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沖縄県歯科医師会創立100周年記念
歯科医療従事者永年勤続者表彰（30年以上勤務）

受　賞　者 医　院　名 受　賞　者 医　院　名

金　城　直　美 赤崎歯科 新　垣　ひとみ ちはる歯科クリニック
上　地　智　昭 上地歯科医院 伊　波　玲　子 ちはる歯科クリニック
金　城　貴　子 （医）タートル上原歯科医院 長　尾　恵　子 ちはる歯科クリニック
仲井間　勝　美 スマイル歯科 仲　村　兼　寿 ちはる歯科クリニック
金　城　　　博 グリーン歯科医院 與那覇　吉　美 ちはる歯科クリニック
上　原　繁　夫 （医）さつき会さつき歯科クリニック 池　原　直　美 比嘉デンタルクリニック
国　吉　真　紀 みずがま歯科 山　下　德　子 比嘉デンタルクリニック
国　吉　ルミ子 みずがま歯科 幸　地　政　子 まつしま歯科医院
當　間　裕　子 （医）仁陽会ファミリー歯科クリニック 石　垣　　　薫 上原歯科クリニック
玉　城　紀　子 たから歯科 宮　平　純　子 上原歯科クリニック
新　垣　奈巳子 たけしま歯科・小児歯科 大　嵩　多喜代 上原歯科クリニック
友　寄　佳　子 ともよせ歯科医院 小　禄　克　子 沖縄県歯科医師会
稲　福　千　春 長堂歯科医院 上　原　生　子 沖縄県歯科医師会
秋　葉　光　子 名嘉真歯科医院 志喜屋　やよい 沖縄県歯科医師会

　向春の候、皆様におかれましてCOVID-19感染の
第６波の中、より一層感染対策を強化し、県民の歯
科医療が滞ることなく日々の診療に御尽力いただき
心より敬意を表し感謝申し上げます。
　沖縄県歯科医師会は1920（大正９）年に設立さ
れ、幾多の変遷を辿りながら昨年12月４日に101周
年目を迎えました。
　今日までの長きに亘り、沖縄の歯科医療の充実や
歯科口腔保健の向上に大きな成果を上げてきました
会員各位のご理解と熱意に心より感謝申し上げま
す。
　１月30日に創立100周年記念式典を予定しており
ましたが、感染拡大を考慮し、誠に残念ながら中
止することを決定いたしました。沖縄県　玉城　
康裕知事、日本歯科医師会 堀 　憲郎会長、九地地
区歯科医師連会 大山 　茂会長、沖縄県医師会 安
里 哲好会長、日本歯科医師連盟 高橋 英登会長、参
議院議員 比嘉 奈津美先生からご祝辞を頂いており
ます。また、九州各県より祝電もいただいておりま
す。お忙しい中ありがとうございます。
　心より御礼申し上げます。

　日頃より本会会員の先生方を30年以上の長きにわ
たり支え続けてきたスタッフへ「医療従事者永年表
彰」を行いました。今回18医院及び本会関係者を含
め総勢29名の推薦がありました。40年以上勤務の方
も数名いらっしゃいます。一医院５名の推薦を頂い
た医院もあり、人手不足で悩み続ける歯科界に大き
な希望と喜びを感じる出来事です。心より感謝とお
祝いを申し上げます。
　今回祝いの舞、三味線の演奏を快くお引き受け頂
きました、大城一乃先生、野原年先生、金城文信先
生、上原喬先生、金城光也先生、石川正人先生あり
がとうございました。残念ながら拝見できませんで
したが、今後皆様にお披露目できる機会を検討して
いきたいと思います。
　祝辞等は、本会ホームページにて配信しておりま
す。

会　長　米　須　敦　子
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金城直美さん　赤崎歯科

金城　博さん　グリーン歯科医院 上原繁夫さん　（医）さつき会さつき歯科クリニック

新垣奈巳子さん　たけしま歯科・小児歯科 国吉真紀さん　みずがま歯科

當間裕子さん（医）仁陽会ファミリー歯科クリニック 秋葉光子さん　名嘉真歯科医院

上地智昭さん　上地歯科医院 金城貴子さん（医）タートル上原歯科医院

新垣ひとみさん　長尾恵子さん　伊波玲子さん　與那覇吉美さん
仲村兼寿さん　ちはる歯科クリニック 山下德子さん　池原直美さん　比嘉デンタルクリニック

大嵩多喜代さん　石垣　薫さん　宮平純子さん　上原歯科クリニック 幸地政子さん　まつしま歯科医院

玉城紀子さん　たから歯科

仲井間勝美さん　スマイル歯科 稲福千春さん　長堂歯科医院 友寄佳子さん　ともよせ歯科医院
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受　賞　者 地　区 受賞年月日 功　績　事　項

1 屋　宜　　　優 南部 令和1年5月24日 旭日双光章（保健衛生功労）

2 宮　城　正　廣 南部 令和1年5月28日 瑞宝双光章（学校保健功労）

3 大　山　こずえ 令和1年6月16日 日本歯科衛生士会功労賞

4 砂　川　　　元 南部 令和1年7月23日 外務大臣表彰（諸外国との友好親善に貢献）

5 屋　宜　　　優 南部 令和1年8月18日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）

6 長　嶺　和　弘 南部 令和1年8月18日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）

7 高　良　兼　次 南部 令和1年10月15日 厚生労働大臣表彰（国民健康保険事業功労）

8 宮　城　正　彦 中部 令和1年11月1日 沖縄市教育委員会表彰（学校保健功労）

9 安　里　幸　子 南部 令和1年11月2日 日本歯科医師会会長表彰（地域歯科医療の向上に貢献）

10 友　寄　景　淳 南部 令和1年11月2日 厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労）

11 高　良　政　勝 南部 令和1年11月3日 沖縄県功労者表彰（平和・人権推進部門）

12 上　原　　　喬 中部 令和1年11月21日 文部科学大臣表彰（学校歯科保健功労）

13 赤　地　　　修 中部 令和2年1月9日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）

14 久　場　良　明 中部 令和2年1月9日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）

15 髙　嶺　明　彦 南部 令和2年1月9日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）

16 我那覇　宗　教 北部 令和2年1月9日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

17 金　城　　　聰 中部 令和2年1月9日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

18 寺　西　　　真 南部 令和2年1月9日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

19 山　城　正　裕 南部 令和2年1月9日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

20 与　儀　實　篤 南部 令和2年1月9日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

21 新　崎　　　隆 中部 令和2年1月10日 沖縄県公衆衛生大会県知事表彰（公衆衛生事業功労）

22 砂　川　　　貴 宮古 令和2年1月10日 沖縄県公衆衛生大会大会長表彰（公衆衛生事業功労）

23 平　良　和　枝 宮古 令和2年1月16日 沖縄県母子保健大会県知事表彰（母子歯科保健功労）

24 伊　計　真智子 南部 令和2年1月16日 沖縄県母子保健大会大会長表彰（母子歯科保健功労）

25 大　山　佐千夫 八重山 令和2年2年7日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）

26 護得久　朝　保 南部 令和2年2年7日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）

27 中　原　　　勉 中部 令和2年2年7日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）

28 大　山　佐千夫 八重山 令和2年2月26日 日本公衆衛生協会大会表彰（公衆衛生事業功労）

29 砂　川　英　樹 南部 令和2年2月17日 日本歯科医学会会長賞（地域歯科医療功労）

30 金　城　光　也 南部 令和2年3月25日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）

31 長　濱　　　正 南部 令和2年3月25日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）

令和元年  表彰等受賞者
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受　賞　者 地　区 受賞年月日 功　績　事　項
1 大　西　　　満 南部 令和2年3月7日 浦添市社会福祉大会表彰
2 仲　真　良　彦 中部 令和2年3月8日 第87回自由民主党定期大会表彰（協力者の部）
3 嶺　井　　　浩 南部 令和2年3月13日 令和元年度日本歯科医師会会員有功章（地域歯科医療の向上に貢献）
4 伊　波　　　徹 中部 令和2年4月29日 瑞宝双光章（学校保健功労）
5 長　嶺　　　忍 南部 令和2年6月16日 浦添市学校保健功労者表彰
6 川　畑　　　剛 南部 令和2年6月16日 浦添市学校保健感謝状
7 砂　川　　　元 南部 令和2年8月24日 公益社団法人社会貢献支援財団第54回社会貢献者表彰
8 仲　里　正　博 南部 令和2年10月13日 文部科学大臣表彰（学校歯科保健功労）
9 高　良　政　勝 南部 令和2年10月23日 那覇市政功労者表彰
10 中　原　　　勉 中部 令和2年11月6日 宜野湾市教育委員会表彰（功労賞）
11 石　川　　　寛 中部 令和2年11月8日 厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労）
12 山　川　　　修 南部 令和2年11月8日 日本歯科医師会会長表彰（地域歯科医療の向上に貢献）
13 平　良　　　浩 南部 令和2年11月10日 沖縄県公衆衛生大会長表彰（公衆衛生事業功労）
14 護得久　朝　保 南部 令和2年11月19日 沖縄県公衆衛生大会県知事表彰（公衆衛生事業功労）
15 真喜屋　睦　子 北部 令和2年12月1日 第49回沖縄県医療功労賞
16 沖縄県立泡瀬特別支援学校 令和2年12月16日 第59回全日本学校歯科保健優良校日本学校歯科医会会長賞
17 沖縄県立那覇高等学校 令和2年12月16日 第59回全日本学校歯科保健優良校奨励賞
18 那覇市立石田中学校 令和2年12月16日 第59回全日本学校歯科保健優良校奨励賞
19 真喜志　早江子 南部 令和3年1月21日 沖縄県母子保健大会県知事表彰（母子歯科保健功労）
20 神　元　龍　一 北部 令和3年1月22日 名護市制50周年記念市政功労者表彰
21 與那嶺　　　修 北部 令和3年1月22日 名護市制50周年記念市政功労者表彰
22 真喜屋　睦　子 北部 令和3年1月22日 名護市制50周年記念市政功労者表彰
23 新　崎　博　文 北部 令和3年1月22日 名護市制50周年記念市政功労者表彰
24 宮　里　光　成 北部 令和3年1月22日 名護市制50周年記念市政功労者表彰
25 板　倉　繁　哉 中部 令和3年2月5日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
26 髙　嶺　明　彦 南部 令和3年2月5日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
27 比　嘉　正　則 中部 令和3年2月5日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
28 赤　地　　　修 中部 令和3年2月16日 日本公衆衛生協会大会表彰（公衆衛生事業功労）
29 砂　川　　　元 南部 令和3年3月2日 第22回西日本国際財団アジア貢献賞
30 銘　苅　　　清 南部 令和3年3月12日 令和2年度日本歯科医師会会員有功章（地域歯科医療の向上に貢献）
31 新　崎　　　隆 中部 令和3年3月24日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）
32 久　場　良　明 中部 令和3年3月24日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）
33 中　原　　　勉 中部 令和3年3月28日 沖縄県医事功労者知事表彰
34 赤　嶺　雅　和 南部 令和3年3月28日 沖縄県医事功労者知事表彰
35 大　山　佐千夫 八重山 令和3年3月28日 沖縄県医事功労者知事表彰
36 金　城　　　忍 北部 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
37 仲　里　博　夫 中部 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
38 玉　城　吉　康 南部 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
39 平　良　　　浩 南部 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
40 玉那覇　　　哲 南部 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
41 砂　川　　　貴 宮古 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）
42 大　城　　　智 宮古 令和3年3月28日 沖縄県歯科医師会会長表彰（本会発展功労）

令和２年  表彰等受賞者

7

2022  M arch Vol 2



令和３年  表彰等受賞者
受　賞　者 地　区 受賞年月日 功　績　事　項

1 沖縄県歯科医師会 令和3年4月年1日 沖縄県共同募金会感謝状
2 大　西　　　満 南部 令和3年4月22日 浦添市市民憲章実践者表彰
3 玉　城　　　斉 南部 令和3年4月29日 「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
4 真境名　由　守 南部 令和3年4月29日 旭日双光章（保健衛生功労）
5 新　崎　　　隆 中部 令和3年11月13日 厚生労働大臣表彰（歯科保健事業功労）
6 新　崎　　　隆 中部 令和3年3月24日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）
7 久　場　良　明 中部 令和3年3月24日 日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科保健功労）
8 赤　崎　　　栄 南部 令和3年4月29日 瑞宝双光章（学校保健功労）
9 座　覇　周　平 南部 令和3年5月6日 浦添市学校保健功労者表彰（学校保健功労）
10 眞境名　　　勉 南部 令和3年9月5日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
11 松　島　一　夫 中部 令和3年9月5日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
12 平　良　恵　信 中部 令和3年9月5日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
13 新　崎　博　文 北部 令和3年9月5日 九州地区連合歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
14 玉　城　直　子 南部 令和3年9月2日 那覇地区学校保健功労者表彰（学校保健功労）
15 外　間　宏　正 南部 令和3年10月28日 文部科学大臣表彰（学校歯科保健功労）
16 山　川　　　修 南部 令和3年11月3日 旭日双光章（保健衛生功労）
17 大　城　則　安 南部 令和3年11月3日 瑞宝双光章（学校保健功労）
18 澤　田　直　則 中部 令和3年11月12日 うるま市教育委員会表彰（学校保健功労）
19 玉　城　生　夫 南部 令和3年11月13日 日本歯科医師会会長表彰（学校保健功労）
20 平　良　和　枝 宮　古 令和3年12月1日 第５０回沖縄県医療功労賞（歯科保健功労）
21 加　藤　進　作 南部 令和3年12月7日 沖縄県公衆衛生大会長表彰（公衆衛生事業功労）
22 長　堂　芳　子 南部 令和4年1月20日 沖縄県母子保健大会大会長表彰（母子歯科保健功労）
23 伊　計　真智子 南部 令和4年1月20日 沖縄県母子保健大会県知事表彰（母子歯科保健功労）
24 玉　城　信　則 中部 令和4年1月30日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）
25 板　倉　繁　哉 中部 令和4年1月30日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）
26 漢　那　憲　宜 八重山 令和4年1月30日 沖縄県知事表彰（保健医療功労）
27 金　城　康　光 北部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
28 石　川　　　靖 北部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
29 国　吉　綾　子 中部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
30 眞境名　　　勉 南部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
31 加　藤　進　作 南部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
32 比　嘉　千　春 南部 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
33 松　原　正　明 宮古 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
34 羽　地　都　映 宮古 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
35 我如古　　　充 宮古 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
36 平　良　和　枝 宮古 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
37 森　岡　成　行 八重山 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
38 上江田　　　武 八重山 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
39 砂　川　和　徳 八重山 令和4年1月30日 沖縄県歯科医師会会長表彰（歯科医師会発展功労）
40 漢　那　憲　宜 八重山 令和4年2月4日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
41 照　屋　　　均 南部 令和4年2月4日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
42 玉　城　英　人 南部 令和4年2月4日 沖縄県学校保健会会長表彰（学校保健功労）
43 護得久　朝　保 南部 令和4年2月25日 日本公衆衛生大会長表彰（公衆衛生事業功労）
44 沖縄県歯科医師会 令和4年3月12日 沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）

瑞宝双光章を受章

　この度、関係各位の皆様方のおかげで瑞宝双光章を受章することがで
きました。
　現在まで、沖縄県歯科医師会の公衆衛生委員、衛生士学校運営委員、
財務委員、衛生士学校担当理事、学術担当理事、常務理事などを担当し
てきましたが、今回の受賞は特に学校歯科医としての活動に対してのも
のだと感じています。
　40年以上前に具志頭小学校歯科校医の担当になりましたが、第１回目
の歯科検診初日の昼食時間に突然、検診結果についてのコメントを校内
放送で頼まれました。何よりも驚いたのは生徒たちが整った放送設備の
中でいきいきと放送活動をしていたことで、東京から帰沖し開業したば

かりの私にとって新鮮な感動でした。放送設備は近くにできたＮＨＫ放送局が提供したとのこ
とでした。校長、養護教諭などの協力により生徒に対してのブラッシング指導、講演を行うこ
とができましが、当時はまだアナログの時代で手作りのスライドと自前のプロジェクターにて
行いました。具志頭幼稚園も担当ということで園児と父兄に対して講演を教室にて行いました
が、幼稚園は高台にあり、教室は風通しが良く、クーラー、カーテンもなく、父兄が率先して
遮光カーテンの代わりに黒のゴミ袋を手際よく、窓に貼り付け、講演は無事に終了しました。
その父兄集団の中にオリンピック重量上げのメダリスト、平良さんもおり、生徒と父兄の積極
的な行動より具志頭という土地柄に興味を持ちました。その後、何度もブラッシング指導、生
徒、父兄に対し講演を行いましたが、更に効果を上げるために学校保健委員会において特別に
時間を設け、「齲蝕歯、新しいむし歯の概念とサリバテスト」、「歯科治療と全身疾患」、「歯科と
フレイル」などの講演をさせてもらいました。その甲斐あってか、先生方が率先して昼食後の
歯磨きを生徒たちに励行するようになり、毎年の統計においても、むし歯なしは全国平均に及
ばないまでも沖縄県平均を上回ってきましたが、令和３年度は全国平均を超えることができま
した。但し、勧告歯科受診率は低く、以前、全国学術担当者会議において菊池常務が言われた
「集団における三分の一法則」(？)を思い出させるような数字となっています。
　「歯科と全身疾患」、「歯科と認知症」、「歯科とフレイル」などの関係が明らかになってきて
いる現在は、歯、口腔が一生を通して大事なものであることを生徒、父兄に認識してもらえる
良い機会です。
　片道1時間を要する具志頭小学校ですが、今後も、やりがいのある歯科校医を継続していき
たいと思います。

赤崎 栄 先生
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人員点呼	 事務局長
糖尿病と歯周病関連のキャッチコピー表彰
１．開会の辞	 副会長　屋嘉　智彦
２．議長挨拶	 議　長　金城　光也
３．物故会員に対する黙祷	 議　長　金城　光也
４．会長挨拶	 会　長　米須　敦子
５．議事録署名人氏名

６．報告事項
　⑴令和３年度会務現況報告
	 専務理事　渡慶次　彰
　⑵令和３年度各会計現況報告
	 常務理事　眞喜屋睦子
７．承認事項
　⑴寄付された金品の収受及び使途について
	 専務理事　渡慶次　彰
８．議事事項
第１号議案　令和４年度事業計画（案）に関する件
第２号議案　令和４年度一般会計収支予算（案）に関

する件
第３号議案　令和４年度沖縄歯科衛生士学校会計収

支予算（案）に関する件
第４号議案　令和４年度沖縄県口腔保健医療センタ

ー会計収支予算（案）に関する件
第５号議案　令和４年度共済基金会計収支予算

（案）に関する件
第６号議案　令和４年度収益事業会計収支予算

（案）に関する件
第７号議案　令和４年度地域医療介護総合確保基金

特別会計収支予算（案）に関する件
９．閉会の辞	 副会長　屋嘉　智彦

（報告）令和３年度第２回臨時代議員会が３月27日
に行われた。代議員総数45名に対し出席者23名　
WEB参加者16名　計39名の出席者があり、事務局
長によりこの代議員会が成立することを宣言され
た。会議に先立ち糖尿病と歯周病の関連キャッチコ
ピーの表彰が行われた。応募総数79作から鷹谷直子
さんの「え？糖尿病？じゃあ歯医者さんにも行か

なきゃね」が選ば
れ、米須会長より
表彰状と賞品が贈
られた。
　会長挨拶ではコ
ロナ感染症対策で
今もって歯科医院

でのクラスターが報告されていない状態での会員の
感染症対策への感謝を述べた。100周年記念事業は
100周年誌の発行と永年勤務者の表彰を行う事が報
告された。県歯科医師会の３つの重要事業（衛生士
学校、センター、各委員会）の改革案を提示し、挨
拶とした。議事事項は第１号議案から第７号議案ま
で承認され閉会となった。最後に15分程の歯科医師
国民年金基金の動画を視聴し解散となった。
（質問及び要望
についての回答
はホームページ
会員専用ページ
に記載）

日時：令和４年３月27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（大研修室）

● 県歯報告 ●

調査広報理事　梅　村　　　誠

令和3年度第2回臨時代議員会
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　阿部　義和議長（岐阜県会長）村上　利之副議長
（群馬県）の進行により定刻開催された。
　代議員総数　142名　会場出席46人　書面議決権
行使90名　欠席６名　により代議員会は成立され
た。
　書面議決権行使の代議員のためリアルYouTube
配信となった。
　佐藤　保　副会長より、開会の辞が行われた。
　議事録署名人　山本啓太郎（東京都）鳥居一也
（静岡県）が指名された。
　物故会員への黙とうが行われた。
　議事運営特別委員会報告が、伊地知博史委員長よ
り、報告書は事前配布、感染拡大防止のため時間短
縮を進める14：30終了を目標とする。地区代表７地
区・個人質問25問は書面にて回答　再質問は１回の
み受けるとの報告があった。
　堀会長からは、冒頭ウクライナ情勢への哀悼の意
と共に東日本大震災から11年目に関する完全復興祈
念の言葉が述べられた。令和２年３月から５回続け
て書面議決や時間短縮等への対応で行われ直接意見
交換が行えない状況が続いていることを危惧され
た。
　会員有効賞の授賞式が二回続けて行えないこと、
功績をたたえることができないことのお詫びがあっ
た。本会から「崎原　日出雄先生」（会員有効賞受
賞規程第４条第１項第一号該当）が受賞された。歯
科ビジョンの具体的展開について中間報告が行われ
た。新型コロナ感染症対応について、令和２年５月
末以来６回の内部調査でも、感染拡大が明らかに歯
科治療を通じた事例報告はなかった。感染対策見舞
金は次年度も配布決定した。
　今年度の診療改定は、100億円強で過去200億円強
の半分の財源となっている。厳しい改訂となってい
るが、感染対策評価による初再診の引き上げ並びに
ICTの活用が訪問歯科衛生指導へ導入され評価でき
るが今後のさらなる拡大を期待する。金銀パラジウ
ム合金への対応は３か月おきに評価することになっ
ている。供給は安定しているが価格高騰は引き続き
注意を払い官邸、厚労省、経産省へも対応を求めて
いく。代替材料についても更なる対応を求めてい

く、との挨拶が行われた。
　短縮のため来賓あいさつはなく、日本歯科医師連
盟高橋会長の紹介のみとなった。
　瀬古口精良専務理事より一般会務報告等が行われ
た。書面議決を可能とした短縮した会議が続いてい
るため代議員との情報交換会を代議員会以外で開催
する予定で検討している。事務局改変を４月に行
う。総務課が総務１課、総務２課、学術課、日本歯
科医学会事務局に分割される等の報告があった。
　柳川忠廣副会長より、コロナ関連として歯科医師
によるワクチン接種累計が本年１月現在160万回以
上になったとの報告があった。
　山本秀樹常務理事から「親と子の良い歯のコンク
ール」は中止の方向で検討されているとの報告があ
った。
　児玉剛常務理事から、JDATについての報告があ
った。
　大山茂予算決算特別委員会委員長より、代議員会
の代表として協議案件全４議案を審議し了承し、事
前に配布したとの報告があった。
第１号議案　令和４年度事業計画の件
　議決事項の審議に入り、海野仁常務理事より提案
理由が説明された。
　賛成　136名　　反対　０名
第２号議案　令和４年度入会金及び会費の額の件
　津田勝則常務理事より令和３年度と同等と説明が
行われた
　賛成　136名　　反対　０名
　進行が村上利之副議長に代わって行われた。
第３号議案　令和４年度収支予算の件
　津田勝則常務理事より既存の継続事業並びに新規
事業等について
　賛成　136名　　反対　０名
第４号議案　令和４年度資金調達及び設備投資の見
込み
　津田勝則常務理事より、金融機関からの借り入れ
並びに設備投資の予定はない
　賛成　136名　　反対　０名
　決議事項はすべて可決された。
　協議事項その他

日時：令和４年３月10日（木）午後１時〜午後２時30分
場所：WEB・YouTube配信　歯科医師会館　大会議室

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

第197回臨時代議員会

11

2022  M arch Vol 2



福祉共済保険制度の純資産改善計画に基づく規則改
正について
　津田勝則常務理事より、保険料の値上げを行わな
いとの決議に伴い、現在続いている16年間に亘る純
資産改善計画を策定し今日に至っているとの説明が
あった。平成25年福祉共済保険に移行第１回引き下
げ、平成30年に第２回引き下げ、令和５年に行われ
る第３回の引き下げについて５年ごとに代議員会で
協議し上程することになっているとの説明が行われ
た。
　阿部義和議長に交代し、遠藤秀樹副会長より慎重
審議、円滑な審議へのお礼の言葉で閉会の辞となっ
た。
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司　会　日本歯科医師会　理事　石戸善一郎

次　　第

１　開　　会　日本歯科医師会
	 副会長　遠藤　秀樹
２　挨　　拶　日本歯科医師会
	 会　長　　堀　憲郎
　　　　　　　厚生労働省保険局
	 歯科医療管理官　宮原　勇治
３　連絡事項
　⑴令和4年度診療報酬改定内容について
　　　厚生労働省保険局医療課
	 課長補佐　大平　貴士
　　　日本歯科医師会	 常務理事　林　　正純
　⑵歯初診の追加研修について
　　　日本歯科医学会	 総務理事　小林隆太郎
　⑶その他

　４月からの診療報酬改定について、厚生労働省担
当者と林常務理事から改定内容の説明がありまし
た。日歯側の通信トラブルにより９時30分開始が10
時開始に変更になりました。開始直後から、音声が
聞き取りにくい状況が続いたが、林常務理事による
診療報酬改定の説明までには何とか間に合いまし
た。
　歯初診の施設基準変更に伴い、平成30年に作成さ
れた「エビデンスに基づく一般歯科診療における院
内感染対策」に「新興感染症について」が追加され
ました。こちらは４月以降に会員向け研修会を開催
したいと思います。

日時：令和４年３月11日（金）午前９時30分〜午後12時40分
場所：会館（オンライン）

● 県外報告 ●

社会保険担当理事　座　覇　周　平

都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会
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　コロナ禍で協議会や医学会が中止やWEBまたは
ハイブリッド開催となっている。
　令和４年度どのように対応していくのか４つの協
議題について協議が行われた。
⑴令和４年度第１回九地連諸会議の開催について
１．期　日　令和４年８月27日（土）
２．場　所　ＡＮＡクラウンプラザホテル（福岡県）
　実開催予定。会議の開催は全員おおむね賛成であ
るが懇親会に関しては時期尚早の意見もでた。
　今後他県でも実開催を進めるがホテル等会場の予
約、キャンセルのタイミングが難しいので担当
県に一任する。

⑵令和４年度九州歯科医学大会の厚生行事について
　開　催　県　鹿児島県
　九地連役員会　日　時　令和４年10月22日（土）
　　　　　　　　　　　　11：30～
　歯科医学大会　日　時　令和４年10月22日（土）
　　　　　　　　　　　　13時30分～
　　厚生行事　日　時　令和４年10月23日（日）
　　終日開催県　鹿児島県
　　厚生行事　野球、ゴルフ、テニス、ボウリング、
　　　　　　　囲碁、剣道、俳句
　歯科医学大会は実地開催の予定。厚生事業も実地
開催で準備を進めている

⑶九地連として「ウクライナへの支援のための義援
金」について
　各県対応に苦慮している。３月28日現在一県の
寄付があり、日歯役員は個人で募金協力をおこな
った。送り先が不明、歯科関係から歯科関係支援
することができないのか、個人ですでに行ってい
る会員もいる、福岡県では避難民に対する歯科支
援等ができるように準備を進めている等、これら
を考慮し、現時点では、九地連の「災害支援」に
は適応しないとの判断で九地連としての支援は行
わない。

⑷その他　①歯科技工士人材確保対策事業の対応に
ついて

　千葉県歯科医師会で行われている歯科技工士の
人材確保対策事業（３年継続の厚労省の予算）を
活用して令和４年６月19日（日）福岡県歯科医師
会大ホールにて開催予定であるとの案内があっ
た。
　本県においても歯科医療従事者不足は数年来の
課題である。少しでも安定した人材を育成のため
の事業を進めていく必要を強く感じた。

日時：令和４年３月28日（月）午後７時〜午後８時
場所：WEB会議

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

九州各県歯科医師会臨時会長会
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次　第

司　会　学術委員　屋宜　裕子
１．開　　会　司会
２．挨　　拶　沖縄県歯科医師会
	 会　長　米須　敦子
３．講　　演　口腔機能低下症について（１時間）
　　　　　　　講師：株式会社ジーシー
	 九州営業所　泉水　直樹	様
４．質疑応答　司　会
５．閉　　会　司　会
６．体験実習　先着順　希望者のみ

　本セミナーは株式会社ジーシー様、ご協力のもと
歯科医師会主催で開催しました。
　コロナの新規感染者が一桁と落ち着きが見えたの
で、久しぶりの対面での講演となりました。ワクチ
ン２回接種を条件とし、入室時のアルコール消毒・
体温測定・マスクの着用・参加人数の制限（35名の
参加）・ひとテーブル１人の着席と座席指定・室内
の換気等感染予防を徹底しました。
　50代で50％、60代で60％、70代で80％が口腔機能
低下症になっており、そのため口腔機能の状態を判
断する検査と記録、管理が必要である。現状を知っ
たうえで改善できることがあればアドバイスや治療
を行う。
　口腔機能低下症の診断基準の　①口腔衛生状態不
要　②口腔乾燥　③咬合力低下　④舌口唇運動機能
低下　⑤低舌圧　⑥咀嚼機能低下　⑦嚥下機能低下
の７つの項目の検査を行い３項目以上に口腔機能の
低下が見られる場合には口腔機能低下症と判断す
る。
　講演では検査の方法と必要な機器の紹介とその使
用方法、また機器を使用しない代替検査方法、さら
にそれにより算定可能な保険点数の説明があった。
　ジーシーさんには施設基準に係る届出書、口腔機
能精密検査記録用紙、管理計画書、管理指導記録書
等を用意して頂きとても助かった。
　閉会後、希望者のみの機器使用体験を行った。実
際に体験すると機器の使用方法を会得できただけで

なく、使用するグミの硬さの感覚や自分の口腔機能
の状態がわかり、とても有意義かつ楽しい体験とな
った。
　今回は久しぶりの対面での研修となりました。
日々の診療に導入し易いと思われます。可能であれ
ば、機器の体験実習を受講してください。

日時：令和３年12月９日（木）午後８時〜午後９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 ●

学術委員会　屋　宜　裕　子

口腔機能低下症説明会
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　令和３年度歯科医師認知症対応力向上研修が開催
されましたので報告いたします。
　今年は新型コロナウイルス感染防止対策のため、
受講者の先生方は全員オンラインで受講していただ
きました。受講者は歯科医師22名、歯科衛生士１
名、計23名でした。
Ⅰ　オリエンテーション
Ⅱ　基本知識　新健幸クリニック
	 副院長　小禄　雅人	先生
　　・認知症施策の現状
　　・認知症の原因疾患の特徴と症例
　　・画像診断やアセスメントの概要
　　・認知症治療薬や薬効の概要
Ⅲ　かかりつけ歯科医師の役割
　　　　　　沖縄ホワイトデンタルクリニック
	 院長　金子　智之	先生
・かかりつけ歯科医（歯科医療機関）の役割
・歯科診療において注意すべき認知症への気づ
きのポイント

・認知症の人の歯科診療を円滑に進めるための
視点

・歯科診療所で起こる行動・心理症状
（BPSD）に対する対応

・歯科診療と対応方法の立案
・歯科医療機関の管理者の役割

Ⅳ　連携・制度
　　医療法人守礼の会　介護支援センターあまね
	 主任介護支援専門員　金城　昌美	氏
	 沖縄県高齢者福祉介護課　兼濱　桂子	氏
・地域包括ケアシステム、介護保険制度
・サービス担当者会議でのかかりつけ歯科医の
役割

・ケアマネジャーとの連携
・認知症ケアパス、認知症初期集中支援チー
ム、認知症地域支援推進員等の仕組み

・若年性認知症の現状と支援の制度
・成年後見制度、高齢者虐待の現状

　高齢化の進展に伴い認知症高齢者は今後も大幅に
増加するものと考えられます。ですから、患者さん

が定期的に長年通院する機会が多い歯科医療機関と
しては、認知症についての知識を学ぶことは大切な
ことだと思います。また、かかりつけ医や地域・行
政との連携も益々重要になると思われます。
　今回のオンライン研修会では、特にトラブルはあ
りませんでした。
　チャット機能での質問が２件あり、そのうちの１
件は、かなり具体的で専門的な質問でしたので、私
達学術委員の回答だけでは不充分のように思われま
した。そこで、訪問診療などで認知症の患者さんの
治療に詳しい歯科医師会会員の先生にお願いして回
答していただきました。私達会員同士の連携も大切
で有難いことだと思いました。
　この研修は厚生労働省の研修事業の一環で、平成
28年度より開催されています。厚生労働省として
は、できるだけ多くの歯科医師に受講してもらうよ
う、呼びかけているようです。まだ受講されていな
い先生方、来年はぜひ受講されてみてはいかがでし
ょうか。

日時：令和４年１月23日（日）午後１時〜午後５時20分
場所：オンライン（ZOOM）

● 県内報告 ●

学術委員会　副委員長　新　城　美由紀

令和３年度沖縄県歯科医師認知症対応力向上研修
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　　「デジタルテクノロジーで切り開く、
　　　　　　　　　　　歯科医療の明るい未来」

　　　　　医療法人　祐歯会　とがし歯科医院
	 理事長　富樫　宏明	先生

　佐賀県鹿島市を中心に、４歯科医院を総勢約80人
のスタッフで運営する祐歯会	理事長の富樫宏明先
生に歯科医療の最先端のデジタルテクノロジーにつ
いて、御講演頂いた。
　富樫先生は、長崎大学歯学部大学院を御卒業後、
ICOI国際インプラント学会や、日本骨代謝学会、
硬組織再生生物会、日本骨免疫学会に所属し、骨に
関する研究とインプラントや審美歯科の臨床を中心
に、5種の口腔内スキャナーやミリングマシン、３
Dプリンターを駆使し、CAD ⁄ CAMによる補綴物
製作を先駆的に行い、特にこの３年間、極端なデジ
タルトランスフォーメーション（DX）を行った。
その成果は絶大で、経済性も含め、スタッフも先生
自身も生活が一変したとの事であった。また、次の

課題としてメタバースに取り組んでおり、VR(仮想
現実)を用いて、CT画像を診断に用いて、CADデー
タで遠隔地にいる技工士と補綴設計のミーテイング
をする現状等の紹介が行われた。
　３時間の講演時間をフルに多数のスライドを用い
て講演なさり、医業経営、インプラント、審美歯
科、アライナーによる矯正歯科、点滴療法、低出力
超音波パルス療法、高圧酸素治療、CGF等の自己
血製剤等について臨床への取り組みについても、多
岐にわたる領域においての詳細な解説も行って頂い
た。
　富樫先生の卓越した理解力と応用力のすばらしさ
に驚かされる講演であった。

　今回の講演はWebにての参加者が、86人、会場
参加が10人であった。

日時：令和４年２月６日（日）午前10時〜午後１時
場所：オンライン（沖縄県口腔保健医療センター）

● 県内報告 ●

学術委員会委員　新　崎　博　文

令和3年度歯科医療従事者技術向上支援研修会

17

2022  M arch Vol 2



司　会　宮崎県歯科医師会　専務理事　黒木　康夫

次　　第

１　開　　会　副代表　秋田県歯科医師会
	 会　長　藤原　元幸
２　挨　　拶　代　表　宮崎県歯科医師会
	 会　長　重城　正敏
３　出席者紹介
４　座長・副座長選出
５　報　　告
（１）令和2年度事業報告並びに会計収支決算報告

について
（２）その他
６　協　　議
（１）アンケート調査結果について
（２）その他
７　講　　演　「令和４年度診療報酬改定対応と指

導・監査の実情」
	 日本歯科医師会常務理事　林　正純	先生

　質疑応答

８　閉　　会　副代表　秋田県歯科医師会
	 会　長　藤原　元幸

　今回は次年度の診療報酬改定と指導・監査に関す
る内容が主なものでした。
　各県から提出された要望は以下のもので、後日、
堀会長に要望書として提出予定です。
①　個別指導の準備に対する負担軽減
　・前日通知を廃止し、1週間前に30件全て通知し
てほしい。

　・対象カルテの件数を減らす。持参物の見直し。
②　選定基準・方法の見直し
　・高点数以外の選定基準の見直し。現在の方法で
は、同じ医療機関が5年に1回定期的に当たって
いる。

③　指導結果（経過観察、再指導）に至る経緯の明
確化

　→評価基準が曖昧である。

日時：令和４年２月24日（木）午後５時〜午後６時40分
場所：会館（オンライン）

● 県内報告 ●

会　長　米　須　敦　子

令和3年度小規模県歯科医師会役員懇話会
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１．開会のあいさつ
　　県立南部医療センター・こども医療センター	
	 院　長　和氣　　亨
２．報　告
⑴地域医療連携状況報告（地域連携室・入退院支援
部門	師長　仲田朝子）

　外来患者数、入院患者延べ人数、病床利用率、平
均在院日数、救急受診患者数、救急搬送数、紹介
率、返書率、逆紹介率、受診件数とお断り件数、機
器共同利用・受託検査数
⑵コロナ禍におけるセンターの１年の振り返り　
（院長　和氣　亨）

⑶事前質疑に対する回答
３．質疑応答、意見交換
４．閉会の挨拶	(副院長　與那覇博康)	

〈報　告〉
　本運営委員会は、地域における医療の確保・向上
のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が
適切に行われるために必要な事項を審議することを
目的として行われるものである。今回の会議では南
部医療センター・こども医療センターでの今年度の
活動の報告と総括が行われた。

　応援看護師　14県から28人
　（第４波：13人、第５波：５人、第６波：10人）
　受診相談での応需率は８月は94％、それ以外の月
は97～98％
　紹介相談の断り理由はコロナ対応が最多（コロナ
対応で紹介を受けられない期間：121日）
　課題：紹介患者の予約を早めにとれる体制の確立
　　　　病床の確保（入院時から退院を見据えた支援）
　新人新職員教育の育成期間が短縮
　ECMO日常管理業務可能メンバー率18名中10名
→18名（100％）
　その他、院内実施開催・歯科口腔外科増設落成式
の報告

日時：令和４年３月３日（木）午後６時〜午後７時
場所：県立南部医療センター・こども医療センター 講堂１・２（リモート参加）

● 県内報告 ●

副会長　屋　嘉　智　彦

県立南部医療センター・こども医療センター
地域医療支援病院運営委員会
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次　　　　第
司　会　沖縄県歯科医師会	学術委員長		金子　智之
１．開　　会　沖縄県歯科医師会
	 学術委員長　金子　智之
２．挨　　拶　沖縄県歯科医師会
	 会　長　米須　敦子
３．講師紹介　沖縄県歯科医師会
	 学術委員　新崎　博文
４．講　　演　日本大学歯学部口腔外科学
	 第1講座　主任教授　外木　守雄	先生
５．質疑応答　沖縄県歯科医師会
	 学術委員　新崎　博文
６．感謝状贈呈　沖縄県歯科医師会
	 会　長　米須　敦子
７．閉　　会　沖縄県歯科医師会
	 学術委員長　金子　智之

　参加者：71名（web参加58名、会場参加13名）
　歯科医療従事者技術向上支援研修会が、沖縄県口
腔保健センター大研修室において開催されました。
日本大学歯学部口腔外科学第１講座　主任教授　外
木守雄先生から『口腔顎顔面の成育と睡眠関連呼吸
障害との関連性―「ストップ	ザ	イビキ」睡眠時無
呼吸症に対する歯科の役割について―』に関する講
演が開催された。まず外木先生から、本年11月沖縄
にて開催予定の日本睡眠歯科学会の紹介をされま
した。そして、睡眠の基礎の話としてREM睡眠、
Non-REM睡眠の違い、適切な睡眠時間の話をされ
ました。１日6.5‒7.4時間の睡眠時間だと死亡リス
クが最小だと分かりました。眠気の診断は、ESSと
いう基準でスコア記録し重症度を判定します。そし
て、人工的な睡眠不足の実験で、１日５時間だけの
睡眠不足の状態だとミスが増える事、慢性化すると
睡眠不足を感じにくくなると分かりました。
　次に、睡眠障害の中で歯科が扱うのは、睡眠関連
呼吸障害だとの事です。睡眠時無呼吸症候群の重
症未治療患者の５年生存率は、85％です。舌癌の
stage	 Iの患者の５年生存率は、ほぼ100%なので、
いかに深刻な疾患か分かります。次に実際に正しい
睡眠生活を過ごす為の方法についてです。１．早起

きして太陽光を浴びて睡眠ホルモンの体内調節をす
ること。２．午後10時までに早寝して良質な睡眠を
構築すること。３．朝食はパンでなく和食にする事
で睡眠ホルモンがパンより良く出ると分かりまし
た。次に、閉塞性睡眠時無呼吸症（OSA）の基礎
と臨床についてです。まず病因論についてです。①
気道が狭い②呼吸の調節機能が衰える③37歳ころよ
り筋力が衰え、気道周囲が弛んでいる④息苦しくて
も起きない⑤低酸素に慣れてくる。という背景があ
ります。次に、OSA治療の口腔内装置（OA）は、
下顎を前方に移動する事により気道閉塞を予防する
装置です。この装置だけで改善する患者さんとしな
い患者さんがいると分かりました。鼻呼吸が出来な
い方は装着が無理ですので耳鼻科に相談する必要が
あります。OAにも一体型、分離型があります。そ
の他のOSAの治療法は、CPAP（シーパップ）、減
量、筋トレーニング、ストレッチ、外科療法などが
あります。なお、保健指導として減量指導、側臥位
就寝があります。睡眠障害を改善するためのポイン
トをまとめます。睡眠障害となる口呼吸を改善す
る。舌の位置を管理する。閉塞部位に即した治療を
適応する。適切な顎発育を促す。頭位と呼吸、鼻呼
吸と口呼吸を管理する。適切な口腔内装置を選択す
る。OAの下顎位置移動量の適正評価し、いびき音
テストを活用し、効果を評価する。などがございま
す。なお、医師に睡眠時無呼吸疑いで紹介し、OA
の作製を依頼され、作製すると2000点になるそうで
す。歯科発展のために必要な新しい分野の開拓と歯
科医療の国民への貢献という観点からも大切な分野
だと感じました。

日時：令和４年３月６日（日）午前10時〜午後１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　委員長　金　子　智　之

歯科医療従事者技術向上支援研修会
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次　第

　　　　　　司　会　沖縄県歯科医師会
	 学術委員会委員　岡村　健司
開　　会：司　会
主催者挨拶：沖縄県歯科医師会副会長　屋嘉　智彦
講師紹介：司　会
講演第１部：『歯周病の原因をしっかり理解し、
　　　　　　　伝えよう！』
　　　　　　講　師　DHHIYOKOCLUB代表
	 堤内　久枝	先生
質疑応答：司　会
　　　　　第１部閉会司会

～休　　憩～
講演第２部：『歯周基本治療、メンテナンスに
　　　　　　　おける注意』
　　　　　　講　師　DHHIYOKOCLUB代表
	 堤内　久枝	先生
質疑応答：司　会
感謝状贈呈：沖縄県歯科医師会副会長　屋嘉　智彦
第２部閉会：司　会
　　　　　　参加者104人（Web参加94人
　　　　　　　　　　　　　会場参加10人）

　今回、DHHIYOKOCLUB代表　歯科衛生士の堤
内久枝先生を迎え、歯科衛生士さんに向けた講演を
していただきました。第１部「歯周病の原因を理解
し、伝えよう」、第２部は「歯周基本治療、メンテ
ナンスにおける注意」をテーマに、２部に亘ってご
講演頂きましたが、内容も充実しており、非常に学
びのある良い１日となりました。
　第１部では、歯周病に対する認識の仕方、歯科衛
生士として何ができるのかを、ご自身の経歴を交え
てお話頂き、歯科衛生士として患者さんにできるこ
と、すべきことを分かりやすく説明して頂きまし
た。また、治療継続にあたって痛みのないスケーリ
ング・クリーニングが必要なことや、超音波スケー
ラーの当て方、パワーセッティングの仕方など、実
際に衛生士業務を行う際の細やかなポイントについ
てのアドバイスも頂きました。

　第２部では、SRPにおけるキュレットのシャープ
ニングの重要性についてお話して頂き、リモートで
はありますが、実習形式で実際のシャープニングの
仕方、注意点、SRP時のポジショニングや動作にお
けるコツを、顎模型での実演をモニターしながら講
演頂きました。
　午前・午後と長丁場ではありましたが、100余名
の参加も頂き、質疑応答も活発に行われ、素晴らし
い講演だったと思います。今回は残念ながら、対面
形式での講演が叶わず、実習における直接指導がで
きない状況でしたが、できれば来年度にでも対面形
式で、より実践的な実習形式の講演もしていただけ
ればと感じました。
　今回の講演を受け、歯科医師としても、歯周病治
療における患者さんとの向き合い方、歯科衛生士さ
んとの連携の必要性を再考させられました。今後の
診療にも是非この経験を活かし、より良い歯科診療
を患者さんに提供できるよう努めていきたいと思い
ます。

日時：令和４年３月13日（日）午前10時〜午後４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 ●

学術委員会委員　岡　村　健　司

令和３年度医療従事者技術向上支援研修会
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　３月17日にラグナガーデンホテルにて執り行われた。
　今回も、新型コロナウィルス感染症対策のため、
人数を制限した開催であった。
　卒業生は１人も欠けることなく、無事全員参加で
きた。国家試験も終え、リラックスした様子であっ
た。
　屋嘉副校長の開式の挨拶から、式は厳かに行われ
た。卒業生１人１人に卒業証書が校長より手渡さ
れ、緊張の面持ちでそれを受け取っていた。
　その後、平成31年１月に厚生労働大臣の「専門実
践教育訓練講座」に認定されて、その受講者初の修
了者が表彰された。
　その後は「日本歯科衛生士会　会長賞」をはじめ、
「成績優秀賞」、３年間無遅刻無欠席を対象とした
「精励賞」、「学校長賞」、実習技術優秀者に贈られ
る「ヒューフレディー・ゴールデンスケーラー賞」
が贈られた。意外な者が選ばれた時の驚きのどよめ
きや、順当なものに対する感嘆などが入り混じり、
厳粛な中にも笑顔がこぼれる瞬間であった。
　卒業生からは記念品の目録が贈られた。記念品

は、本校の「豊かな人間性を養い地域社会の健康と
福祉に貢献できる歯科衛生士を育成する」という教
育理念がかかれたパネルで、講堂、各教室に掲げら
れた。
　校長からの式辞があり、次に本来なら来賓の挨拶
が、人数制限のため行われないため、卒業生を１年
生のころから指導し、コロナによる混乱を粉骨砕身
に支えてきた、しかし、最終学年の途中から体調を
くずし、休職していた教務の上原からのメッセージ
が読み上げられるサプライズがあった。
　卒業生の驚き、会場全体が感動に満ちたのが、手
に取るようにわかった。
　その後、在校生による送辞、卒業生による答辞が
あり、式は終了した。
　ホテル側の協力もあり、２年生が当日会場に参加
できるようになり、また１年生はオンラインでの参
加が可能になった。
　いよいよ、社会人、歯科衛生士として医療の現場
に立つ覚悟を見た気がした。

令和３年度　沖縄歯科衛生士学校 卒業式卒業式
沖縄歯科衛生士学校　副校長　古　堅　　　信
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第32期生 卒業式  2022.3.17第32期生 卒業式  2022.3.17
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令和 4年 3月 15日（火）に「令和 3年度沖縄歯科衛生士学校予餞会」が開催された。
3学年が揃って行った、今年度初めての行事となったが、ONE TEAMとなり、楽しい思い出を作ることができた。

予餞会
ボウリング大会

2022.3.15
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令和 4年 3月 15日（火）に「令和 3年度沖縄歯科衛生士学校予餞会」が開催された。
3学年が揃って行った、今年度初めての行事となったが、ONE TEAMとなり、楽しい思い出を作ることができた。

予餞会
ボウリング大会

2022.3.15

　2021年１月に弟が逝去し、彼の診療所を閉院する
か、弟がこれまで見てきた地域の患者さんをどう継
続的管理をしていくか、又家族の思いもあり引き継
ぐ事を決意。
　1985年末に父が倒れ、弟もまだ在学中であり急遽
現在の比嘉歯科医院を引き継ぐ事を決め沖縄に戻
り、1986年４月に診療所のユニットも２台から４台
に増やし増改築を行ったのが最初の事業承継でし
た。管理者はそのまま父でしたので手続きも問題な
く行う事ができました。通常親子での開業は、互い
の診療に対する考え方の違いによって対立する事が
ありますが、診療はすべて私の考えに任せてもらっ
たので、幸い揉めずに事業承継ができた。その後
1999年管理者の変更を行い、2005年に医療法人へ移
行しました。
　あれから35年、数年後息子に事業承継する構想
が、まさかの個人診療所を医療法人が引き継ぐ事に
なり、管理者が理事でなくてはならないとの事。急
遽大学で認定医を取得中の息子に相談（無理強いと
もいう）し、目途がついたとの事で管理者として引
き継ぐ事を了承。しかし開業して20年以上のユニッ
ト等も老朽化しており長期間止めておくことは更な
る劣化につながる為、買い替えなど多大な出費とな
る事を考えると、早急に手続きを進めなくてはなり
ませんでした。まずは定款改正で県庁へ事業計画な
どを含めた資料作成、これについては専門家に任
せ、並行して診療所の閉院手続きを所管の保健所及
び九州厚生局へ提出。定款受理した時点で、開設届
を保健所や九州厚生局に提出、その後面談等を経て

2021年５月開業をすることになりました。
　平行して行ったのは開業までの間、ユニットにつ
いては、できるだけ動かして劣化を予防し同時にメ
インテナンスを行った。院内の断捨離や器具などの
確認し不足分を買い足し等々。いかに出費を抑える
かでした。
　問題はスタッフの確保で、幸い受付はそのまま継
続してもらえたので、既存の患者さんとの連絡が旨
く行くことができ、ある程度の患者数を確保する事
ができた。又歯科衛生士・歯科助手も何とか確保が
でき、無事に開業に間に合った。
　今回の事例のように地域に根差した歯科医療をど
う継続していくかが大きな課題でした。
　私のところは幸い後継者がいたので上手く事業承
継ができたと思いますが、これからの日本の歯科医
療の推移をみていると、国家試験合格者が2､000人
前後、更に歯科大学入学者の女性が半分を超えた現
在、開業する歯科医師は減少傾向になると考える。
2018年の統計で70歳上の歯科医師が9,800人、60～
69歳が21,000人、この中にどの割合で後継者がいる
のでしょうか。沖縄県も会員の高齢化が進んでいま
す。閉院による地域の歯科医療が絶えないよう、開
業希望の先生とのマッチングによる早期の事業承継
を考えなければならないかと考えます。開業費用も
抑えられ、ある程度の患者さんも確保できますの
で、両方にとってWinWinではないでしょうか。
　まだ大丈夫でなく３～５年先を見据えて準備をし
ていかなければならない時代だと思っています。

　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。 

事業承継
南部地区会員　比　嘉　良　喬
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　春というと何故か小学五年生の書道の時間に条幅
いっぱいに書いた「希望の春」の文字が思い出され
る。そのときは春と希望とがなぜ関連しているのか
全く分からなかった。春という言葉の意味を明確に
理解したのは学生時代を雪国の新潟で過ごしたから
である。北越の冬は本当に鬱陶しいもので、11月頃
から翌年の3月までは重たそうな鉛色の雲が空を埋
め尽くし、シベリヤ颪と呼ばれる北風が吹きつけ、
本当に寒かった。山間部に行くと白銀の世界、葉の
落ちた木や山肌が所々黒く見えるだけで空は灰色。
生命のかけらはどこにも無いように思われる。早春
の山に２～３度行ったことがある。冬は一面雪で覆
われ、全てが死に絶えたのではと思えるほどの世界
が、春になると薄雪のあちらこちらにゼンマイやツ
クシが頭を出してきて、新しい命の息吹を感じさせ
る。なんでも芽が出る時は発熱するそうで、周囲の
地面が温たまり、その部位の雪だけが同心円状に溶
け、地肌が見えるのだ。大地から命が芽生えてくる
という感じで、生命の力強さを感じさせる。学校唱
歌の「どこかで春が」の歌詞に「どこかで芽の出る
音がする」とあるが、誇張的な表現かと思ったが蓮
の花が開花するときは実際ポンと音がするとのこと
なので、耳を澄ませば聴けるのかもしれない。春は
命あるものにエネルギーを与え成長を促すので、寒
い国では春夏秋冬の中でも春は特別だ。春には力強
さがあり、未来への期待感を抱かせる季節である。
　人生において二十歳前後を青春とよんでいるが上
手く創った言葉だと思う。「青い春」いかにもエネ
ルギーと希望に満ち溢れ、明るい未来が開けていく
ような期待感を抱かせる。「若く明るい歌声に雪崩
も消える花も咲く……」と始まり「青い山脈みどり
の谷へ旅を行く若い我らに鐘がなる」と締めくくる
「青い山脈」の歌はこの時期の溌剌とした気分を上
手く表現していて、口ずさむと一気に青春が甦って
くるようだ。この時期は最も元気で時間もたっぷり
あるので、意志さえしっかりもてば何事も成せる可
能性は大きい。しかし、その若さが何時までも続く
ものと思ってしまうのか、空しく過ごしてしまいが

ちである。逆説的には無為に過ごすことができるの
が青春なのかもしれない。
　時折松山あたりを深夜通ることがあるが、ほとん
ど二十代の若者達だ。国際通りもオートバイ野郎や
道路脇に車を止めガールハントをしている青年が多
い。その時しか楽しめない遊びもあるので分からな
い訳ではないが、あの皮肉屋のバーナードショウは
言っている、「若者に青春はもったいない」と。
　母の短歌に孫の「学」が這い這いから立ち上が
り、歩き出した感激を「よちよちと歩き始めた孫
“学”長きひとよ（一生）をここに出で立つ」と詠っ
ている。それこそ他の哺乳類と決別し、二本の足で
歩行を開始するのは人間らしさの出発で、親として
も大変感動的な場面だ。長い生涯には苦難に遭遇し
挫折を味わうこともあるだろうが、それらを克服
し、乗り越えてゆかなければならない。幸多き人生
であってくれたらと心中思う。ともかく全てはこの
独り立ちから出発だ。
　春は卒業、入学、就職、退職や転勤のシーズンだ
が若い人たちは期待と不安が入り混じった様々な春
を迎えることだろう。四月ほど新たな出発に相応し
い季節はない。四月になると父兄に伴われて不釣合
いと思える程大きなランドセルを背負って、ピカピ
カの一年生が登場してくる。生きるための知識や技
術、それに人間関係を学んでいく出発点になるのだ
から、人生の大きな第一歩だ。彼等も生涯をかけそ
の中にいろんな物を詰め込み、知識を深め、一歩一
歩成長していくのだ。その道のりが無限であること
を知るのは何時であろうか。
　その愛らしい姿を見ていると60年前の入学式のこ
とが思い出される。当時はランドセルのようなハイ
カラなものはなくズック生地で仕立てられた肩に斜
めに掛けるカバンだった。制服は黒ではなく霜降り
の灰色がかったものだった。振り返ると人生は結構
長いもので、進学、就職、結婚、子供の誕生や肉親
との別れなど様々な出来事があり、結末の分からな
い劇を演じているようだ。
　人間とは不思議なもので、肉体は衰えていくのに

希望の春
南部地区会員　伊　禮　昭　洋
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心は常に自分とはいかなる存在であるのかを問い続
け成長してゆく動物だ。学問への関心の源もそこに
あるように思う。唐詩選のなかに王之渙（おおしか
ん）の「鸛鵲楼（かんじゃくろう）に登る」の四言
絶句がある。「白日　山に依りて尽き、黄河　海に
入って流る、千里の眼を窮めんと欲し、更に一層楼
に登る」とあり、雄大な自然を描写はしているが、
より広い視野をえるためには、つまり自分がどこに
いるのか、何者なのかを知る為には知の楼の階段を
一歩一歩登らなければならないのだと暗喩している
ように思われる。そう考えると次の一段を上るのは
新しく自分を発見することになる。それを止めた時
は精神の死を意味しないか。踊場で休むことはあっ

ても決して下ってはならないのだ。アメリカの詩人
サムウェルマンは「青春とは人生のある時期を指す
のではなく、夢と希望がある限り青春なのだ、失望
や不安が精神に深い皺を刻み、人は老いていく」と
述べ、年老いた者へのエールを贈っている。幾つに
なっても夢を失わずに、つねに希望を抱き、自信を
持って前へ進むことが大切だと思う。小生のように
古希も過ぎると、物の見方が固定化し、マンネリ化
した日常を送りがちだ。春が廻って来ると、幼き頃
の書、「希望の春」が脳裏をかすめ、果たして我が
人生輝くものになっているかを反省することも多
い。春は決意を新たにするいい機会でもある。

くじ引き
南部地区会員　伊　禮　昭　洋

　くじ引きは努力なしで、未来が決せられるので、
スリルがあって面白い。日常生活ではそれほどハプ
ニングは起きるものではなく、きわめて予測通りに
事が進み、平穏にゆくので大方退屈するものなの
だ。クジは人為的にその状況を変えることができ、
生活にインパクトを与えることで、興味が誘われ
る。これが大きな利益につながる可能性があれば尚
更である。
　初めてのクジ引きを見たのは国頭村にいた６～７
歳の頃だった。胡麻塩頭のおじさんが、大きなモク
マオウの木の下にシートを広げ、どっかと座してい
た姿を思い出す。シートの上には様々な玩具やらお
菓子類が配置されていて、その品々は長い糸でくく
られ、彼はその端っこから10センチほどを余して手
で握っていた。子供たちは何某かのお金を払い、そ
の糸のだらんと垂れた糸口を自分で引っ張るのだ。
その先の品が買い手の物となる。無論その品の中に
は払う金額よりも高価なものがいくつかあり、それ
が目当てで子供たちが寄ってくる。当たっても外れ
ても取り巻きの子供たちから歓声があがり、それは
見ていても楽しいものであった。幼少期の初期の頃
には射幸心の芽生えはあるようだ。小学校に上がっ
てからは通学路に駄菓子屋があって、そこで買い食
いをしたものだったが、よく買ったものに甘納豆が
あった。これがクジ引きタイプになっていて、上段

には甘納豆の入った特大の袋があり、下段に小さな
袋がぶら下がっていた。まずはその小袋を買うのだ
が、その中にスカとかアタリが書いてあって、アタ
リだと大袋がとれることになっていた。いつまでも
あの大袋が残っていたのをみると、ひょっとして当
りはそもそも無かったのではないかと、今にして思
う。
　ギャンブルらしきものは大学に入ってからだ。学
生時代、帰省の際は鹿児島で１泊しなければなら
ず、友人に誘われ暇つぶしに手動のパチンコを２～
３度やってみたことがある。しかし時々ジャラジャ
ラと玉がでてきたが、結果的には損をしてしまい、
時間はかかるし余り割の合わない遊びだと思い、そ
れ以来やったことはない。また帰省の際だが、父と
兄弟３人で昔のハーバービュークラブで食事をした
ことがあった。そこにはスロットマシンが楽しめる
セクションがあり、父が「面白そうだからやってみ
ようか」と３人にそれぞれ10ドルかそこらのお金を
渡してくれた。人生初の本格的なギャンブル体験す
ることになった。弟二人は直ぐに機械に向かいハン
ドルを操作しだしたが、僕は少しためらいがあり、
暫く観察することにした。父も弟達も短時間ですっ
てしまったのをみて、これは余り良い確率ではない
と思ったので、何もせずに、そのお金をポケットに
しまい込んだ。「兄さんは今を楽しむことを知らな
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いんだね」とからかわれたものだった。つまり余り
ギャンブルは性に合わないのだ。
　宝くじもギャンブルだが、当たれば何億という大
金が転がり込んでくるのだから、なかなか魅力的
だ。しかしその確率たるや恐るべきもので、それを
買おうとは思わない。
　日本で売られている「ジャンボ宝くじ」1等が当
たる確率は１千万分の１とのことだが、イメージが
湧きにくいので、ほかの事例と比較してみると解り
易いかも知れない。自動車事故で死ぬ確率は１万分
の１で、飛行機が墜落する確率は200万分の１だ。
１等と同じ確率のものは雷に撃たれることである。
つまり起こりえない確率なのだ。人の心理は面白
い。利益になることに関しては期待値が上がるが、
そうでないものには低くなる。もし１等が当たると
信じ、クジを買う人は、飛行機には恐ろしくて乗れ
ないはずである。なぜなら墜落するのは、それより
も５倍も危険性があるからだ。つまり飛行機は落ち
ないと信じているから乗れるのであって、それより
も５倍も起こりえないクジを買うと言うのは論理的
に整合性が無い。クジを買う人は論理的には飛行機
に乗ってはいけないことになる。
　宝くじは「38組128989番」のように表示される
が、組数は「01～100組」までの100通りで、番号は
「100000～199999」番、までの10万通りで構成さ
れ、その掛け合わせで１千万枚となる。その中に
１枚だけが１等だとすると、つまり上記のように
１千万分の１の確率となる。もし番号が11組111111
番のように１が８個も連なる番号が当たると思う人
は購入してもいいだろう。少しくどくなるが、視覚
化してみよう。1000万枚の宝くじを積み上げてみる
ことにする。１枚の厚みは0.08mmだから、算出し
てみると何と800mにもなり国頭村の与那覇岳503m
をはるかに越す高さだ。その中から１枚だけ引き当
てる気力が湧くだろうか。見えないゆえに、当たる
かも知れないと言う亡霊のような幻想が理性を覆う
てしまうのだ。雷に撃たれて死ぬなんてあり得ない
と信じているのに、それと同じ確率の宝くじを買う
のは、自分は特別な存在であると信じているからに
他ならない。多分神の采配で悪いことは他人に引き
受けさせ、良いことは自分に与えて下さると、考え
るからなのだ。よく交通事故に遭った人や癌を宣告
された人のインタビューで「なんで私の身にこんな
ことが起るの？と信じられなかった」と言っている

場面をよく目にする。そんな時にやっと自分は特別
ではないと気付くのだ。
　数学的に考察すると行動は難しくなる。一番大切
なのは結婚だ。リーズナブルに付き合える異性は、
ドン・ファンでなければ精々約10人位だろうか。し
かしその中から選ぶのは宝くじとは逆に非常に危険
性が高い。母集団は大きいほど信頼性は高まるがデ
ートの時間的要因を考えると、50～60人が限度だろ
う。そうすれば、相性のいい相手が見つかる可能性
は５～６倍高くなる。このように比較すれば、分か
りやすい。飛行機が10機あり、そのうちの１機は欠
陥があり墜落の危険があるとすれば、果たして乗り
たいと思う人はいるだろうか。余りにもリスクが高
すぎる。それでも、恋の病にかかると、幻覚症状を
呈し、普通の女の子が女神に見えてくるようで、い
とも易々と搭乗してしまう。しかしその病に罹らな
ければ、恋人探しに膨大な時間を割くことになり、
若さはすぐに消耗してしまうのだ。私は大きな袋に
入った甘納豆を引き当てられるものと信じたいが、
ひょっとしてすべてがスカなのかもしれない。大き
な袋はイデアの世界にのみ存するのだろうか。四つ
葉のクローバーが見つかる確率は１万分の１とのこ
とだ。この年齢になると視力も衰え判別も困難だ
し、辺りに夕闇も迫ってきた。探索はそろそろ諦め
ることにしよう。
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　令和３年12月より事務局で会計業務に携わらせて頂いております。
　入職してから３ヵ月経ちましたが、まだまだ学ぶことが多く、職員の皆様
に助けて頂きながら日々の業務をこなす事が出来ております。
　この環境に感謝しつつ、正確な仕事を心掛け貢献していけたらと思ってい
ます。
　どうぞよろしくお願い致します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆新職員紹介☆☆☆☆☆☆☆☆☆

上　原　弘　也
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■ 令和３年度　第15回定時理事会（通算21回）令和４年２月８日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和３年度第４回沖縄県がん診療連携協議会出席報告
２．オンライン資格確認本格運用に向けての意見交換会開催報告
３．令和３年度第２回沖縄県薬事審議会出席報告
４．令和３年度沖縄県歯科医師会認知症対応力向上研修会開催報告
５．新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について
６．医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続きについて
７．小冊子「マイナス１歳から始める母子と子の歯育て」の送付について
８．第61回全日本学校歯科保健優良校表彰（令和４年度）の募集について
９．沖縄県こども医療費助成制度の拡充について
10．第12回沖縄ＨＩＶ臨床カンファレンス第２部Ｗeb講演会の案内について
11．中小企業庁「事業復活支援金」について
12．新型コロナウイルス感染症関連情報（日歯NEWS	LETTER）について
13．診療報酬請求書等の提出について	　
14．オンライン請求システムの利用に必要な電子証明書の切替えの再連絡について
15.「オンライン資格確認」の利用促進について
16．第三者行為求償事務に関する協力依頼について　
17．令和３年度沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）選考結果について
18．「令和３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　
19．第２回日本口腔衛生学会認定地域口腔保健実践者研修会の開催について
20．委員会報告
　　①学術　　②学校教務

Ⅱ．承認事項
１．職員の採用について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　沖縄県医療審議会委員の委嘱に関する件　　
第２号議案　第３１回日本有病者歯科医療学会学術大会シンポジウム１講師依頼に関する件　　
第３号議案　第４１回日本障害者歯科学会に関する件　　
第４号議案　「ワラビーからエール！全力応援！」企画（沖縄タイムス）に関する件
第５号議案　沖縄歯科衛生士学校学則細則の改正に関する件　　
第６号議案　職員の有休休暇の取扱いに関する件　
第７号議案　令和４年度沖縄県口腔保健医療センターの予算に関する件
第８号議案　令和４年度各会計予算案に関する件　
第９号議案　沖縄県歯科医師会職員給与規程通勤手当に関する件

IV．協議事項
１．令和４年度診療報酬改定説明会開催について

Ⅴ．その他
１．身元不明死体の歯牙照会依頼について
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２．センター歯科医師の契約内容について
３．職員の昇任（センター、事務局）について
４．令和４年度事業計画について
５．がんじゅうさびら表彰パンフレット制作取材について

■ 令和３年度　第16回定時理事会（通算22回）令和４年２月22日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．沖縄県医療提供体制協議会へき地医療部会出席報告
２．県立南部医療センター・こども医療センター地域医療支援病院運営委員会出席報告　
３．令和３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出席報告
４．日本歯科医師会第１回医療管理委員会出席報告
５．第21回沖縄県健康教育研究大会出席報告　
６．令和３年度歯科医療従事者技術向上支援研修会出席報告　
７．沖縄県広域ワクチン接種センター開設に伴う追加（３回目）接種の実施について　
８．新型コロナワクチンの３回目接種に関する積極的な周知について
９．集団指導に係るeランニングの試行運用（模擬視聴）の周知について　
10．審査の差異の可視化レポーティングの実施等について
11．就学援助費（医療費）支給の廃止について　
12．令和３年度沖縄県健康づくり表彰（がんじゅうさびら表彰）表彰式の案内について　
13．病床整備計画の再公募について
14．消化器・肝臓・胆嚢・膵臓内科領域の紹介受付の一時休止について
15．令和４年度診療報酬改定における「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
16．物品寄贈報告について　
17．抗原定性検査キットが不足した医療機関からの緊急的な購入希望に個別に対応する仕組みの整備につ
いて

18．令和４年度診療報酬改定時説明会（集団指導）の実施について　
19．がん診療連携登録歯科医名簿管理委託費の交付について
20．委員会報告
　　①学校　　②センター　　③学校歯科
　　④調査広報　　⑤地域

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和３年度第２回臨時代議員会上程事項に関する件
第２号議案　令和３年度第２回臨時代議員会の開催方法に関する件
第３号議案　令和４年度定時代議員会開催日に関する件
第４号議案　令和４年度公益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５号議案　寄付された金品の収受及び使途に関する件　
第６号議案　「新１年生入学おめでとうキャンペーン」紙面応募の賞品提供に関する件
第７号議案　歯科保健指導の職員派遣依頼（浦添市社会福祉協議会）に関する件
第８号議案　沖縄県歯科医師会推奨商品への選定申請書に関する件　
第９号議案　歯科衛生士学校の授業料改定に関する件　
第10号議案　歯科衛生士学校の奨学金制度の設立に関する件

IV．協議事項
１．学校歯科医師・人材確保のための提案について
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２．特Ｐについて

Ⅴ．その他
1．新聞論壇投稿（玉城理事）について

■ 令和３年度　第17回定時理事会（通算23回）令和４年３月８日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和３年度九地連会長会出席報告　　
２．令和３年度第２回医療提供体制協議会出席報告
３．令和３年度第２回九州各県歯科医師会専務会出席報告
４．オンライン資格確認・オンライン請求についての説明会開催報告
５．院内感染防止対策に係る研修会開催報告
６．「歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準」の研修における改訂版テキストについて
７．新型コロナウイルス感染被害見舞金について
８．令和３年度「遠隔医療従事者研修」開催の案内について　
９．学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施等に係る対応について
10．事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
11．妊婦への新型コロナウイルスワクチン接種の努力義務の適用について　
12．予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について　
13．みんなでヘルスアクションイベントの開催について
14．委員会報告
　　①保険　　　②学術　　③100周年記念誌発行準備

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第４種会員）の退会について
２．令和４年度沖縄県不正大麻・けし撲滅運動、令和４年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動及び令和４年度
沖縄県麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の協賛・後援名義使用について

Ⅲ．議事事項
第１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２号議案　令和４年度第１回男女参画推進委員会への出席並びに講演依頼に関する件
第３号議案　介護給付費審査委員会委員の選任に関する件
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．身元不明死体の歯牙照会依頼について
２．沖縄県歯科医師会会員向けサービス認定（リスクマネジメントラボラトリー）の依頼について
３．要望書（小規模県）について
４．学校でのフッ化物洗口普及に向けたアンケート協力依頼について

■ 令和３年度　第18回定時理事会（通算24回）令和４年３月22日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和３年度第２回沖縄県医療審議会出席報告
２．第197回臨時代議員会出席報告
３．県立南部医療センター・こども医療センター地域医療支援病院運営委員会出席報告　
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４．令和３年度第３回（通算５回）各地区歯科医師会会長会開催報告
５．災害危機管理ウェビナー出席報告　　
６．令和３年度卒業式開催報告　　
７．令和３年度学校保健研修会開催報告
８．歯科医療従事者（Dr）技術向上支援研修会開催報告
９．令和３年度歯科医療従事者（DH）技術向上研修会開催報告
10．令和３年度小規模県歯科医師会役員懇話会出席報告
11．都道府県歯科医師会社会保険担当理事連絡協議会出席報告
12．要望書（日本歯科医師会）について　
13．ウクライナへの支援のための義援金募金について　
14．第19回警察歯科医全国大会の開催並びにポスターセッションの実施について
15．令和４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及び受講申込み手続き
の協力依頼について

16．令和４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の開催日程について
17．委員会報告
　　①センター　　②学校歯科　　③地域　
　　④教務　　⑤調査広報　　⑥学校

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の退会について
２．令和４年度「看護の日」及び「看護週間」の後援について
３．職員の休職延長願いについて

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和４年度会費減額申請に関する件
第２号議案　第31回日本有病者歯科医療学会の周知依頼に関する件
第３号議案　委員会で開催される講演会等の講師謝金に関する件
第４号議案　照明のLEDへの置換工事、並びに屋内消火栓設備修理の予算使用に関する件

IV．協議事項
１．コロナ禍における児童生徒の調査研究への協力依頼について

Ⅴ．その他
１．株式会社ロッテの動画撮影依頼について
２．九州歯界への寄稿について
３．公益財団法人沖縄県老人クラブ連合会創立60周年記念事業への寄付金協力依頼について
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　春ですね。
　今号は春らしく卒業、表彰の報告がありました。
　卒業された方々、表彰された先生方おめでとうございます。
　新しい年度が始まり少し気分も変わり、気持ちを入れ替えて頑張ろうという気になります。まさに
伊禮先生の投稿いただいた「希望の春」の気分です。夢と希望をもって青春を続けていきたいです。
　比嘉先生の事業継承のお話もとても興味深く、いろいろ考えさせられました。歯科医師会創立100
周年を記念して今回30年以上勤務された方々が表彰されました。このようなスタッフがいてくれたら
本当に頼もしくありがたいですね。皆で力を合わせて希望ある歯科界を築いていけたらいいですね。

上原　

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、長堂　芳子、小場　幸夫、上原　かんな、島袋　亮、砂川　和徳、真喜屋　建

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、長堂　芳子、小場　幸夫、上原　かんな、島袋　亮、砂川　和徳、真喜屋　建

令和４年２号
印刷日：令和４年３月30日

発行日：令和４年３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

E-mail chitose.f＠gamma.ocn.ne.jp
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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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会員：令和４年３月31日　現在496人

内　訳

種　　別 男 女 計

１ 種 会 員 307 44 351

２ 種 会 員 9 2 11

３ 種 会 員 31 14 45

４ 種 会 員 1 0 1

終 身 会 員 75 13 88

計 423 73 496

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 0 0 0

計 0 0 0

正会員地区別

地　　区 男 女 計

北 部 地 区 23 1 24

中 部 地 区 116 14 130

南 部 地 区 221 36 257

宮 古 地 区 16 8 24

八 重 山 地 区 15 0 15

計 391 59 450

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
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令和4年度4月からの保険料について

　令和4年度の国民健康保険料額は以下の通りで
す。昨年度からの金額の変更はありません。
◆１種組合員及び高齢者組合員のうち対象者に賦課

される所得割賦課額

※医療法人（各医療機関ごと）・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。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、変更申請は令和４年６
月末迄とし、年１回とします。

◎1種組合員が開設する同一医療機関において、当該組
合員の夫婦・親子・兄弟姉妹である１種組合員のう
ち、2人目以降の者の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です。

◎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。

◆組合員・家族に賦課される均等割賦課額等
　40～64歳の方 均等割賦課額+後期高齢者支援金等賦課額+介護納付金賦課額
　上記以外の75歳未満の方           均等割賦課額+後期高齢者支援金等賦課額
　後期高齢者組合員（75歳以上の方）  後期高齢者賦課額

月額所得割賦課額（円） 年額所得割賦課額（円）

医療法人・非保険診療者（矯正標榜者
含む）※ 32,500 390,000

上限賦課額 32,500 390,000

下限賦課額 4月 1,900
5月～3月 1,600 19,500

前年の保険診療報酬の合算額に1000分
の6.5を乗じた額が、390,000円に満た
ない医院

年額算定後、
支部事務所に
て月額を決定

前年の保険診
療報酬の合算
額の1000分の
6.5を乗じた額

※①後期高齢者支援金等賦課額　3,400円　　②介護納付金賦課額　3,900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1,831円が含まれます。

3年に1回の「組合員の資格確認調査」実施のお知らせ
　令和４年６月ごろに現在被保険者資格を有する組合員（後期高齢者組合員を含む）で、医療機関が廃
院・休院の1種組合員を対象とした組合員資格確認調査を実施します。主な調査内容は、「被保険者の住
所確認」「歯科医療の業務に従事しているかの確認」等です。
　なお、詳しい日程が決まり次第、提出いただく書類を含めお知らせいたしますので、「資格確認調査」
へのご理解ご協力をお願いします。

本人 12,000
均等割賦課額 8,600円

＋
①

本人 19,900
均等割賦課額 16,500円

＋
①

本人
（40～64歳）

15,900
均等割賦課額 8,600円

＋
① ②

本人
（40～64歳）

23,800
均等割賦課額 16,500円

＋
① ②

家族 10,000
均等割賦課額 6,600円

＋
①

家族 9,400
均等割賦課額 6,000円

＋
①

家族
（40～64歳）

13,900
均等割賦課額 6,600円

＋
① ②

家族
（40～64歳）

13,300
均等割賦課額 6,000円

＋
① ②

本人 12,400
均等割賦課額 9,000円

＋
①

本人
（40～64歳）

16,300
均等割賦課額 9,000円

＋
① ②

家族 9,400
均等割賦課額 6,000円

＋
①

家族 10,000
均等割賦課額 6,600円

＋
①

家族
（40～64歳）

13,300
均等割賦課額 6,000円

＋
① ②

家族
（40～64歳）

13,900
均等割賦課額 6,600円

＋
① ②

2種
組合員

後期
高齢者
組合員

種別 本人・家族

1種
組合員

3種
組合員

月額保険料
（ （円） 種別 本人・家族

月額保険料
円） 月額保険料内訳月額保険料内訳

本人 5,000 後期高齢者賦課額 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賦課額を免除、2人目以降の方からは基礎賦課額も免除します。
　対象の方に賦課される月額保険料は以下の通りです。

※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。変更時は、必ず支部事務所までお知ら
　せください。

新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金について
※詳しくはＨＰにてご案内していますが、ご不明な点は東京事務所（電話03-3336-8818）までお問い合わ
　せください。

対象者 月額保険料（円）
義務教育の子供1人目（均等割賦課額のみ賦課）  6,000
義務教育の子供2人目以降 全額免除

●対象者
　以下のすべてに該当する人
□給与等の支払いを受けている全国歯科医師国民健康保険組合の被保険者。
□新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服するこ

とができなかった。
□上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服すること
　ができなかったことにより給与等の全部又は一部を受けることができなかった。

●支給対象となる日数
　労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から、労務に服することができない
期間のうち、就労を予定していた日。
●支給額
（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数） × 2/3 × 支給対象となる日数
※給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があり

ます。
※１日当たりの支給額は、30,887円を上限とします。
※規約第15条の「傷病手当金」は、支給されません。
●適用期間
　令和２年１月１日～令和４年６月30日の間で療養のため労務に服することができない期間。
（ただし、入院が継続する場合等は最長１年６ヵ月まで）
※厚生労働省からの通知により適用期間が延長される場合があります。

※以下の場合は対象となりません
（例）
■新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛し

た。
■医療従事者が患者の処置にあたった際に感染した、業務命令で訪れた出張先で感染した等については、

業務上の事由による労災保険の休業補償給付の対象となる可能性があるため、労働基準監督署へお問い
合わせください。併給はできません。

■出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた。
■事業主が事業を休止又は廃止した。
■自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない。



全国歯の保険給付・保健事業

　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療養の給付を受けること
ができます。
（1）組合員　　７割
（2）家族　　　７割
（3）未就学者　８割
（4）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
　
　
　自己及び勤務する医療機関（分院等の系列医療機
関も含む）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
う調剤も給付対象外ですのでご注意ください。

　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。紫色の高齢受給者証は有
効期限の令和4年7月31日までお使いいただけま
す。

　これまで被保険者証等更新時に支部事務所へご返
却いただいた有効期限切れの被保険者証・高齢受給
者証・限度額適用認定証・国民健康保険特定疾病療
養受領証は、令和3年10月15日施行の法令改正に
より、ご自身で破棄することができるようになりま
した。
　ただし、有効期限内に被保険者の資格を喪失した
方は、これまでと同様に支部事務所へ証の返還が必

要ですのでご注意ください。
　ご自身で破棄するときは、ハサミで細かく裁断す
るなど、個人情報にご注意ください。

　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4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

　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
・柔道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
ります。
　詳しくは支部事務所にお問い合わせください。

保険給付割合

歯科自家診療とそれに伴う調剤は保険給付外

令和3年7月31日までは紫色の高齢受給者証

人工透析を受けている70歳未満の方へ

療養費の支給申請

有効期限切れの被保険者証等の扱いについて

●時　効
　「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金」の支給申請ができることとなった日から２年間
●提出書類
　提出書類はＨＰからダウンロードできます。　 全国歯科医師　コロナ 検索
●申請書類の提出及び、お問い合わせ先
　以下に郵送してください。
　〒166-0002　東京都杉並区高円寺北2-24-2
　全国歯科医師国民健康保険組合　東京事務所　給付係　宛



　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のでご了承くださ
い。
●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

　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

　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）
【 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

　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
□申請書に医師、助産師の証明または出産した事実

を確認できる書類
□申請書に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

はされません。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。

※継続して1年加入した日の翌日から支給対象で
す。

　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
3種組合員 …………………………………100,000円

■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
合に申請していただくと『国民健康保険限度額適
用認定証』を発行いたします。住民税非課税の世
帯の方は申請していただくと『限度額適用・標準
負担額減額認定証』が発行されます。これらの証
を医療機関に提示すると、1カ月あたりの窓口負
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、入院または更新される方
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

高額療養費の支給申請

◆出産育児一時金の支給申請

◆出産手当金の支給申請

◆傷病手当金の支給申請 ◆葬祭費の支給申請



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

　病気や怪我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の移送にかかった費用
を支給します。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まで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
かご協力お願いします。
【対象者】
　1種組合員を除く被保険者（家族は健診時18歳以
上の方のみ）
【受診期間】
　令和4年4月1日～令和5年2月末日
【実施場所】
　1種組合員の家族は自家の診療所
　2・3種組合員及び2・3種組合員の家族は雇用さ
れている1種組合員の診療所
【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1,000円（実施期間内1
回限り）を実施医療機関へ支給します。
【申請期間】
令和4年4月1日～令和5年3月末日　※支部必着
●申請手続きに必要な書類●
□『問診用紙』
□『歯科健診票（組合提出用）』

　健診結果をご記入いただき、支部事務所へご提
出お願いいたします。

　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、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
（13歳未満は１名につき、5,000円を限度に支給）
【申請期間】
令和4年4月1日～令和5年3月31日　※支部必着
●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）

　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種組合員の被保険者である配

偶者（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4年4月1日～令和5年3月31日　※支部必着
●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

　新型コロナウイルス感染症の影響で、医療機関へ
積極的な受診が難しい状況にあったと思われる令和
3年度の節目健診事業対象者に限り、節目健診の受
診期間を1年延長しております。（既に受診された
方は対象外）
　◎受診期間：～令和5年3月31日
　◎申請期限：令和5年3月31日　※支部必着

◆移送費の支給申請

節目健診

インフルエンザ予防接種補助の支給申請

★歯科健診実施ご協力のお願い

令和3年度節目健診事業対象者の
受診期間の延長について



　※尚、受診される際には、各自マスクの着用や
手指の消毒、手洗いうがいなどの感染予防対策
を徹底していただきますようお願いいたしま
す。

　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
を支給します。(それぞれ年度内に1回まで)
【申請期間】
　令和4年4月1日～令和5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
※全額自費による検査の場合のみ、支給対象です。
※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、メタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群）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
【受診時にお持ちいただくもの】
□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

いただきますとスムーズです。全国歯のホーム
ページからダウンロード可能です。）

　詳しい医療機関情報につきましては、ご用意がで
き次第、全国歯ホームページにてお知らせします。

　全国歯ではメンタルヘルスの専門事業者と契約
し、臨床心理士等の資格を有するカウンセラーとの
電話、面接およびインターネットによるWebカウ
ンセリング事業を行っております。
　相談は無料です。プライバシーを厳守します。
（面接の予約やご相談の関連上、居住地、年齢等を
伺う場合がありますが、相談の有無が当組合や勤務
先、ご家族等に伝わることはありません。）
◆電話カウンセリング◆
　専用ダイヤルにより、相談料、通話料無料です。
　1日1回20分程度でご利用回数の制限はありませ
ん。
　面接カウンセリングに移行できます。
　専用ダイヤル　　0120-926-189（無料）
◆面接カウンセリング◆
　年度内1人5回まで無料です。
　面接は1回50分程度が目安です。
　6回目からの相談料は有料となり、ご相談者様に
ご負担していただきます。
　料金はカウンセリングルームにより異なります。
　詳しくは全国歯ホームページをご覧ください。
◆Webカウンセリング「心のWeb相談」◆
　全国歯のホームページから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。

　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

　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

がん検診

メンタルヘルスカウンセリング

特定健診・特定保健指導
後期高齢者組合員のための保健事業

◆傷病見舞金の支給申請

◆死亡見舞金の支給申請

【がん検診の種類】 【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



●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

　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４年４月１日～令和５年３月31日　※支部必着
（令和３年度節目健診事業対象者さまも上記の期限
までに申請いただきますと支給対象です。詳しくは
『節目健診』をご確認ください）
【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円を限度に支給します。
（年度内お一人様1回に限る）
●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、低価格というメリッ
トがあります。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
知をお送りしております。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、医療費通知をお送りしてお
ります。
　医療費通知は医療費控除を受ける際の添付書類と
してご利用いただけますが、医療機関等から提出さ

れたレセプトの情報（被保険者証記号番号や生年月
日等）に誤りがあり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。（医療費通知に記
載の医療機関の名称が「○○県医療機関」等となっ
ている場合は、領収書に基づき必要事項を補完記入
してください。）
　受診した診察日数や医療費の額に誤りがないかな
ど、ご確認ください。
　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年間は保管していた
だく必要があります。
　医療機関からの誤請求防止にもつながりますの
で、ご不明な点がありましたらお気軽に全国歯まで
お問い合わせください。
※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。

◆後期高齢者組合員のための節目健診のご案内

ジェネリック医薬品差額通知送付のお知らせ

医療費通知のお知らせ

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

※再発行はできません。



　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（被害者の過失を除く）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した原
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

●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（その他の証をお持ちの方はそちらも

併せてご返却が必要です。）

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

◎長期入院・介護施設入所等のため居住地
を離れるとき

◎交通事故や傷害事故にあったとき

◎住所や氏名が変更したとき

◎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

◎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 ■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
住　所　〒901-1105　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ページからプリントアウト可
能です。是非ご活用ください。














