加する疾患が上位、骨折による寝た
きりは認知症、要介護の原因にもなる。
　慢性腎臓病については、外来・入院すべての項目
で確認。
＊患者数・レセプト合計金額ともに１位は腎不全　
虚血性心疾患も上位。腎不全特に慢性腎不全は糖尿
病や高血圧の影響が大きく、虚血性心疾患も糖尿
病、高血圧、高脂質症の影響により発症生活習慣病
の重症化予防事業が重要
　６か月以上の長期入院者の分析から見える状況
　令和２年４月診療分において、入院期間が６ヶ月
以上となる長期入院
患者数：統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性
障害、脳梗塞、脳内出血、腎不全といった生活習慣
病及び生活習慣病に起因する疾患も多くみられ、特
に腎不全については一人当たりの金額においても上
位
　人工透析患者の分析から見える状況
　令和２年４月診療分において
①人工透析患者は1,597人
②透析患者医療費内訳では約８億556万円となり
③全体に占める割合で7.4%の医療費の割合を占めて

いる。
④透析患者に診られる疾患は高血圧、糖尿病、虚血

性心疾患といった生活習慣病の記載が多くみられ
た。

⑤透析導入患者の原疾患として糖尿病性腎症が
42.3%と半数近くを占めている。

　また、人工透析導入時の平均年齢は、69.99歳と
なっていることから、後期高齢者となる75歳未満の
重症化予防が重要と考えられる。
KDB_No.44疾患別医療費分析R1年度（累計）参照
　今年度は多くの保険事業が新型コロナウイルス感
染症拡大のため事業縮小や中止となっている。各委
員からはこのような時期高齢者が自粛することで受
診控えばかりでなく体を動かす機会も少なくなり他
世代よりも更に身体的・精神的負担が大きくなって
いると予測される。テレビやラジオ等を活用した健

日時：令和３年１月12日（火）午後２時〜午後４時30分
場所：沖縄県後期高齢者広域連合

● 県内報告 ●

副会長　米　須　敦　子

令和2年度第２回沖縄県後期高齢者医療制度運営懇話会
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康体操の配信や見守りの呼びかけ等が必要ではない
かとの意見があった。また、高齢者の現状の多くは
現役世代・前期高齢者からの課題でもあるため早急
に取り組み、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者と
なる2025年、高齢者がピークを迎える2040年を見据
えた保険事業の実施が医療費の抑制ひいては医療費
の適正化につながるのではないかとの意見があっ
た。
　多くの疾患は歯周病と全身疾患のかかわりが明ら
かとなっている疾患である。エビデンスに基づくこ
とであると他委員からも援護を受け是非取り組んで
頂きたいと提案した。
　今年度は後期高齢者歯科検診も中止となったが、
今後多面的に実施に向けて検討する必要を提案し
た。
　毎回活発な意見交換が行われ延長になる熱い会議
であるが、懇話会であるため、どのくらい影響があ
り各委員から出た意見が反映されているのかが課題
の会議である。
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　１月17日（日）令和２年度口腔保健推進事業『口
腔ケア研修会』を開催した。
　参加者は、総合計83名内訳は以下のように多岐に
渡った。
・申込者（web）外部：74名
（職種内訳：介護職27名・歯科医療関係者16名・看
護職７名・行政関係者５名・利用者家族２名・介護
支援専門員６名・管理栄養士２名・医療相談員２
名・施設管理者３名・その他４名）
会員：10名（職種内訳：歯科医師４名・歯科衛生士
６名）
・来　場　　９名（歯科医師９名）
　「口腔ケア」の大切さは歯科関係者のみならず他
職種の関心の多い課題となり、最近では一般病院で
の歯科衛生士の雇用もめずらしくなくなった。実践
研修会が活発に行われている。

　「なぜ必要なのか」「基本的な歯科疾患の周知理
解はされているのか」「高齢者の疾患は多岐にわ
たっている」「沖縄県では腎疾患の重症化予防が大
きな課題である」「沖縄県の高齢者の腎臓透析の開
始年齢の平均は66.9歳である」等の課題を鑑み今回
は以下の演題にて研修会を開催した。
演　題：「口腔ケア」って何かしら？なぜ大切なの

かしら？高齢者をみんなで守りましょう！
講　師　沖縄県歯科医師会　地域保健委員会
　　　　　　　　　　　　　委　員　高良孔明先生
講　師　沖縄県歯科医師会　副会長　米須敦子先生
　新型コロナ感染症の影響もあり講師選択に苦慮
し、地域保険委員会から高良孔明委員、米須で対
応、進行を野原明彦委員長にて開催した。開催後、
アンケートを実施以下の回答が得られた。今後の開
催に活用したい。

口腔保健推進事業『口腔ケア研修会』口腔保健推進事業『口腔ケア研修会』
令和２年度

副会長　米　須　敦　子

○受講者アンケート（回答者30名）
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講演で印象に残った内容があれば、ご記入下さい。
・高齢者も歯磨きだけではケアしきれないと、痛感。
・高齢者や要介護者にとって義歯の重要性が学べました。表情が変わる事で気持ちが変わるとの話に共感し

ました。
・スライドも見やすくわかりやすかった。
・第二部の講演
・口腔ケアの大切さ
・お二人の講師、それぞれの資料がわかりやすかった。
・歯周病の話
・ぶくぶくうがい
・義歯ありと無しの食べ物の呑み込み方の映像
・義歯も装具のひとつであること、そして観察がいかに大事かということです。
・うろ覚えでありますが、義歯ではなく、舌の動きを確認する装具と、その補助具が気になりました。嚥

下したつもりが、鼻に流れ込んでしまう利用者さまがいて、もしかしたら、この装具で解決するのか
な。。。って思いました。

・義歯の件
・質疑応答での利用者への口腔ケアの仕方や口腔ケアでの万病予防
・口から食べる喜び
・誤嚥してても口腔ケアx体力アップで肺炎にはなりにくい。義歯は食事注文とだけで無く出来るだけ装着し

てた方が良いという事。
・義歯を装具として捉える視点。歯周病が疾患リスクを高め、口腔ケアの必要性と重要性を学べた
・口腔ケアの重要性、口の中の観察
・スライドも見やすくわかりやすかった。
・入れ歯で下のかわり？を作成できるということ
研修会の受講後、施設で口腔ケアに関して、改善したことや新しい取り組み等はありますか？
・先ずは自分の歯磨きから見直してみます。利用者様へは普段あまり観察することの無い口腔内をしっかり

観察していきたいです。
・口腔内の清潔保持
・今から施設にて学んだことを実地していく予定です。
・施設内で口腔ケアにもっと興味を持つ必要があるのかな、と思いました。
・口腔乾燥を口腔ケアしながらしっかりとチェックしようと思いました
・しっかりとアセスメントをして、一人一人にあったケアをしていきたいと思います。
・新しい取り組みではないのですが、義歯は、可能な限り装着する事を推進しています。
・ミーティングで話合いケアの仕方検討中
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・実家の父母はまさに高齢者なので大変為になりました。
・歯ブラシの定期交換。歯間ブラシの購入対応。利用者への口腔ケアにもう少し時間をかけて一人一人しっ

かり対応したいです。
・寝たきりの利用者が、最近口臭強くなっているとのこと、口腔ケアは朝夕の3回しています。口臭を防ぐ良

い方法があればご教授下さい。
・当たり前にやるべきこととして思っていましたが、実際にキチンと口腔ケアが出来ているかをチームとし

て再検討したいと思いました。
・利用者の毎日の口腔チェックの徹底、口腔ケアの重要性を知るための勉強会など
・ホーム入居者で入れ歯を作成しなおしたほうがいい人の洗い出し
かかりつけ歯科医、または相談できる歯科医がいないと回答された方
（施設）は、理由をご教示ください。
・離島のため、歯科医がいない
・必要あればケアマネジャーと相談していた
・歯科へ通院する事が困難であるため。
・家族対応のため
・働き出して(短時間労働)まだ日が浅く職場の様子を把握してませ
ん。
本研修会にご意見やご感想があれば、ご記入下さい。
・具体的な歯磨き指導、口腔ケア指導をしていただきたいです。
・歯科へ通院できない方も多いので、次回は地域において訪問歯科診

療を行って頂ける医院を紹介して頂けると幸いです。
・知識の再確認ができ又新しい知識を得る事ができた
・コロナで大変な中、研修企画、設営大変だと思います。とても参考

になりました。ありがとうございました。
・zoom以外のオンライン研修会参加は初めてでとても良い経験にな

りました。今後、研修会の開催がある場合、資料をＦＡＸで頂戴で
きると施設でも共有できるのでありがたいです。

・本日はありがとうございました。
・コロナ禍において、歯科医院として取り組んでいる感染症対策が知

りたいです。
・食事を食べる為に、一番大事な口腔ケアですが、マンパワー不足でなかなか浸透しないのが現実です。だ

からこそ、研修などで多くの情報を発信して口腔ケアの大切さを広げて欲しいです。
・話し方が早すぎた。ゆっくり話して欲しかった
・webのために休みの日にでも参加できるし助かる。今後の研修もwebでの研修が良い。
・さまざまな野暮用でなかなか研修会に出掛けることが難しい中、時間の調整が比較的しやすいwebでの講

習会はとても助かります。
・内容がとても分かりやすく、介護職にもっと参加させたいと感じました。貴重な機会を頂きありがとうご

ざいました。
・資料等は貰う事は出来ますか。
・施設職員へ同研修を見せたいので、研修内容の録画データをもらえると嬉しいです
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令和2年度 第32期生登院式

　令和２年11月26日（木）沖縄歯科衛生士学校講堂
において、32期生43名の登院式が、挙行されまし
た。今回の登院式は、新型コロナウイルス感染予防
対策として、参列者を当該学生の保護者と役員のみ
に制限し、式典内容を縮小した形となりましたが、
当日は、臨地・臨床実習に臨む学生を応援するかの
ような素晴らしい天気に恵まれました。
　リハーサルに参加した１年生や参列された保護者
の方からは、その厳粛な中にも自信と誇りに満ちイ

キイキとした
登院生の様子
にいたく感動
し、涙ぐむ様
子も見られま

した。
　今年度前期は、
新型コロナウイル
ス感染症の影響で
対面授業が制限さ
れ、自宅での遠隔
授業を併用しなが
ら臨地・臨床実習
に向けて知識・技術の修得に励んできました。これ
からは実際に歯科診療の場を通して、更に多くの事
を学び成長する事を期待しています。

一般社団法人　沖縄県歯科医師会立　沖縄歯科衛生士学校　２年生担任　眞玉橋　由　和
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　今年度歯科衛生士復職支援セミナーを３日間に分
けて行いました。初回、平良副校長の挨拶の後に、
本校第一期卒業生の久場島利美子さんを講師に迎
え、口腔ケアの講義と実習を行いました。コロナ禍
での開催となり、術者役は完全な感染防護を行った
上で、相互実習を実施しました。参加者からは「取
り扱い経験の無い車椅子の操作や、口腔ケアの実習
に参加する事ができ充実したセミナーだった」との
感想が多く聞かれました。
　第２回目はこれまでのセミナー参加者から希望の
多かった、パソコン操作の基本編と演習を取り入れ
研修最後に参加者が各自成果を発表するという試み
でしたが、個別での操作指導を組み入れる事が可能

でしたので、予想以上の出来映えに参加者からはか
なり好評でした。
　最終日は本校専任教員を講師に、歯科予防処置
（ＳＣ基礎・シャープニング・エアスケーラー）、歯
科診療補助（印象採得・寒天印象・セメント）、感
染予防対策の講義と実習を行いました。
　参加者の殆どが40～50代の方々で、新しい知識・
技術に関する不安が強く、講義・実習が始まると真
剣なまなざしで受講され、質問も多く積極的な様子
からかなり充実したセミナーになったと感じまし
た。毎回好評の復職支援セミナー、多くの方が復帰
されるよう期待しています。

第5回 歯科衛生士復職支援セミナー第5回 歯科衛生士復職支援セミナー
令和2年度

一般社団法人　沖縄県歯科医師会立　沖縄歯科衛生士学校 専任教員

第１回　10月11日（日） 第２回　11月22日（日） 第３回　12月13日（日）

平良副校長の挨拶

感染予防対策を講じての相互実習

講師による個別指導

昼食時もコロナ対策

歯科材料取り扱い実習

スケーリング実習
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　2021年度入学予定者44人を対象に、２日間に分け
て入学前セミナーを行いました。キャリアコンサル
タントの松村桂さんを講師に迎え、キャリア教育の
一環として｢歯科衛生士に求められる人材像とは？｣
というテーマで講義・演習を行いました。入学予定
の方々には、参加前の健康管理の協力依頼や当日の
体調確認をしっかりと行い、グループワーク後に発
表する形式で実施しました。セミナー開始前にはか
なり緊張気味だった参加者も講義・演習が進むにつ
れ、積極的にコミュニケーションが取れるようにな
り、終盤はどの顔にも笑顔が溢れ、和やかな雰囲気
で終了する事が出来ました。

　毎年好評の本セミナーは今年で４年目になり、ア
ンケート結果からも「入学前にみんなとコミュニ
ケーションが取れるのでとても良い」、「新しい友達
を作ることができ、入学するのが楽しみ！不安と緊
張も軽減される」等の声が多く、目的を充分に達成
する事が出来たと同時に、その気持ちにしっかりと
応えたいある種の緊張感を感じました。参加者と同
様に、迎える私達専任教員も４月からの入学がとて
も楽しみです。

入学前セミナー入学前セミナー
一般社団法人　沖縄県歯科医師会立　沖縄歯科衛生士学校 専任教員　饒　波　伶　奈
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アンケート（入学前セミナーを受講して）
《令和２年10／３（土）・11／14（土）　回答数：44人》

質問1　本日の入学前セミナーの内容について 質問２　あなたの学ぶ意欲の変化について

質問３　入学前セミナーは必要だと思いますか

質問５　その他ご意見

質問４　セミナーの時期や時間について

・自分が抱えていた不安を取り除く内容だったので良かった。
・普段考えないことを考えさせられて、とても自分の為になった。
・これから学生生活を送る上でのポイントやみんなと話せたので良かった。
・いろんな人と交流し、たくさん話せたので、入学までが楽しみになったし、
　歯科衛生士に必要な人材を知る事ができて良かった。
・緊張したけど、セミナーのおかげで安心できたし、楽しかった。

・いろいろ話しを聞いて、本校を志望して良かったと改めて感じた。
・とても雰囲気がよく、難しい勉強も学びたいと思う場だなと思った。
・入学前セミナーを通して、さらにDHになりたいと思ったので、そのた
　めにたくさん勉強しようと思った。
・これから一緒に過ごしていく仲間と話せたことがとても刺激になった。

＊よくわからない人の意見↓
　➡緊張の方が強いです･･･

・いろんな人と話すことができたので、入学後の学校生活が楽しみになった。
・とても緊張がほぐれて楽しかったので、これからも必要な行事だと思う。
・安心感と楽しみが倍以上になり、不安の気持ちが少しでも軽減された。
・入学前セミナーがあることで、安心して学校に通えるから必要だと思う。

＊必要ない人の意見
・グループができるのが怖い・・・・
・友達を作れる自信はあるので無くても大丈夫！！

・これから、すごくためになるセミナーでした。
・入学前に行うことで、安心して通えると思うし、とても良いと思いました。
・次回の入学前セミナーも楽しみです！！
　このセミナーを開いてくれて、ありがとうございました。

・入学手続きが終わって落ち着いている時期だったから良かった。
・朝の登校と同じくらいの時間設定が、通っているときの自分を想像でき
　良かったと思った。
・来年の事が不安だったので、早い時期にこのセミナーを通してクラスメ
　イトの雰囲気を知れたから良かった。
・２月に全員集まるのでそれもとても良いと思った。
・２回あるので、今日話しができなかった人とは次回話せるようになりたい。

良かった　２人

とても良かった　42人 本校で学ぶ意欲につながった
　　　　　　　　　　　43人

よくわからない　１人

必要ない　２人 時期や回数を
変更した方が良い　１人

無いよりはある
方がいい　９人

とても必要　33人 良い　43人
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　11月15日、離島（宮古・石垣：６件オンライ
ン）。本島会員40件を対象に第７回就職説明会を開
催しました。
　就職説明会を開催する以前は、早期退職が多数見
られましたが、最近はミスマッチも少ないようで改
善がみられています。この説明会で、各歯科医院の
特徴がわかることで学生、先生方双方にメリットが
出ているようです。採用をするにはどうすれば良い
のか学生を引き付けるアピールポイントをいかに出
せるかがカギでしょう。
　沖縄県歯科医師会は大正２年（1920年）に設立さ
れ、設立当時の歯科医師数120名、歯科衛生士は約
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（一年制）
がスタートしました。あれから43年の間に1,711人
の卒業生を輩出し、先生方と共に沖縄県の歯科診療
に大きく貢献してまいりました。
　これも沖縄県歯科医師会会員の多くの先輩や先生
方、その他の講師、実習担当施設などのご協力のお
かげだと思います。ありがとうございます。
　さて、今回は卒業生39人に対して80件の募集があ
りました。
　歯科医院によっては歯科衛生士がいないところも
あるようで、求人を出しても反応がないと言う話を
よく聞きます。学校におきましても出来るだけ会員
の診療所に就職してほしいと願っています。
　また、求人に対して学生が少ないので各歯科医院

１名の採用をお願いしております。もしも２人以上
となった場合は、先生方そして卒業生に対して教
務・歯科医師会役員から毎回理由を説明して調整を
お願いしています。紳士協定としてご協力をお願い
します。
　このような事例は他県歯科医師会にもあるよう
で、10年経過した現在はスムーズに受け入れても
らっているようです。わが県もあと数年かかるかも
しれませんが、早く全会員に周知されることを願っ
ています。
　学生は現在３月７日の第30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願って
います。

第７回沖縄歯科衛生士学校就職説明会第７回沖縄歯科衛生士学校就職説明会
令和2年度

一般社団法人　沖縄県歯科医師会立　沖縄歯科衛生士学校 教務部長　新　崎　　　隆
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令和２年度（第８回）沖縄歯科衛生士学校 就職説明会アンケート結果
＊アンケート回答医院36医院（参加40医院）

質問１．参加していかがでしたか?

質問３．学生を採用するポイントをお願い致します
・医院のコンセプト、方向性を理解してくれる。
・人柄（素直、向上心、協調性がある、プラス思考、明るい、積極的、謙虚、親しみやすさ、あたたかさを感じられる等）
・礼儀正しさ（挨拶、姿勢、言葉遣い 等）
・健康、体力に自信がある。
・歯科以外でのバイト経験があるか。
・患者さんの立場に立てる、笑顔で対応できる。
・歯科衛生士業務が好き、仕事が楽しい思ってくれる、長く勤めてくれる。
・矯正に興味があり熱意があれば成績は関係ない。
・自分の意見を言えるか、目を見て話せるか、わからない事をしっかり質問できるか、答えられるか。

質問４．その他、ご意見・ご感想
・初参加で実際に学生と話しをしてどういう事を考えているのか分かって良かった、改めて職場環境を見
　直すきっかけにもなりました。新鮮な気持ちになれたので来年も参加したいです。
・学生の対応がとても良く、教育がしっかりされているんだと感じました。
・医院側として、学生の質問に対する答えを前もって準備できる方がよかった。
・医院側の情報を前もって学生に渡してもよかったかも。
・歯科医師を除いての面接時間があっても良いかも。
・沖縄歯科衛生士学校出身者はいい子ばかりで当院も成長できています。
・説明会だけでなく気になった医院への見学を検討してもらいたい。医院の雰囲気を見てもらいたい。
・来年も歯科医師・歯科衛生士で参加したいです。
・１医院１人採用等、医院、学生お互いの満足度向上に向けて苦慮されており感謝しております。
・新卒者の指導についての質問が多いが必要でしょうか。
・学生の名刺のようなものがあれば助かります。目の前で名前を書くのは気を遣う。

質問２．医院紹介は十分にできたと思われますか？

良かった34医院 おおよそできた
23医院

十分できた
12医院

不十分1医院普通2医院
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　日本語訳としては軟着陸と表現します。なぜこの
ような題材にしたのか

　歯科医師が過剰と言われ、歯科医師国家試験では
平成20年の合格率68.9％皮切りに60％台で推移して
いる。合格者も平成26年以降は2千人前後となり現
実的に10万人を超えているが、増加率は減少に転じ
ている。
　2018年のデータでは、50～59歳が２万５千人で歯
科医師のピークとなり60代以上が３万２千人と、こ
れから開業しようと思われる30代が２万人前後で、
この中に女性歯科医師は8千人前後。29歳以下にお
いては４割が女性歯科医師である。1980年には9.17
％の増加率が2018年には0.3％に1/25まで低下これ
からは歯科医師不足に突入の時代である。
　それと並行して少子高齢化に伴う、歯科の疾病構
造の変化も見逃してはいけない。今対策を練れなけ
れば、地域から歯科医師が消えてしまう。現実に鳥
取県での山間部では閉院が増加している。
　2025年問題が目前に近づいている今、後継者不在
の歯科医院にとって今後の対策を真剣に検討する時
期ではないでしょうか。ソフトライディングはそう
いった意味での事業承継が必要になります。

　事業承継、単に医院を承継するだけでなく、地域
に根差した歯科医療を絶やさないために、誰かに託
すことがかかりつけ歯科医として役割だと考えま
す。
　ではどの様な、準備が必要か。まずは現状の医院

をみてみましょう。

１．診療所の設備状態
　１）ユニットは、設置何年経過しているか
　２）水回りはどうなのか
　３）その他の機器の状態はどうなのか
　　　＊老朽化していないか

２．外装及び内装
　１）看板の状態
　２）壁紙及び床の状態
　３）照明等を含む電気関係
　　　＊床の軋みなど、リフォームでの強化を要す

るか

３．患者さん数：これが一番重要なポイント
　１）患者さんの世代別分析
　　　疾病構造の分析を行うのに重要
　２）喫緊（２～３年間）の患者さん数➡毎月レセ

プト件数と年間の患者数
　　　＊歯科医療経営の根幹

４．診療所の形態
　１）個人所有
　２）賃貸か➡家主との契約継続が可能なのか
　　　＊リフォームなど契約条項の確認、保証料・

家賃交渉

　オアシスとは「広辞苑」によりますと「砂漠中で水がわき、樹木の繁茂している沃地。生物群集の形成、隊商の休
息などに役立つ。慰安となるもの。また、その場所。」とあります。 
　厳しい、混迷な社会情勢の中で歯科界もその流れに翻弄され、会員の皆さんは真に砂漠の中にいる感じです。その
ような乾いた状態だからこそ、皆さんの湧水のような潤いのある討論等が求められると思います。 
　字数、形式、格調にとらわれずご投稿下さい。会に対する意見、希望、家庭内やグループのこと、又、過去の思い
出、現在の心境、未来への期待などなんでも宜しいです。 

ソフトランディング（soft landing）
医療法人香優会比嘉歯科医院　理事長　比　嘉　良　喬
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５．後継者の有無
　１）ご子息
　２）第三者（勤務医・後輩）
　３）後継者無し
　　　＊それぞれに応じた対策を講じる

６．相談者・アドバイザーの有無
　１）税理士等
　２）コンサルタント（医業経営に特化した）
　３）相談者無し
　　　＊信頼できる相談相手を持つ

　以上大まかな項目ではありますが、これらをベー
スとして種々の課題を積み上げていく必要がありま
す。
　事業承継で重要なのは、いかに閉院の期間を短く
引き継ぐかが鍵です。
　閉院してからでは、使用していない期間が長いほ
ど機械の劣化は著しく、使えないケースが多く、そ
の場合開院するときには新規の買い替えが必要にな
ります。それでは引き継ぐ方の初期投資額が増え、
新規開業と変わらない状況に落ちいります。
　一番大事なのは閉院した期間に、通院している患
者さんとのコミュニケーションが取れないまま、離

れてしまう事です。
　これでは診療所の価値がゼロになってしまいま
す。
　若い開業を考えている先生と、後継者不在の診療
所とのマッチングは、開業に向けての、初期投資額
の軽減はもとより、患者さんをゼロからではなく、
ある程度確保できるメリットが有ります。リスクを
抑え、運転資金に余裕をもって開業ができ、収入が
増加してくれば新たな設備投資が行え、最終的には
自分の理想の医院経営ができると考えます。
　受け渡した先生も、個人所有であれば家賃収入が
賃貸でも暖簾分けとしての、収入が得ることが可能
になります。最初に書きましたが「地域に根差した
歯科医療の継続」歯科医療をたずさわる者の使命で
はないでしょうか
　最後に、会員としてのメリットと会員になるメリ
ットを事業承継のマッチングの場所が歯科医師会で
あり、県民の歯と口の健康を継続的に管理する重要
な使命が沖縄県歯科医師会の役割だと考えます。
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表　　彰

仲里正博 先生
南部地区

　通算36年にわたり、時代とともに変化す
る児童生徒の生活環境に対応する細やかな歯
科保健指導を心がけ、校内行事等に積極的に
参画し、学校関係者と一体となった学校保健
活動を推進し、児童生徒の健やかなる成長に
大きく貢献されました。仲里先生が歯科校医
を務めた天妃小学校は、基本的な生活習慣の確立及び定着と歯の健康を含む疾病の予
防や健康の保持増進を目標を掲げている中での各学年ごとの具体的な歯科指導、また
平成30年12月に本県において開催した第82回全国学校歯科保健研究大会領域別研
究協議会小学校部会において天妃小学校の活動報告を行うなど本県の学校歯科保健普
及・向上に多大な貢献をされた功績により、文部科学大臣表彰を受賞されました。お
めでとうございます。今後益々のご活躍を期待いたします。（本会館にて、表彰状、記
念品を代理（お嬢様）贈呈いたしました。）

文部科学大臣表彰おめでとうございます
（学校歯科保健功労）

石川　寛 先生
中部地区

　　｢歯と口の健康週間｣の一環として、昭和52年度から毎年実施している｢デンタル
フェア｣事業に積極的に参加し、むし歯予防のためのブラッシング指導や健康相談を
行い、県民の歯と口の健康に関する正しい知識の普及に取り組み公衆衛生の向上に貢
献されました。多年にわたり、障害（児）者の歯科医療の安定と充実、乳幼児、要介
護高齢者に対する歯科健診、治療、保健指導を行うとともに職員へ嚥下リスクの高い
患者の食形態、口腔ケアについて細やかな指導を行う等歯科医療や福祉の向上に多大
な貢献をされた功績により、厚生労働大臣表彰を受賞されました。おめでとうござい
ます。今後益々のご活躍を期待いたします。

厚生労働大臣表彰おめでとうございます
（歯科保健事業功労）
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表　　彰

仲里正博 先生
南部地区

　通算36年にわたり、時代とともに変化す
る児童生徒の生活環境に対応する細やかな歯
科保健指導を心がけ、校内行事等に積極的に
参画し、学校関係者と一体となった学校保健
活動を推進し、児童生徒の健やかなる成長に
大きく貢献されました。仲里先生が歯科校医
を務めた天妃小学校は、基本的な生活習慣の確立及び定着と歯の健康を含む疾病の予
防や健康の保持増進を目標を掲げている中での各学年ごとの具体的な歯科指導、また
平成30年12月に本県において開催した第82回全国学校歯科保健研究大会領域別研
究協議会小学校部会において天妃小学校の活動報告を行うなど本県の学校歯科保健普
及・向上に多大な貢献をされた功績により、文部科学大臣表彰を受賞されました。お
めでとうございます。今後益々のご活躍を期待いたします。（本会館にて、表彰状、記
念品を代理（お嬢様）贈呈いたしました。）

文部科学大臣表彰おめでとうございます
（学校歯科保健功労）

石川　寛 先生
中部地区

　　｢歯と口の健康週間｣の一環として、昭和52年度から毎年実施している｢デンタル
フェア｣事業に積極的に参加し、むし歯予防のためのブラッシング指導や健康相談を
行い、県民の歯と口の健康に関する正しい知識の普及に取り組み公衆衛生の向上に貢
献されました。多年にわたり、障害（児）者の歯科医療の安定と充実、乳幼児、要介
護高齢者に対する歯科健診、治療、保健指導を行うとともに職員へ嚥下リスクの高い
患者の食形態、口腔ケアについて細やかな指導を行う等歯科医療や福祉の向上に多大
な貢献をされた功績により、厚生労働大臣表彰を受賞されました。おめでとうござい
ます。今後益々のご活躍を期待いたします。

厚生労働大臣表彰おめでとうございます
（歯科保健事業功労）

表　　彰

山川　修 先生
南部地区

　多年のわたり、1歳6ヶ月健診医・保育園嘱
託医として保護者に対して口腔衛生指導に努め
るなど母子歯科保健の普及向上に貢献し,歯科保
健医療に従事し、地域住民の健康の保持増進及
び公衆衛生の普及向上に尽力された功績によ
り、日本歯科医師会会長表彰を受賞されまし
た。おめでとうございます。今後益々のご活躍
を期待いたします。（本会館にて表彰状、記念
品を贈呈いたしました。）

日本歯科医師会会長表彰おめでとうございます
（地域歯科医療の向上に貢献）

護得久朝保 先生
南部地区

　南部地区歯科医師会役員を歴任し、デンターフェア等の各種公衆衛生事業を行い県
民の健康増進に寄与し、学校歯科校医して学校歯科保健の指導・管理を通じ、児童生
徒及び保護者に口腔衛生指導の強化を図るなど、歯・口の健康づくりに貢献されまし
た。
　歯科衛生士学校の講師として、多様化する歯科医療界に求められる歯科衛生士の人
材育成にも尽力され沖縄県公衆衛生大会県知事表彰を受賞されました。おめでとうご
ざいます。今後益々のご活躍を期待いたします。

沖縄県公衆衛生大会県知事表彰
（公衆衛生事業功労）

真喜志早江子 先生
南部地区

　多年にわたり地域歯科医として歯科疾患の治療及び予防に従事し、その職能を通じ
て地域住民の健康保持・増進に尽力し、母子歯科保健及び学校歯科保健の向上に貢献
されました。保育園の嘱託医として保育士・保護者への講演会等を開催しブラッシン
グ指導や丈夫な歯をつくるためのバランスの取れた食生活、口腔清掃の動機づけ、不
正咬合の情報提供を行うなど、小児歯科保健の向上にも貢献された功績により、沖縄
県母子保健大会県知事表彰を受賞されました。おめでとうございます。今後益々のご
活躍を期待いたします。

沖縄県母子保健大会県知事表彰
（母子歯科保健功労）

おめでとうございます

おめでとうございます
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　平素より、本会会務運営に関しまして御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、時節柄出費多端の折にもかかわらず、この度赤い羽根共同募金へのご寄付にご協力頂
きまして衷心より感謝申し上げます。
　お寄せいただいた浄財（1,041,000円）は、本会館において11月24日贈呈式をおこない社会福
祉事業の貴重な財源として配分させていただきました。

令和２年度赤い羽根共同募金のご寄付について（お礼）
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真境名　勉　会長
１月６日	 社会保険診療報酬支払基金幹事会及び審査委員会
１月25日	 九州各県歯科医師会臨時会長会議（Web会議）
２月10日	 社会保険診療報酬支払基金幹事会及び審査委員会
２月17日	 日本学校歯科医会加盟団体長会（Web会議）
２月20日	 令和２年度第２回九州各県歯科医師会会長会（Web会議）
	 令和2年度第２回九州地区連合歯科医師会協議会（Web会議）
２月24日	 日本歯科医師会第４回議事運営特別委員会（Web会議）
３月12日	 第194回日本歯科医師会臨時代議員会

米須　敦子　副会長
１月12日	 令和２年度後期高齢者医療制度運営懇話会
１月16日	 令和２年度沖縄県認知症疾患医療センターWeb講演会
２月20日	 令和２年度第２2回九州地区連合歯科医師会協議会	（Web会議）
３月17日	 第４回高齢者福祉対策推進協議会

松島　一夫　専務理事
１月16日	 令和２年度第２回九州各県歯科医師会専務理事会（Web会議）
１月30日	 令和２年度災害歯科保健医療体制研修会（Web会議）～31日
２月20日	 令和２年度第２回九州地区連合歯科医師会協議会（Web会議）

渡慶次　彰　理事
２月13日	 都道府県歯科医師会医療安全担当理事連絡協議会（Web会議）
	 医療安全研修会（Web会議）
	 医療事故調査制度研修会（Web会議）

玉城　斉　理事
２月５日	 第20回沖縄県健康教育研究大会

13役員
２月６日	 第18回警察歯科医会全国大会（Web開催）
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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。 

32

2021  January Vol 1



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
11
月
18
日
（
水
曜
日
）

●
令
和
２
年
11
月
11
日
（
水
曜
日
）
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●
令
和
２
年
12
月
16
日
（
水
曜
日
）

●
令
和
３
年
１
月
20
日
（
水
曜
日
）
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●
琉
球
新
報

　

令
和
２
年
12
月
12
日
（
土
曜
日
）

●
琉
球
新
報

　

令
和
２
年
12
月
30
日
（
水
曜
日
）
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●沖縄タイムス　令和２年12月19日（土曜日）

●沖縄タイムス　令和３年１月19日（火曜日）
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■ 令和２年度　第16回定時理事会　令和２年11月24日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項

１．第582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．第５回沖縄県立学校保健研究協議会出席報告
３．日本歯科医師会第３回医療管理委員会参加報告
４．令和２年度一般社団法人日本障害者歯科学会第２回社員総会参加報告
５．第18回警察歯科医全国大会の開催形式変更について
６．診療用放射線の安全利用の研修について
７．令和２年度医療介護総合確保促進法に基づく沖縄県計画（案）に対する意見について
８．島嶼県沖縄の地域防災力向上を目指して2020年度｢災害危機管理ウェビナー｣参加者募集に係る周知協

力について
９．第32回沖縄県立学校保健研究大会の参加について
10．コンピューターチェック公開事例の更新及び試行的公開について
11．沖縄子どもの未来県民会議への募金等の協力について
12．委員会報告
　　①学校歯科　　②センター　　③学校
　　④調査広報

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　器具及び備品の廃棄処分に関する件
第２号議案　令和２年度「健康おきなわ２１」推進協議会構成員の推薦に関する件
第３号議案　令和３年度事業計画に関する件
第４号議案　沖縄歯科衛生士学校消耗備品等廃棄処分金額に関する件

IV．協議事項
令和３年度予算について

Ⅴ．その他
１．「加速化プラン」を踏まえた追加的な財政補助について
２．久米島の歯科医療対応について
３．新型コロナ感染拡大防止支援事業助成金の申請状況について

■ 令和２年度　第17回定時理事会　令和２年12月８日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項

１．九州各県歯科医師会臨時会長会参加報告　
２．都道府県歯科医師会専務理事会参加報告　
３．令和２年度沖縄県学校保健会表彰審査会出席報告
４．第32回沖縄県立学校保健研究大会出席報告
５．第48回日本歯科麻酔学会総会及び学術大会参加報告　
６．第70回日本口腔衛生学会・総会について
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７．新型コロナウイルス感染拡大防止対策の徹底について
８．新型コロナウイルス感染症の再拡大を受けて
９．新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱い

について
10．歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業ポスター掲示の協力のお願いについて
11．オンライン化の推進に向けた働きかけについて
12．オンライン資格確認導入における追加補助について
13．使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
14．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うけるための申請

について
15．令和２年度診療報酬改定結果検証に係る調査への協力のお願いについて
16．資格関係誤りレセプト発生防止について
17．第54回沖縄県母子保健大会における県知事表彰の決定について
18．第52回沖縄県公衆衛生大会における被表彰者の決定について
19．｢学校歯科医制度90周年及び法人設立50周年事業｣記念文部科学大臣表彰被表彰者の決定及び表彰式に

ついて
20．第59回全日本学校歯科保健優良校表彰優秀賞および文部科学大臣賞の正式決定ならびに表彰式につい

て
21．令和２年度沖縄県学校保健功労者の表彰決定について　
22．沖縄県公衆衛生大会における県知事表彰について　
23．｢2020年度（後期）在宅医療助成公募｣（追加）について　
24．職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
25．委員会報告
　　①学術　　　②保険  
　　③地域保健　　　④医療管理・医業経営
　　⑤学校歯科

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員の疾病共済金給付申請について　
２．産前休暇の変更について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　厚生分野に係る令和３年秋の叙勲並びに褒賞候補者の推薦に関する件
第２号議案　８０２０推進運動『いい歯キラメキ2022』キャンペーン主催依頼（サンスター株式会社）に

関する件

IV．協議事項
１．｢新たな沖縄振興のための制度提言（中間報告）｣に対する意見照会について
２．沖縄県歯科医師会職員就業規則について
３．令和３年度予算について

Ⅴ．その他
１．令和３年度九地連関係諸会議開催計画について　
２．九地連協議会協議題について
３．新型コロナウイルス感染症相談・受診フローについて
４．琉球新報論壇掲載について　
５．北大東村立歯科診療所歯科医師募集について
６．人事評価シートについて
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■ 令和２年度　第18回定時理事会　令和２年12月22日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項

１．第583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年度厚生労働省第二次補正予算における｢医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援｣に

ついて 
３．毎月勤労統計調査（第二種事業所）に対する調査協力依頼について　
４．医師法施行規則等の一部を改正する省令について　
５．令和２年度沖縄県医事功労者知事表彰の決定について　
６．｢第49回医療功労賞｣都道府県医療功労賞受賞者の決定について
７．令和２年度公衆衛生事業功労者の表彰について
８．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31）
９．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31）に係る運用等につ

いて
10．新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業（医療分）の申請期限について
11．新型コロナウイルス感染症対応下でに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　
12．新型コロナウイルス感染症対応「日本歯科医師会休診補償制度」について
13．令和２年度都道府県歯科医師会専務理事会連絡協議会の報告に対する質問への回答について　
14．令和２年度第１回沖縄県・沖縄県歯科医師会連絡会議（書面会議）の開催について　
15．公益社団法人日本歯科医師会代議員及び同予備代議員の選挙について
16．日本小児歯科学会市民公開講座オンライン開催のお知らせについて　
17．年末、年始にむけて（重ねてのお願い）　
18．令和２年度診療報酬改定結果検証調査に係る会員各位への周知について
19．委員会報告
　　①センター　　　②学校
　　③医療管理・医業経営　　　④学術  
　　⑤調査広報

Ⅱ．承認事項
１．｢親子で歯っぴ～プロジェクト報告会及び歯科保健指導研修会｣の後援依頼について　
２．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の退会について　
３．職員の退職について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　沖縄県歯科医師会職員就業規則に関する件　
第２号議案　理事会の報告書をホームページの会員のコーナーに掲載する件

IV．協議事項
１．令和３年度各会計予算について

Ⅴ．その他
１．歯科保健医療サービスに関するアンケート調査の協力依頼（昭和大学歯学部スペシャルニーズ口腔医

学講座）について
２．新聞論壇掲載について
３．｢フッ化物洗口でむし歯ゼロをめざそう！｣（リーフレット）の資料使用（南部地区歯科医師会）のお

願いについて
４．感染拡大防止等支援事業第三次補正予算、診療報酬・乳幼児加算について
５．補助金申請説明会について
６．令和２年度九州各県歯科医師会専務理事会における提出協議題について
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■ 令和２年度　第19回定時理事会　令和３年１月12日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項

１．第584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２回・第３回沖縄県高齢者福祉対策推進協議会出席報告
３．令和２年度第11回日本歯科衛生教育学会参加報告　　
４．歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準の研修について
５．有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について
６．オンライン資格確認に関するお知らせについて　
７．｢イトラコナゾール錠50（MEEK）｣出荷停止ならびに｢ビクロックス錠200mg｣自主回収について
８．毎日新聞（令和２年12月29日朝刊）の記事｢Ｂ型肝炎歯科で差別２割申告の患者『後回し』｣について
９．未承認の新型コロナワクチンに関する医療機関での取扱いについて
10．新型コロナウイルス感染症対応｢日本歯科医師会休診補償制度｣の｢休診証明申請書兼休診証明書｣の裏

面記載の修正について
11．新型コロナウイルス感染症対応｢日本歯科医師会休診補償制度｣について 
12．物品寄贈収受について 
13．令和２年度沖縄県口腔保健啓発月間事業の委託料の確定について
14．令和３年度生涯研修セミナーの実施について
15．｢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―
16．委員会報告
　　①保険　　　②地域保健　　　③学校教務
　　③学校　　　④センター　　　⑤選挙管理

Ⅱ．承認事項
１．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　沖縄県防災会議委員への就任に関する件 
第２号議案　沖縄県防災会議幹事の推薦に関する件 　
第３号議案　沖縄県国民保護協議会委員への就任に関する件 
第４号議案　沖縄県国民保護協議会幹事の推薦に関する件　
第５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依頼に関する件

IV．協議事項
１．令和３年度各地区歯科医師会への助成金について
２．令和３年度各会計予算について　
３．令和３年度学校共済組合沖縄支部歯科健診料見積もりについて　
４．事業所歯科健診料金について

Ⅴ．その他
１．新聞論壇掲載について
２．沖縄県歯科医師会旧会館の門柱移設について
３．第194回臨時代議員会｢地区代表事前質問用紙｣の送付について

■ 令和２年度　第20回定時理事会　令和３年１月26日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項

１．九州各県歯科医師会臨時会長会出席報告　　
２．令和２年度九州各県専務理事会出席報告　　
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３．令和２年度一般社団法人日本障害者歯科学会２回社員総会、会員総会出席報告
４．2020年度｢災害危機管理ウェビナー｣出席報告　
５．新規歯牙欠損見舞金について　
６．｢｢特定保健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（使用歯

科材料）の算定について｣の一部改正について｣の一部改正について
７．令和２年10月臨時改定Ⅰにおける改正漏れについて
８．歯科医師臨床研修の制度改正に関する説明会の開催について
９．感染拡大防止等支援事業補助金（センター）交付額確定について
10．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
11．医療従事者等への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の調査について　　
12．会長予備選挙の投票および立候補者演説について　
13．｢疑義解釈資料の送付について（その48）｣について　　
14．｢歯科補綴関連の生涯学習公開セミナー」について 
15．｢歯科医院で常備している救急薬・機器等に関する全国実態調査｣におけるアンケート調査への協力の

お願いについて　
16．令和２年度沖縄県歯科口腔保健推進協議会（書面開催）の資料等の送付について　
17．｢令和２年度日本歯科医師会会員有功章｣受賞者及び授賞式の中止について　　
18．８０２０運動｢いい歯キラメキ2021｣沖縄公演（サンスター株式会社）中止の案内について　　
19．委員会報告
　　①調査広報　　　②保険　　　③学術
　　④学校歯科

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（終身会員）の退会について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和３年度各会計予算に関する件　
第２号議案　令和２年度第１回臨時代議員会上程事項に関する件　
第３号議案　令和３年度定時代議員会開催日に関する件

IV．協議事項
特になし

Ⅴ．その他
１．対馬丸記念館協力会入会のお願いについて　　 　
２．令和２年度第２回九地連協議会提出協議題回答について　
３．今後の委員会等会議開催について
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　昨年より始まったコロナ騒ぎで班会が中止になりました。また、広報の理事会も様変りしていま
す。それまで部分的に行っていたオンラインの会議がZOOMでの会議になりました。したがって会館
に集まる会議はなくなっています。この原稿を書いている１月９日（土）は、県内での感染者は82名
でした。昨年よりコロナ関連の補助金の申請や報告書の作成のため慣れない事務作業におわれていま
す。
　診療所ではパーテーションの設置、口腔外バキューム、空気清浄機の設置など対策におわれていま
す。また、感染予防のため、うがい、手洗い、マスク等あると思いますが、鼻うがいが効果があると
提言がありました。沖縄県小児歯科研究会からの情報だそうです。
　感染者が増えています。コロナに気をつけていきましょう。
　今年も宜しくお願いします。

前城　康一

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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ｓ
会員：令和３年１月31日　現在493名

内　訳

種　　別 男 女 計

１ 種 会 員 308 43 351

２ 種 会 員 8 2 10

３ 種 会 員 26 15 41

４ 種 会 員 1 0 1

終 身 会 員 77 13 90

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 0 0 0

退 会 者 1 0 1

計 −1 0 −1

地区別

地　区 男 女 計

北 部 地 区 23 1 24

中 部 地 区 117 15 132

南 部 地 区 222 36 258

宮 古 地 区 16 6 22

八 重 山 地 区 15 0 15

計 393 58 451

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 1 1

計 0 −1 −1

退会会員（1 名）
氏　　名 日　付 理　　　由

仲　西　奈　穂 令和2年12月11日 一身上の都合（3種会員）

比　嘉　良　知 令和3年１月27日 ご逝去（南部地区歯科医師会)（１種会員））

※前回会誌発行月（R２.11）より入･退会状況



◆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

　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
　　　　令和３年３月20日　※支部上乗せ分締切
●申請手続きに必要な書類●
□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
　　　　　　支部補助分：１種・２種組合員及び１

種組合員の配偶者は補助最高限度額
20,000円、３種組合員は10,000円

【申請期間】令和２年４月１日～
　　　　　　令和４年３月31日　※支部必着
　※新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
令和２年度の節目健診対象者に限り、実施期間
及び申請期限を１年延長します。

　　　　　令和４年３月20日　※支部事業分締切
●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

　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】１種・２種組合員及びその配偶者
【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
　※保険証を使用しての受診は対象外
　　　　令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●
□人間ドッグ補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

★3種被保険者の歯科健診実施ご協力のお
願い（本部事業）

★インフルエンザ予防接種補助の支給申請
（本部・支部事業）

★節目健診（本部・支部事業）

★人間ドッグ（支部事業）

令和２年度
新規事業



　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。

【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。）
※受診券を紛失された際は、支部事務所までご連絡
下さいますようよろしくお願い致します。再発行
の手配をいたします。
◆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。

　対象者は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】３種組合員（節目健診該当者を除く）
【支 給 額】同一年度内に受診した健診に対し
　　　　　　6,000円を限度に支給
【申請期間】令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●
□健康診断補助金支給申請書
□対象となる健診の領収書

【対 象 者】
　満65歳以上75歳未満のすべての被保険者（但し
過去５年間において１度も接種していない者）肺炎
球菌ワクチン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】接種に対し5,000円を限度に支給
【申請期間】令和３年３月20日締切
●申請手続きに必要な書類●
□高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助金支給申請書
□対象となる領収書

★がん検診（本部事業）

【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

★特定健診・特定保健指導実施ご協力のお
願い（本部事業）

★高齢者肺炎球菌ワクチン接種補助金
 （支部事業）

★健康診断（支部事業）



　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）

●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
※家族が修学のため居住地を離れる時には組合への
届け出が必要です。
※申請されたのちに居住地に戻ってこられた場合に
は非該当の届け出が必要です。

●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）

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

◎交通事故や傷害事故にあったとき

◎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

◎退職等により組合員の資格を喪失するとき

◎長期入院・介護施設入所等のため居留地を離れ
るとき

◎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

◎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。
※スタッフの方への情報提供お願い致します。



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％）















「2021新春北部大闘牛大会」
（今 帰 仁）
撮　影　者

島　袋　　　進
認知症保険のお問い合わせ先

取扱代理店　有限会社 オーディーエー
　　　　　　　〒901-1105　沖縄県島尻郡南風原町新川218-1（担当：奥原）
　　　　　　　TEL・FAX：098-996-3572（受付時間：９：00～17：00）
引受保険会社　SOMPOひまわり生命保険株式会社　沖縄支社
　　　　　　　〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地３-21-１　國場ビル中2階
　　　　　　　TEL：098-863-3386　FAX 098-863-6744

一般社団法人沖縄県歯科医師会の会員の皆様へ

介護が必要となった原因の1位は認知症
■介護が必要となった
　主な原因の構成割合
　（要支援1～要介護5を含む）

■要介護度別にみた
　介護が必要となった
　主な原因（上位3位）

■認知症の有病率（男女別・年代別）
80～84歳では、男性は約6人に1人、女性は約4人に1人が認知症有病者となり、女性のほうが有病率が高い傾向にあります。

認知症の実態・介護の実態ご存知ですか？

認知症の有病率は加齢とともに上昇

悪性新生物
（がん）
2.4%

その他・
不明
22.9%

心疾患（心臓病）
4.6%

関節疾患
10.2%

骨折・転倒
12.1%

脳血管疾患
（脳卒中）
16.6%

高齢による衰弱
13.3%

認知症
18.0％

第1位 第2位 第3位
要介護１
要介護２
要介護３
要介護４
要介護5

24.8
22.8
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25.4
30.8

13.6
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11.9
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10.2

単位：（％）

認知症
認知症
認知症
認知症

脳血管疾患（脳卒中）

高齢による衰弱
脳血管疾患（脳卒中）
脳血管疾患（脳卒中）
脳血管疾患（脳卒中）

認知症
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