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日時：令和４年５月15日（日）午後12時〜午後17時
場所：沖縄コンベンションセンター

● 県歯報告 ●

会　長　米　須　敦　子

沖縄復帰50周年記念式典

　令和４年５月15日（日）沖縄県が本土復帰50周年
を迎え、沖縄の本土復帰50周年という歴史的節目の
年を記念するとともに、沖縄の一層の発展を祈念
し、これまでの沖縄の発展のあゆみや将来の可能性
を発信する機会として、国と県の共催により、沖縄
復帰50周年記念式典が沖縄コンベンションセンター
にて開催された。２時開始のところ、受付時間は12
時～12時30分と、厳戒態勢の中執り行われた。
　第１部式典　そして第２部　記念レセプションが
以下の次第で執り行われた。

第１部式典
次　第
天皇皇后両陛下御臨席
開　　式　内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方対策）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西銘恒三郎
国歌斉唱　　　　　　　　　　　　　　新垣　　勉
式　　辞　内閣総理大臣　　　　　　　岸田　文雄
　　　　　沖縄県知事　　　　　　　　玉城デニー
天皇陛下おことば
挨　　拶　衆議院議長　　　　　　　　細田　博之
　　　　　参議院議長　　　　　　　　山東　昭子
　　　　　最高裁判所長官　　　　　　大谷　直人
　　　　　駐日米国特命全権大使　　ラーム・
　　　　　　　　　　　　　　　　　エマニュエル
　　　　　全国知事会会長（鳥取県知事）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平井　伸治
　　　　　沖縄県民代表　　　　　　　高良　政勝
　　　　　沖縄県民若者代表　　　　　普天間真也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平識　　雅
合　　唱　沖縄県立那覇高等学校合唱部
閉　　式　沖縄県議会議長　　　　　　赤嶺　　昇
天皇皇后両陛下御退席
　　　　　　　　　　　　　　司　会　荒木さくら

　多くの挨拶の中で、沖縄県民を代表して、対馬丸
記念館代表理事に御尽力頂いています本会会員高良
政勝先生の挨拶は、心にしみ、同じ会場内で直接き
け、尊敬の念と誇りを強く感じた。以下が高良先生
の挨拶の全文です。

　本日は天皇皇后両陛下をはじめ、多数のご来賓ご
参列のもと、日本政府と沖縄県による復帰50周年記
念式典が挙行されるにあたり、ご挨拶の機会を与え
ていただき、深く感謝いたします。去る大戦では沖
縄から本土へ向かう疎開船が敵艦の攻撃を受け、沈
没。多くの犠牲者を出しました。私たちは、この歴
史的悲劇を忘れてはならないと、対馬丸沈没から60
年目の平成16年8月に、対馬丸記念館を建設いたし
ました。記念館には、次のような建設理念が書かれ
ております。今も世界では報復の連鎖が、子どもた
ちから新たな夢と希望を奪っています。この報復の
連鎖を断ち切る努力を一人一人がすること。これこ
そが、対馬丸の子どもたちから指し示された私たち
への課題ではないでしょうか。この瞬間にも、世界
では多くの子どもたちが命を失い、家族を失い、夢
や希望が奪われております。沖縄には「命どぅ宝
（ぬちどぅたから）」という素晴らしい言葉があり
ます。それは「命こそ何ものにも変えがたい宝物
だ」ということです。復帰から50年が経ちました
が、私たちが望む沖縄県は、まだ道半ばの感があり
ます。1日も早く沖縄が世界平和の発信地となるこ
とを願い、私の挨拶といたします。
　令和４年５月15日
　　　　　公益財団法人対馬丸記念館代表理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高良　政勝

　式典終了後、第２部の記念レセプションが行われ
た。
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式次第
開　　式
挨　　拶　　　　　　内閣総理大臣　　岸田　文雄
　　　　　　　　　　沖縄県知事　　　玉城デニー
古酒仕次ぎの儀
アトラクション
　琉球舞踊・民舞　人間国宝と高校生による演技
　空　　手　　伝統空手と世界を制した個人と団体
　　　　　　　の演武
　歌唱・合唱　　沖縄を代表する歌唱・合唱の披露
　フィナーレ　　これからの沖縄を体現
　閉式の挨拶　　　　　沖縄県副知事　池田　竹州
　　　　　　　　　　　　　司会　ジョン・カビラ

　長時間にわたる式典及びレセプションは、初めて
知る「沖縄」の素晴らしい文化を感じた。高齢者の
参加も多く、時の流れを感じると共に、２時間前の
受付からレセプションの終了までの長時間の着席
は、会場の冷えや腰の曲がった、杖を持った高齢者
を「敬う」沖縄の心が足りないと感じた。せめて80
歳以上の高齢者への受付時間や席への配慮が必要と
感じた。
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人員点呼	 事務局
１．開会の辞	 副会長　屋嘉　智彦
２．物故会員に対する黙祷	 議　長　金城　光也
３．会長挨拶	 会　長　米須　敦子
４．議事録署名人指名
	 中部地区　上運天　修　代議員
	 南部地区　玉那覇　哲　代議員
５．報告事項
⑴令和４年度会務報告	 専務理事　渡慶次　彰
⑵令和４度各会計現況報告
	 	 常務理事　眞喜屋睦子
⑶令和３年度監査報告　　監　　事　津嘉山　一

６．承認事項
　⑴寄付された金品の収受および使途について
	 専務理事　渡慶次　彰
７．議事事項
　第１号議案　令和３年度一般会計決算に関する件
	 常務理事　眞喜屋睦子
　第２号議案　令和３年度沖縄歯科衛生士学校会計

決算に関する件	 〃　　　　〃　　
　第３号議案　令和３年度沖縄県口腔保健医療セン

タ－会計決算に関する件
	 〃　　　　〃　　
　第４号議案　令和３年度共済基金会計決算に関す

る件	 〃　　　　〃　　
　第５号議案　令和３年度収益事業会計決算に関す

る件	 〃　　　　〃　　
　第６号議案　地域医療介護総合確保基金特別会計

決算に関する件
	 〃　　　　〃　　

　第７号議案　令和３年度各会計剰余金処分に関す
　　　　　　　る件	 〃　　　　〃　　
　第８号議案　令和３年度計算書類（附属明細書）

並びに財産目録に関する件
	 〃　　　　〃　　
８．閉会の辞	 副会長　屋嘉　智彦
報　告
　令和４年度の定時代議員会が６月26日日曜日に行
われた。代議員総数45名に対して出席21名　WEB
参加15名　計36名の出席を局長が確認し、この代議
員会が成立することを宣言した。
　会長のあいさつでは、コロナ感染のクラスターが
未だ全国の歯科医院では報告されてはいないが、２
件ほどそれを疑う事例が報告されているが、会員の
感染症対策の努力に感謝を述べ、さらなる感染症対
策の徹底を呼びかけた。県内の歯科技工士の従事者
の平均年齢が高齢化になっていることと、その継承
者が決まっていないことを問題視し、歯科技工士学
校の設立に対して考えることを述べた。また、今年
度の予算から現執行部が立案したものとなるため、
その評価が問われることとなるので、なお一層の努
力することを述べた。
　議事事項では、第１号議案から第８号議案まで満
場一致で承認され、閉会をむかえた。

日時：令和４年６月26日（日）午前10時45分〜午後１時
場所：沖縄県口腔保健医療センター2階　大研修室

● 県歯報告 ●

調査広報委員会理事　梅　村　　　誠

令和4年度定時代議員会
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　埼玉県歯科医師会より「男女共同参画推進委員会
女性歯科医会」より講演の依頼を受け、４月21日
（木）14：00～WEBにて講演を行った。
　１月23日には、愛知学院大学同窓会女性企画委員
会からお声がけいただき講演をおこなった。
　事前に女性としての質問５問、歯科医師として６
問歯科医師会会長として７問、その他９問を頂き質
問に答える形で講演させていただいた。沖縄県歯科
医師会の取り組みについて考える大切な時間を頂い
た。池山正仁同窓会会長並びに女性企画委員等の中
村美保先生に企画頂いたことに感謝している。
　４月21日には、事前に埼玉県歯科医師会女性歯科
医師会小委員会（埼歯Joy会）より事前に質問を受
け答える形で講演を行った。（以下参照）
・まずは　先生の今に至るまでの経歴やご家庭やお
仕事の状況、ご趣味などをお聞きしたいです。

・沖縄県歯科医師会の現況は？女性会員の割合　役
員の割合etc

・沖縄県歯科医師会の中で、男女共同参画事業とし
て取り組んでいることはありますか？

・若い会員や女性会員が入りやすくするため、どの
ような取り組みをされていますか？

・日本の「ジェンダーギャップ指数2021」は、156
カ国中120位、特に政治の分野は順位が低い現状
があります。その中で、沖縄県は、米須先生はも
ちろん、参議院議員の比嘉奈津美先生もいらっし
ゃり、政治に対する女性の活動がとても活発と思
います。先生の心を　“いちばん”　動かしている
もの、頑張ろうという気持ちにさせるものは何で
すか？

・まだまだ男性ばかりの歯科医師会の中で　沖縄県
歯科医師会の会長職に就かれて実感する女性が役
職に就かない、就けない理由はどのような事があ
るでしょうか？（大槻）

・歯科医師として、また歯科医師会において女性だ

からこそできたことはありますか？（小野寺）
・歯科医師会のトップとして、行政や医師会などの
会の外と付き合う上で、やりにくさを感じる事、
逆に有利に感じる事はありますか？
・開業してから今に至るまで診療室と歯科医師会で
の役割と家庭、どのように両立させてきました
か？また、それぞれの関わり方に変化はあります
か？
・これから何処を目指されますか？
・自分の次の人（世代）を育てるために心がけてい
ることがありましたら教えてください。
　続いて埼玉県歯の第４回男女共同参画推進委員会
へ参加させて頂いた。
　以下の協議が行われた。沖縄県は、歯科医療従事
者の減少が深刻である。歯科医師、歯科衛生士そし
て歯科技工士いずれも早急に対策を講じる必要があ
る。本会でも参考になる有意義な会議であった。
大島会長はじめ役員の先生方に心より感謝を申し上
げたい。
１．アンケート調査　２．女性歯科医に向けた埼玉
県歯科医師会入会案内作成　３．女性歯科医会から
上がってきた要望の実現（ア）女性の参加を促すに
はどうしたらいいのかについて　１）休職中のDr
に復帰しやすいような情報およびトレーニング講習
会の開催　・県歯の事業として実習付きの講習は難
しい　・明海大学に頼む　・各大学の同窓会単位で
の対応がよいのでは県歯では結びつける体制をつく
る　・各同窓会の中に男女共同参画の窓口をおき、
この委員会に参加してもらう　・日本歯科医師会主
導でやらないとすすまないのでは　・埼歯ＨＰに休
職者への就業案内ページをつくる（経験浅いＤｒ
可、などの医院）　・トレーニング先として研修医
の受入医院を募って短期研修を行う　・卒後研修に
ブランクがある人も参加できるといい　２）ご夫婦
で開業している場合はご主人だけでなく最初に奥様

日時：令和４年４月21日（木）午後２時〜午後３時
場所：オンライン開催

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

埼玉県歯科医師会男女共同参画推進委員会女性歯科医会
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にも参加を促す声かけをする　・会費夫婦割など
　・夫が会費を払っていれば、妻も講演会をきけ
る、検診に参加できる、など　・大宮では郡市会に
は入るが、県歯・日歯にも入る人が少ない　３）未
入会の時から参加して楽しいと思えるようなお⾷事
会の催し　４）ベビーシッターまたは介護の補助を
頼み、家から出られる環境づくりをサポート　・会
場に託児所があっても、子どもを連れて行くのが大
変　・ベビーシッターの利⽤額や託児所の確保の対
費⽤的に、利⽤者数が少ない・補助金の方がいいの
では　・ベビーシッター、介護派遣、歯科医師会で
提携をして割引制度をつくる。
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　日歯代議員会は、令和２年から連続６回続けて変
則開催（書面議決、WEB等）となっている。
　WEB開催においても代議員からの質問に対する
十分な協議を行う時間が取れなかったことや、書面
議決による回答となっていること、新任の代議員の
顔合わせも行っていない等を鑑み本日の代議員との
意見交換会が実施された。しかし、通信条件の設定
等が困難であったようで都道府県歯科医師会館から
一回線のみの配信となった。進行は海野常務理事に
よって行われた。
１．開　　会　　副 会 長　　　柳川　忠廣
２．出席者紹介　代議員総数129名（代議員総数142

名　代議員126名　予備代議員３
名の参加）

３．挨　　拶
　　　　　　　　会　　長　　　堀　　憲郎
　　　　　　　　代議員議長　　阿部　義和
　　　　　　　　代議員副議長　村山　利之
４．意見交換会
　　（１）第197回臨時代議員会　事前質問におけ

る関連質問について
　　（２）その他
５．報　　告
６．閉　　会
　日歯堀憲郎会長は、「過去６回の時間短縮での代
議員会の開催は、本来の協議がなされていないと感
じていた。役員と代議員の親睦を図る開催方法を模
索した結果今回の「代議員との意見交換会」となっ
た。しかし、129名全員を個々でつなぐことが困難
で今回は、各都道府県会館から選出の代議員が集合
して対応する形とさせていただいた。有意義な協議
を行いたい」と挨拶された。ウクライナへの義援金
は、約2,700万円集まり、赤十字社へ寄付された。

代議員からの事前質問は以下の通りであった。

１．電子カルテと電子認証	 神奈川県
２．オンライン資格確認の導入促進について
	 茨城県
３．歯科技工士業務の法改正を伴う早急な制度改革
を望む	 宮城県

４．「統一健診票」について	 愛知県

　当日以下の質問、要望が追加された。
１．金パラについて（茨城県）
２．５月の改訂に伴うベンダー費⽤が追加かかるた
めまず４月でのリアルタイムでの改訂を行って
ほしい（熊本県）

３．歯科助手講習会の開催形式（長野県）
日歯回答：WEB開催や動画の作成等を検討い
ただきたい。本県集会は、全国的に減少傾向
のため今後の開催の有無、方法等についてア
ンケートを全国から収集し検討する

４．高点数個別指導の選定基準　（長野県）
日歯回答：大中小規模県における格差是正に努
める。

日時：令和４年４月27日（水）午後１時〜午後３時
場所：WEB会議

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

日歯代議員との意見交換会
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　令和４年４月30日（土）、５月１日（日）「パンデ
ミックを超えて」を大会テーマに、沖縄コンベンシ
ョンセンターにて開催された。
　本会沖縄県医療保健センターにて、歯科全身麻酔
下歯科治療における歯科麻酔医の派遣にご理解とご
協力を頂いている日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔
学講座、砂田勝久教授が大会長となり開催された。
コロナ禍でハイブリッド形式での開催となった。
　会員の先生方、センター職員にもご参加頂いた。
超高齢社会の中多くの高齢者は複数の疾患や既往歴
を有し、特別な配慮が必要になってくるケースもあ
る。しかし、特別な配慮ではなく今後「当たり前の
配慮」になってくる時が近いと感じる。歯科―歯科
連携、多職種連携の重要性を再確認する内容であっ
た。
　本会から、シンポジウムへの参加依頼があったた
め参加した。
シンポジウム１　特別な配慮を必要とする有病者の
　　　　　　　　訪問歯科診療
モデレーター：　田中　彰（日本歯科大学新潟生命
　　　　　　　　　　　　　歯学部口腔外科教授）
１．医療的ケア児と小児在宅訪問歯科診療の現状
　　日本歯科大学口腔リハビリテーション
　　　　　　　　　玉クリニック教授　田村　文誉
２．神経難病、認知症患者の訪問歯科診療
　　神奈川歯科大学全身管理歯科学講座
　　　　　　　　高齢者歯科分野講師　林　　恵美
３，訪問歯科診療における抜歯
　　　～抗血栓療法患者、BMA投与患者の対応～
　　　伊東歯科口腔病院訪問診療部長　廣瀬　知二
４，訪問歯科診療の現状と課題
　　　～沖縄県における現状から～
　　　　　　　沖縄県歯科医師会会長　米須　敦子
　本会でも口腔保健医療センターにて「医療的ケア
児の訪問歯科診療の開始を今年度の事業計画に挙げ
ている。経験豊富な専任歯科医師の確保ができたた
め５月以降の対応について進めている。今後協力医
の育成と連携が必要になってくる。今回のシンポジ
ウムを通して診療と同時に進めなければいけないと
強く感じた。

　今回ICD（infection	control	doctor:感染制御の専
門的知識を有するエキスパート）の認定講習会を、
医療法人以和貴会西崎病院の新屋洋平先生と県立中
部病院横山周平先生が推薦講師を快く承諾いただい
た。お二人はこれまでの主な業務のほか、介護施設
等クラスターが発生した施設の感染対策に御尽力を
されている。その中で「訪問歯科診療の減少」につ
いての質問をしたところ、「コロナ」を理由に高齢
者への歯科医療の介入の減少や遅れに対して、歯科
関連の感染症や全身疾患、咬合障害、栄養不良から
のフレイル、サルコペニアへの連鎖を危惧されてい
る。歯科と医科をつなぐタスクフォースを実現でき
たらとの思いを頂いたので早急に実現にむけて取り
組むため関連役員と一緒に進めていく。

日時：令和４年４月30日（土）　５月１日（日）　午前９時30分〜午後５時30分
場所：沖縄コンベンションセンター

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

第31回日本有病者歯科医療学会学術大会
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　第134回都道府県会長会が５月27日（金）歯科医
師会館　大会議室にて開催された。
　堀会長からは、役員改正後の初めての実開催につ
いての喜びと安堵感が伝わった。新型コロナウイル
ス感染症と向き合って３年目になる。幾度となくそ
の対応に重大な決断を行ってきた。根底にあるのは
「国民、歯科医師、スタッフの健康を守りつつ、必
要欠くべからざる歯科医療提供体制を維持すること
であった。その評価は、10年後、20年後に次の世代
が検証を行われることを考え資料を整備している。
その中でも、「歯科医療従事者への感染リスクが最
も高い」とされた中での臨床現場での、歯科治療を
通しての感染拡大がほとんどなかったこと、「歯科
医師によるワクチン接種」への歯科全体が連携して
行ったことは評価される。また、コロナ禍での自粛
生活、自宅待機生活の口腔管理の停滞の影響は、20
年後の人口減少社会での高齢者の孤立生活での対応
にも通じる議論になると思われる。これらの検証、
評価が大切で災害に対する究極の危機管理の在り
方、口腔健康管理の重要性の再認識につながるもの
と、挨拶された。
　各担当理事から2040年を見据えた歯科ビジョン・
フォローアップ会議や会務報告が行われた。
日　程
１．開　　会	 副会長　佐藤　　保
２．座長選出	 副会長　柳川　忠廣
３．挨　　拶	 会　長　堀　　憲郎
４．報　　告
５．協　　議
（１）時局対策
（２）役員報酬並びに退職慰労金の額の見直しにつ

いて
（３）その他
６．閉　　会
　協議事項（２）に関して多くの会長から、審議が長
すぎたため早々の見直しの声が上がり、次回の代議
員会で議決を取る必要があるとの意見が多く出た。
　「役員報酬並びに退職慰労金の額の見直しについ
て」令和３年10月に第１回審議会が開催され、第２
回令和４年２月９日、正副委員長打ち合わせも、第

１回令和３年11月４日、第２回令和４年２月８日に
行われている。
　提出された諮問書は以下のとおりである。
　「日本歯科医師会役員報酬及び退職医療金の額に
ついてご検討をお願い申し上げます。
　役員報酬については、これまで役員報酬算定委員
会において報酬引き上げの答申が２回出ており、前
執行部の理事会でも、答申を尊重するべきとの意見
が多数を占める一方、新型コロナウイルス感染症に
よるかつてない厳しい状況を鑑み、対応を今執行部
に委ねる事とされました。これらの状況を踏まえた
上で、見直しの時期を含めた取り扱いについて答申
を頂きますようお願い申し上げます。なお、前期役
員報酬算定委員会の答申等については委員会開催時
に詳細にご説明いたします｡」
　令和４年３月14日付、役員報酬算定審議会は、答
申書として「日歯の役員報酬は、実質25年間、退職
慰労金については30年間据え置かれている現状であ
る。前審議会は、「日歯の財政状況や役員の業務内
容、業務量、会員歯科診療所も社会保険診療報酬収
入や医業経営状況等の詳細な資料を基に検討した結
果、現在の役員報酬は職責に対応したものとは言え
ない。前審議会の答申を踏襲しつつ、当審議会とし
て、以下の答申をする。（途中省略）
（１）公益社団法人の代表理事である会長の役員報

酬を月額100万とする
（２）副会長、専務理事、常務理事の役員報酬月額

12％引き上げる
（３）理事、常務監事、幹事の役員報酬を10％引き

上げる
（４）退職慰労金を一律２％引き上げる。会長の退

職慰労金を専務理事と同額とする。
　なお、上記の改訂は可及的速やかに実行し、社会保
険診療報酬改定率、人事院勧告、会費収入等を考慮
して定期的に見直す必要があることも申し添える。
現　行
　会　長　　525,000円　　　副会長　　399,000円
　専務理事　787,500円　　　常務理事　399,000円
　理　事　　136,500円　　　常任監事　399,000円
　監　事　　136,500円

日時：令和４年５月27日（金）　午後１時〜午後５時
場所：日本歯科医師会館

● 県外報告 ●

会　長　米　須　敦　子

第134回都道府県会長会

10

2022  July Vol 3



次　　第
司　　会：日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
	 幹事長　鈴木　卓哉
13：30
１．開会の辞
２．挨　　拶
　　　　日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
	 会　長　杉山　義祥
　　　　第22回日本スポーツ・健康づくり歯学協議
　　　　会大会長
　　　　当番県　一般社団法人栃木県歯科医師会
	 会　長　赤沼　岩男
13：35
３．報告事項
⑴令和２年度　日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
会計収入支出決算について（収支差額1,167,977円）

⑵令和３年度　日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
会計収入支出決算について〈収支差額1,138,359円〉

⑶日本スポーツ・健康づくり歯学協議会役員について
（次期会長杉山義祥先生より幹事長、顧問を指名）

⑷第23回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会開催
県について〈佐賀県に決定〉

13：40
４．国体報告
　テーマ「いきいき茨城ゆめ国体2019」
　演　者：茨城県歯科医師会いばらきスポーツ健康
　　　　　づくり歯学協議会運営委員会
	 委員長　荻野　義重先生
14：00
５．協　　議
　日本スポーツ・健康づくり歯学協議会のあり方に
ついて
14：10
６．特別講演
　テーマ　「とちぎ国体後のレガシー：健康長寿日
　　　　　　本一に向けたTISの貢献」
　講　師　とちぎスポーツ医科学センター長
	 池田　達昭先生
15：00
７．閉会の辞

　2022年10月開催「一期一会栃木国体」前に合わせ
て、第22回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
（SHP）が栃木県で開催された。SHP杉山会長より
スポーツ歯学の現況報告があり、日本歯科医師会ス
ポーツ歯科委員会の設立（平成25年）と同時に、日
本体育協会〈現在の日本スポーツ協会〉で公認スポ
ーツデンティストが制度化され、現在６期生の認定
講習会が終わりスポーツ協会が与えるライセンスを
持つ人は600名を超えた。日歯では、令和４年度に
各都道府県スポーツ歯科の委員を集めた全国規模の
会を開催予定であり、日学歯ではスポーツ歯科にお
ける安全教育とマウスガードの周知・普及の為、令
和３、４年で４高校の（埼玉浦和学院、岩手花巻
東、大阪桐蔭、愛媛新田高校）野球部全生徒にマウ
スガードを作成することが決定している。また、５
月に自民党・スポーツ歯科を支援する議連が発足
し、その会合で①スポーツマウスガードを医療⽤具
としての公的保険対象とすること②マウスガードの
装着を義務とする競技種目を増やすこと③各競技団
体におけるデンタルサポート体制（歯科医療及び指
導管理）を強化する等の３つの要望を出したことが
説明された。
　栃木県歯科医師会赤沼大会長からは、歯牙を保護
することを主目的としたスポーツマウスガードは、
国民の健康増進に寄与するもので、青少年の育成か
ら一流アスリートの養成までスポーツ歯科の果たす
役割は大であり、国民皆歯科健診議連、スポーツ歯
科支援議連、国民歯科問題議連と共に盛り上げてい
きたいとのことであった。
　報告事項については　次第に記載。
　国体報告では、茨城県歯科医師会茨城SHP運営委
員会荻野委員長より茨城国体での茨城県歯科医師会
のスポーツデンティストの取り組みについて、開会
式ブース出展の様子や各競技会場での活動報告があ
った。ブースでは口腔衛生や予防について啓発、ア
ンケート回答者への歯ブラシセットの提供や、歯科
相談、マウスガードリーフレットの新たな作成等で
対応した。
　日本スポーツ協会公認スポーツデンティストの公
認者数は令和元年時点では236名、うち茨城県は８

日時：令和４年６月18日（土）午後１時30分〜午後３時
場所：栃木県宇都宮市「宇都宮東武ホテルグランデ」からWeb開催（ZOOM）

● 県外報告 ●

学術担当理事　真喜志　早江子

第22回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会
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名のみ、各救護所への派遣養成に応えられず、県独
自の茨城県歯科医師会公認スポーツデンティストを
養成する必要に迫られた。急遽、岩手県歯科医師会
に習い県歯科医師会認定スポーツデンティストの養
成講習会を開催（講師は筑波大学医学部体育系の先
生方が協力）し、67人の県歯科医師会認定スポーツ
デンティストを養成、国体37競技のうちの７競技、
ラグビー、ホッケー、レスリング、自転車、ソフト
ボール、バスケット、ボクシングの救護所に38名の
歯科医配置が可能となった。対応は、各救護所での
救急対応、各競技場に近い開業歯科登録診療所を一
次後方支援歯科診療所として国体期間中の外来対応
を、顎骨骨折など重傷の場合は二次後方支援病院
（歯科口腔外科病院）の協力対応を要請した。救護
所報告書による歯科関連処置には智歯周囲炎、口唇
裂傷、歯牙外傷（観客がボールに当たる）、顎骨骨
折などがある。
　それから、100名の国体選手に口腔内診査とマウ
スガードの提供を行った。
　茨城県スポーツ医・科学委員会、メディカルチェ
ック委員会では、国体選手健康アンケートを実施し
結果はＡ～Dで判定するが、歯科の質問は選手本人
の主観によるものが多い。また、国体救護所派遣要
項に、歯科医師会という文言が岩手大会から入るよ
うになったが、市町村あるいは協議団体からの要請
が必要である。
　これには行政や競技団体の意識や予算の問題もあ
る。茨城国体を通してスポーツデンティストの認知
度を高める活動が必要で、行政や各種競技団体には
更なるアプローチを掛け県民のスポ－ツ活動に寄与
する必要があり、そんな中で綿密な準備のもと、歯
科医師スポーツデンティストとして素晴らしい実績
を上げていることが解った。
　協議事項では岩手県歯科医師会	箱崎守男顧問よ
りSHPのあり方についての提案とSHPの経緯説明が
なされた。
　「平成13年、愛知県と岩手県の歯科医師会中心に
20～30県の参加で開催スタート、第７回目の沖縄県
の時から、“臨学一体”という理念のもと学会と同時
開催し、スポーツ歯学の普及と啓発、スポーツデン
ティストの養成を共に目指してきた。その後は　ス
ポーツデンティストの受け皿を増やす必要から、国
体を活⽤、国体開催県の各競技で養成の場を作る為
に、国体開催場所での前年度開催とした。発足当初
の目的はスポーツデンティストという歯科医師のウ
ィング、領域を広げる、その手段がマウスガードの
普及であったが、今では日本歯科医師会にスポーツ
歯科委員会が設置され、委員会で全国の担当者会ま

で開催されるときいている。日本体育協会の公認
スポーツデンティストも600名に達し、スポーツ歯
学のすそ野が広がりつつあることから、今後はSHP	
の歩みを日本歯科医師会に委ねたい。前回の鹿児島
でも提案したが “SHPの解散について” 再度、次期
開催の佐賀県で議決をお願いしたく、競技資料２ペ
ージ第10条、“定例会議において本協議会の目的が
達成されたと判断した場合は発展的に解散する”と
いうのをうまく使わせていただきたい。ご意見あれ
ば岩手県歯科医師会の方にお寄せ頂きたい」という
ことであった。
　杉山会長からは、「令和４年度の末までにスポー
ツ歯科協力医及び、役員含めた全国会議が開かれる
ため、国体を行うにあたりどのような協力ができる
かを協議題としてとりあげ、SHPの肩代わりができ
るかまでの話を進めていきたい。来年の佐賀県では
ある程度の方針が出ると思う」という回答であっ
た。
　協議事項に関する質問・意見交換を記す。
・この協議会は立派な実績をあげている。見事にサ
ポートしてきた。目的は達成した。
　　今後は普段から各競技団体対し競技力にも寄与
するような地道な活動が求められる。（東京都勝
俣先生）
・健康づくりの本格的と健康的の部門でそれをどの
ように捉えていくかが決まるまでは解散してほし
くない。（和歌山県村上先生）
・国体だけでなくオリンピック競技の新たな競技種
目、例えばスケートボードのヘルメット、防具に
マウスガードの義務付け等の啓発を検討し、SHP
競技団体、日本スポーツ協会公認スポーツデンテ
ィスト協議会のどちらで付託すべきか、スポーツ
振興の予算でできればと思うが、前向きな検討を
お願いしたい。（京都河野先生）
・SHP日本スポーツ・健康づくり歯学協議会、日本
スポーツ協会公認スポーツデンティスト協議会、
スポーツ歯科学会、日本歯科医師会のスポーツ委
員会、沢山ありすぎてわけが解らないので、次世
代に対して１本化の責務がある。（愛知県加藤先
生）

　特別講演は、とちぎスポーツ医科学センター長　
池田達昭先生より2020年に設立されたとちぎスポ
ーツ医科学センター（以下、TIS）の紹介がなされ
た。
　TISは、体育・スポーツ「実践」で人々を幸せに
という理念のもと、競技スポーツにおける競技力向
上の為の支援センターである。特徴としては　測定
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評価を活⽤した課題解決の仕組みで、競技団体と協
力してアスリートチェックを実施しこのアスリート
チェックは、競技を行う上での医学的な課題、ま
た、競技パフォーマンスの前提条件となる形態面、
体力面、心理面および栄養面の現状などを把握する
ことにより、その後の強化活動に役立つ個々のトレ
ーニング課題、競技パフォーマンスの予測などを行
うものである。安全管理および総合的かつ充実した
サポートのために、競技団体もしくは個人で定期的
（年１回程度）なメディカルチェックの受診を推奨
しており、栃木県の国体・子供の体力・健康寿命に
おいて３つの日本一を目指すものであり、先生方に
は、医科学（体育学）の先頭に立って、スタッフを
引っ張りTIS及び、スポーツ医科学の発展に力を貸
してほしいと強調された。
　最後に次期開催県の佐賀県歯科医師会門司会長よ
り次年度の案内で閉会したがSHPの今後の推進につ
いては１年後の佐賀県開催時、学会や、協議会のあ
り方の移りを見ながら英断が求められている。
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　第７回世界のウチナーンチュ大会第３回実行委員
会がWEB会議にて開催された。
　司会：事務局次長の安次富氏によって行われた
１．開　　会
２、会長挨拶
３．報告事項
経過報告
開催に係る基本的な考え方
４．議　　事
　・第１号議案　専決処分
　　歳入総額34,015,726円が承認された
　・第２号議案　令和３年度決算
　令和４年４月２２日に令和３年度の歳入歳出
の監査が行われたとの報告があり承認された

　・第３号議案　令和４年度予算
　翻訳通訳員２名及び事務補助３名並びに会場
が沖縄セルラースタジアム那覇等に係る予算案
が可決された

　・第４号議案　令和４年度事業計画
開催日程　前夜祭：令和４年10月30日（日）
　　　　　本大会：10月31日（月）～11月３日

（木）
主な会場：沖縄セルラースタジアム那覇　沖縄

セルラーパーク那覇、沖縄県立武道
館、空手会館、奥武山公園、県立博
物館美術館、自治会館等

　　大会参加者見込み：（オンライン参加者を含む）
　　海外：約7,400人　国内：約600人　延べ参加
　　　　　数：約43万人
　　イベント：前夜祭パレード・レセプション・式
　　　　　　　典等
　・第５号議案　大会規約の改正（委員の変更）
　　141人の実行委員が予定され未定のところもあ
　　る
５．万国津梁会議提言書についての報告
６．意見交換
７．閉　　会
　コロナの感染状況がどのようになるのか予想がで
き、笑顔で迎えられることを切に願う

日時：令和４年４月28日（木）　午後２時〜午後３時30分
場所：ハーバービューホテル　WEB参加

● 県内報告 ●

会　長　米　須　敦　子

第７回世界のウチナーンチュ大会第３回実行委員会
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　本日は　天皇皇后両陛下をはじめ、多数のご来賓
ご参列のもとに、日本政府と沖縄県による　復帰
五十周年記念式典が挙行されるにあたり、ご挨拶の
機会を与えていただき深く感謝いたします。
　さる大戦では　沖縄から本土へ向かう疎開船が敵
艦の攻撃を受け沈没、多くの犠牲者を出しました。
　私たちはこの歴史的悲劇を忘れてはならないと　
対馬丸撃沈から六十年目の平成十六年八月に「対馬
丸記念館」を建設しました。記念館には次のような
建設理念が掲げられております。

　　今も世界では　報復の連鎖が
　　子どもたちから新たな夢と希望を奪っています
　　この報復の連鎖を断ち切る努力を一人一人が
　　すること
　　これこそが、対馬丸の子どもたちから指し
　　示された
　　わたしたちへの「課題」ではないでしょうか

　この瞬間にも世界では　多くの子どもたちが命を
失い、家族を失い、夢や希望を失っています。
　沖縄には「命どぅ宝」という素晴らしい言葉があ
ります　それは「命こそ何物にも代えがたい宝物
だ」ということです。

　復帰から五十年たちましたが　私たちが望んだ沖
縄県はまだ道半ばの感があります。
一日も早く沖縄が「世界平和の発信地」となること
を願い　私の挨拶と致します。

　令和四年　　五月十五日

　　　　　　　　　公益財団法人　対馬丸記念会　
　　　　　　　　　　　　　代表理事　髙良　政勝
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　日頃より、沖縄県の歯科口腔保健の推進にご理
解、ご協力賜り感謝申し上げます。
　本年度より沖縄県職員に採⽤となりました沖縄県
保健医療部健康長寿課の平野惣大と申します。昨年
度まで沖縄県内の診療所、病院に勤務しておりまし
た。今後は、沖縄県全体の歯科保健に貢献できるよ
う努めて参ります。
　さて、沖縄県では乳幼児のむし歯予防対策強化の
一環として、平成28年度から令和２年度にかけて
「親子で歯っぴ～プロジェクト」を実施しました。
県内乳幼児	16,000	人余りの乳幼児健診データを集
計分析した結果「毎日の仕上げみがきを定着させる
ことで効果的にむし歯状況を改善できる」との見解
が平成26年に示されており、プロジェクトでは仕上
げみがきの定着とあわせてフッ化物応⽤の普及定着
が図れるようプロジェクトを推進しました。柱は２
つ：乳幼児健診の歯科保健指導内容の標準化（乳幼
児健診時保護者説明⽤資料（資料①）等の作成及び

活⽤推進）と８市町村でのモデル事業（アンケート
調査、ケアグッズ配布及び家庭での使⽤促進等）で
す。結果、わずか4年間で毎日の仕上げみがき実施
の割合やフッ化物応⽤実践の割合等が向上し、県の
3歳児むし歯有病者率は10.5ポイント改善、モデル
市町村においては11.3ポイント改善につなげること
ができました。
　沖縄県の乳幼児のむし歯状況は長年下位に位置し
ており、大きな課題でしたが、最近の厚生労働省か
ら公表された資料では、「乳幼児のむし歯状況に都
道府県間で大きな差はみられない」という評価に至
っております。
　令和3年度からは更なるむし歯予防対策の強化と
して、永久歯萌出時期を対象とした「親子で歯っ
ぴ～プロジェクト（5歳児版）」を実施しておりま
す。本プロジェクトも同様に柱は２つ：就学時健診
の歯科保健指導内容の標準化、３市（名護市、豊見
城市、糸満市）でのモデル事業（アンケート調査、

親子で歯っぴ～プロジェクトについてのご紹介
沖縄県保健医療部　健康長寿課健康推進班　技師（歯科医師）　平　野　惣　大

資料①表 資料①裏
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ケアグッズ配布及び家庭での使⽤促進等）です。令
和3年度に実施したモデル市でのアンケート調査で
は、「第一大臼歯の認識の割合が低いこと」、「就
学以降に仕上げみがき実施の割合が低下する」等の
課題が明らかになりました。県では課題の改善にむ
け、就学時健診時保護者説明⽤資料（資料②）及び
歯みがきカレンダー（資料③）等を作成し、モデル
市での就学時健診にて活⽤しているところです。今
後は、モデル市以外の市町村での就学時健診におい
ても資料②③の活⽤を拡大したいと考えておりま

す。そのためにまずは、沖縄県歯科医師会員の皆様
へ、資料について知っていただきたいと思い、ご紹
介させていただきました。
　詳細は沖縄県小児保健協会ホームページ（QRコ
ード④）をご参照いただくか、もしくは沖縄県保健
医療部健康長寿課歯科保健担当（平野・玻名城）
までご連絡をお願い申し上げます。（電話番号098-
866-2209）
　今後とも沖縄県の歯科保健事業へのご協力をどう
ぞよろしくお願いいたします。

資料②表 資料②裏

資料③

QRコード④
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　令和３年度沖縄県健康づくり「がんじゅうさびら
表彰」にて健康づくり地域活動部門準グランプリを
受賞した。コロナの時代に画期的な非対面歯科健診
システム「Doチェック」プログラムを運⽤、また
県民の健康に貢献すべく、さまざまな取り組みを評
価されての受賞となった。
　沖縄県歯科医師会では、特に多忙により歯科健診
を受けづらい働き盛り世代に受診のきっかけを提供
すべく、５年前より非対面型の歯科健診システム
「Doチェック」プログラムを運⽤してきた。この
システムはタブレットのタッチパネルに触れるだけ
で質問に回答してもらう使い方で子供や高齢者も気
軽に利⽤でき、その結果を分析した上でオンライン
による歯科保健指導も行える。こうした取り組みの
結果、長い間歯科健診や治療を受けていなかった人
に、健康のために何をすべきかの「気づき」を提
供できる効果が大きい。令和2年度は２事業所33名
に、令和３年度は２事業所27名に「Doチェック」

を実地。歯みがきの回数が増えた、禁煙したといっ
た話も聞けて行動変容につながる手ごたえを感じ
た。
　また、デンタルフェア開催、図画・ポスターコン
クール開催、全国小学校歯みがき大会参加の推進、
「毎月８日は歯ブラシの日」の商標登録と周知、ラ
ジオでの歯科情報配信、新聞コラム掲載、施設や企
業や団体への講演活動が評価された。

沖縄県健康づくり表彰 健康づくり地域活動部門準グランプリを受賞

専務理事　渡慶次　　　彰
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　４月７日に沖縄歯科衛生士学校にて入学式が執り
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。
　新入学生は43人であった。
　今年度は、コロナ禍によって、２年間進学説明会
ができないなど学生募集にかなりの支障があり、定
員に1人欠員がでた。その結果、現役学生が30人と
例年に比べ少ない状態であった。あと一歩定員に足
りなかったのが、残念である。
しかし、入学した学生は、他校を辞めてでも本校に
通いたいという強い意志をもった者、歯科助手や、
その他の職業を経験した社会人からの入学者など、
非常にバラエティに富んでいる。
　例年と全く異なった学生の構成なので、不安な面
もあるが、将来が楽しみである。

式次第
一、開会のことば	 副校長　古堅　　信
一、校歌演奏
一、入学許可
一、校長式辞	 校　長　米須　敦子
一、来賓祝辞
	 沖縄県歯科衛生士会　会　長　野田　直美
一、在校生代表のことば	 前原　花梨
一、新入生代表のことば	 大城　幸奈
一、閉会のことば　　　　	 副校長　屋嘉　智彦

沖縄歯科衛生士学校

令和４年度入学式
沖縄歯科衛生士学校　副校長　古　堅　　　信
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　４月22日（金）に入学後、初めての行事となるピ
クニックを行いました。
　コロナ禍以前は、ビーチでのバーベキューやビー
チバレーなどを行っての交流をしていたと聞きまし
たが、今回は感染防止対策を考え、レク係を中心に
みんなで話し合い、飲⾷を伴わないボウリングに決
まりました。
　今回のピクニックの目的は、35期生全員の交流を
深めるということです。入学して、２週間しか経っ
ていないので、同じ高校だった人や教室での座席が
近い人以外はあまりコミュニケーションをとれずに
いましたが、このボウリング（ピクニック）でスト
ライクをだすと、｢凄い！！｣ と喜び合ったり、ガー
ターになっても、｢次、頑張ろう（^-^）｣ と励まし合

うなど、それぞれのグループでとても盛り上がりま
した。私自身も、久しぶりのボウリングだったので
すが、同じグループの人達から ｢こうしてみたらい
いよ！｣ というアドバイスをもらい、ストライクと
はいきませんでしたが、ピンを倒すことが出来まし
た。また、これをきっかけに話したことのなかった
クラスメイトとコミュニケーションをとることがで
き、とても嬉しかったです。
　これからの学校生活も、新型コロナウイルス感染
症の影響で、行事などがどのようになるかわかりま
せんが、もっと35期生の仲を深め、同じ歯科衛生士
を目指す仲間として、皆で協力し合っていけるよう
なクラスにしたいと思いました。

１年生委員長　大　城　美　桜

令和4年度35
期生

35
期生
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祝

　この度、令和4年春の叙勲を受賞致しました事を心より
感謝致します。
　なおコロナ禍でありますので、天皇陛下への拝謁はあ
りませんでしたが身の引き締まる思いです。　
　沖縄県庁にて5月６日に玉城知事よりの伝達式にて、勲
記と勲章を頂きました。
　今回の叙勲受賞はひとえに周りの方々のご支援とお力
添えの賜物です。
　一番の思い出としては、比嘉良喬元会長と共に神戸市
立こうべ市歯科センタ－、神戸市立医療センター西市民
病院、京都歯科サービスセンタ－中央診療所、京都府歯
科医師会を訪れ、診療室の導線、手術室、会計管理シス
テム等を視察、情報収集した事でした。後に沖縄県口腔保健医療センタ－が落成して
感動したのを思い出しました。
推薦を頂いた理事の皆様、煩雑な事務手続きをしてくださいました小禄事務局長に感
謝致します。誠に有り難うございました。

受章おめでとうございます

令和4年 春の旭日双光章受章
金　城　光　也
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祝

　通算43年余の永きにわたり地域住民の口腔衛生思想の正しい知識の普及向上、歯科
疾患の予防と県民の健康の保持増進に貢献した。
　昭和54年４月から宮古島において小・中・高の校医として通算41年余にわたり学校
歯科保健の推進に尽力した。
　昭和54年から平成28年まで通算37年余、宮古島市の１歳６ヶ月児健康健診担当医と
して健康診査に従事した。

受章おめでとうございます

令和4年 春の瑞宝双光章受章
下　地　盛　叶
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　小鳥が車のミラーを突っついているのを時折り見
かけるが、あれは縄張りへの侵入者に対する威嚇行
為で、鏡像が自分だとは気づいていないからなの
だ。実験的に調べてみると犬、猫、カラス、像、
豚、イルカ等は自分の姿が写っているのを理解して
いるとのこと。実験でチンパンジーの頭髪の一部に
気づかれないようにペンキを塗っておくと、後で鏡
を見たときに手でその部をさわることから、かなり
高い「鏡映認知」があることが判明している。高等
動物である人類は他人の顔を見ていて、心安らぐ穏
やかな顔、逃げ出したいような怖い顔、触れてみた
い美しい顔と様々な表情があるのだから、己のそれ
はどうなのかとの関心は有史以来高かったに違いな
い。大きな群れを成す人類にとって、その中で上手
く振る舞う為にはそれこそ他人の顔を伺う必要が大
きかったのだ。
　最古の鏡は黒曜石を磨いたもので、BC	6500年前
トルコの古代遺跡から出土している。現存する金属
で最も古い鏡はBC	2800年エジプトの第６王朝のも
ので、その後、銅、錫およびそれらの合金を磨いた
ものと水銀が利⽤された。1317年にベネチェアのガ
ラス工が錫アマルガムをガラスの裏面に付着させて
作成する方法を考案し、反射率が高く高品質の鏡の
作成に成功したが、完成まで一月を要するものだっ
た。1835年にドイツのフォン・リービッヒが硝酸銀
溶液を⽤いてガラス面に銀を沈着させる方法を開発
して、高品質の鏡が大量生産されるようになった。
ちなみに銀が可視光線の反射率が金属中で最大なの
は、不勉強で理屈は知らないが、電気伝導率および

熱伝導率に関連しているとのことである。
鏡に映像が映るというのは昔から不思議な現象だと
思ったらしく、古代は化粧よりも祭祀の道具として
重⽤されていた。鏡の向こうにも世界があるように
考えたようで、世界的に共通の文化観念らしい。日
本では邪馬台国の卑弥呼が魏の王より銅鏡を贈られ
たとの古事があり、鏡の持つ神秘性が神聖なものと
みなされ、権威の象徴にもなった。今日でも鏡を奉
っている神社も多いし、鏡餅や鏡開きの習慣にその
名残をみることができる。

　鏡と言えば、高校２年生の夏休みのある朝のこと
を鮮明に思い出さす。毎朝繰り返す髭剃りだが、そ
の日はなぜか意識的に、鏡に映った自分の顔を注意
深く、観察していた。シミや皺のない艶やかな皮
膚、白髪のない黒髪、澄んだ瞳、こんな若々しい肉
体が年齢を重ねると、老人の顔貌へと移りゆくのが
信じ難かったからだ。あれは呆け老人を主題にした
有吉佐和子の「恍惚の人」（1972年）の映画だった
と思う。その老人が顔を洗おうとした時、記憶が若
い時代の自分に戻り、洗面器の水面に映った自分を
見て、驚愕するシーンがあった。記憶が消滅するこ
とで一瞬にして５～60年の歳月が流れ去ってしま
い、反射像の余りにも変わり果てた容姿を自分だと
は認識できなかったのだ。私も近頃は鏡に映る自分
を見ていて、自己イメージとのギャップに驚くこと
がしばしばだ。額の皺が増し、深くなった。眉にも
白髪が混じってきた。白目も少し黄ばんだ気がす
る。すっかり老けてしまった。今では50年前の自分

　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。 

鏡
南部地区会員　伊　禮　昭　洋
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がどうだったか逆に思い出せなくなってしまってい
る。
最近、姜尚中（カンサンジュン）著の「あなたは
誰？私はここにいる」を読んだ。ドイツ留学の際、
美術館で見た絵画について感想を述べたものだっ
た。この本の奇妙なタイトルはある自画像に接し、
その表情とりわけ瞳の中に、「私はここにいる。お
前はどこに立っているのだ」と問いかけられている
ようだったとの強烈な印想に由来している。在日韓
国人として、複雑な思いで育ち、迷いが多く,地に
足のつかないようなモラトリアム人間だったが、そ
の自画像に出会えて、今ここに存在していることの
大切さを意識付けられ、生き方を変えることができ
たと記している。小生も時折りだが姜氏のような目
で鏡中の自分を見つめ、自分に話しかけることがあ
る。鏡をまじまじと見ていると、鏡中の己がまるで
別人のようで、「お前はどんな存在なのだ、汝の思

い通りの人生を歩んでいるか」と語りかけてくる。
若いころは容姿を気にして見た鏡だが、最近は自分
を鼓舞する物に変わりつつある。確かに鏡は客観的
に事物を映し出す。しかし鏡に映る自分とは一瞬そ
こに存在するだけで、自分そのものを映し出してい
るわけではない。恐らく客観的に自己を認識するこ
とは不可能だろう。自分の立ち居振る舞いに対し、
周りの人々がどのような反応をするかによって、自
分とはどのような存在であるかを年月を重ねながら
次第に理解してゆくのだろう。自画像は他人の心の
なかに存在するものなのだ。
　美男美女というのは精々５～６％ぐらいだろうか
ら、もし鏡がなければ、生涯自分の顔貌を知らずに
すみ、大多数の人はもっと生き生きしていたに違い
ない。女性は貴重な人生を鏡の前で長時間費やすこ
ともなかったのだ。

背　中
南部地区会員　伊　禮　昭　洋

　童謡の「赤とんぼ」に「夕焼け小焼けの赤トン
ボ、負われて見たのは何時の日か」とあるが、小生
は負んぶされた年頃の記憶が全くないので、本当に
覚えていたのかと疑問に思う。しかしそこはファン
タジーの世界ゆえ詮索はやめよう。あやしてもらう
ほどの幼い頃ではなかったが、隣家の鍛冶屋（カン
ジャーヤー）の久繁小父さんによく負ぶってもらっ
た。５～６才の頃で国頭村の奥間に居た時で、当部
落には映画館は無論、芝居小屋もなかったので、演
劇を観るために隣部落の辺土名まで歩いて出掛けな
ければならなかった。早めの夕⾷を済ませて行くの
だが、芝居が終わる頃には眠気に勝てず、床に寝込
んでしまうのが度々で、目覚めるのは帰路に着く小
父さんの背中が常だった。歩調に合わせて揺れる背
中の居心地と温もりが心地よく、寝たふりを決め込
むことにしていた。あれ以来、人の背におぶられた
ことがないので、妙に鮮明な記憶として残ってい
る。「赤とんぼ」の幼子も母や姉の背に大いなる安
らぎを感じ取ったに違いない。人の温もりの中で見
た夕焼け空に舞い飛ぶ赤とんぼは生涯忘れることは
ないだろう。

　背中と言えば父の背中の手術の傷跡を思い出す。
右背後に30cm程あっただろうか。50代に肺結核に
よる右肺全摘出手術の跡なのだ。若い頃からこの病
で苦しんでいた。咳がひどく痰を取るために、ちり
紙は必携だった。趣味ではあったが父はハーモニカ
の名手だった。学生の頃は日比谷の公会堂で演奏し
たこともあったらしい。私が小学６年生の時に第１
回全琉音楽祭があり、そこで父が演奏するのを見た
が、咳がでるのではないかとはらはらしたものだっ
た。それから数年後極東放送で演奏して以来ハーモ
ニカは口にしなかった。持病の結核が悪化し、肺活
量が減少していたのだ。診療所の階段を上がるのも
途中で休むほどで苦しそうだった。それで上記の手
術を決意したのだった。父と生活を共にしたのはほ
んの４～５年しかない。戦後の数年は、父の学業や
開業の関係で、長年家をあけていたし、また父母の
仲は悪く、小学３年生の夏に父は家を出て行ってし
まったからだ。その後は父が寝泊りしている診療所
を時おり訪ねて行くだけで、疎遠になっていた。し
かし父と同じ歯科医業に携わるようになったこと
で、父が病に臥すまでの６年間共に仕事をすること
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となった。通常の家庭のように子供時代に培われる
親密な親子関係はなかったかもしれないが、小生に
とっては長く失われた時を埋め合わせる貴重な時間
であった。診療が済むと、父は度々近くにあるハー
バービューホテルのサウナに行こうと誘ってくれ
た。その際父の背中を流すのだが、そこには例の傷
跡が残っていて、大変な手術だったのだとその度に
痛ましく感じた。結核そのものは良くなったが、肺
機能の低下により酸欠状態が続き体力を消耗してい
ったようで、66歳で逝ってしまった。この病に冒さ
れなければ長生きし、ともにハーモニカを吹くこと
ができただろうにと悔やまれる。更に欲を言えば夫
婦仲が良ければ小生を含め二人の弟たちも明るく楽
しい幼少期を過ごせ、もっと社交性に富んだ人格に
育ったのかもしれない。
　夫婦といえば親父とお袋は「アンドロギュノス」
の片割れではなかったかもしれない。このギリシャ
神話はプラトンの『饗宴』の中でアリストパネスと
いう喜劇詩人が語った話としてでてくるのだが、な
ぜ男女が特定の人にのみ恋愛感情を抱き、引き合う
のかについての解答である。古代人間は現在のよう
に男女別々ではなく、背中で融合し、丸まった動物
だったらしい。何しろ目が４つもあるので、他の動
物に背後から襲われる心配はない。逆に手足が４本
ずつあるため、走る時は手足を車輪のスポークのよ
うに張り出して高速で回転できるので、他の動物を
いじめて大変だったとのこと。尊大な行動のアンド
ギュノスを見たゼウスはこれは失敗作だったと反省
し、半分にした方が丁度良かろうと考え、背中から

割いてしまった。それまで一体だったアンドロギュ
ノスはお互いにおしゃべりができ、快活な日々をお
くることができたが、相棒がいなくなると、寂しく
てしょうがなかった。その片割れを求める心こそ恋
心の芽生えであり、それと思しき人に巡り合えた時
に恋に陥るのだと語っている。我が父母のように相
手を見誤ることもあるので、充分時間をかけ見定め
ることが肝要だ。真の結びつきとは背中がしっかり
融合することであり、これこそアンドロギュノスに
回帰することなのだ。独りでいる時よりも数倍も力
強い生き方ができるというふうに一応定説になって
いるようだから、既婚者は「信じる者は救われる」
の言葉を疑うことなく守り続けてゆくのが肝心だろ
う。
　背中はその中心にしっかりした脊柱があり、そこ
から張り出した肋骨で内蔵を守り我々脊椎動物の文
字通りバックボーンをなしている。人類は直立して
歩行するようになったので、脊椎に負担がかかりや
すくなり、椎間板ヘルニヤ、脊椎圧迫骨折、脊椎湾
曲症などの病気になり易いようだ。私は猫背で首が
前に落ちた姿勢なので、人生に希望を見出せないで
いるぺスミスト（悲観論者）として映ることもある
かもしれない。気がついた時は背筋を伸ばそうと努
力するが、すぐに一番楽な猫背に戻ってしまい、改
善するのはなかなか難しい。父親のＤＮＡによるも
のかとも推測されるが、家内は生き方の姿勢の問題
だと言う。若いときより猫背だったか定かではな
いが、結婚後からそうなったような気がするのだ
が・・・。

次の100年に向けて
南部地区会員　比　嘉　良　喬

　2020年に、沖縄県歯科医師会は創立100周年を迎
えました。他県では100年の歴史のある診療所もあ
り、３代・４代目、更には５代目の診療所もありま
す。さて沖縄県においては、私の乏しい記憶では、
北部地区の神元龍一先生、中部の玉城信則先生、南
部では伊禮昭洋先生、嘉手納一彦先生、私のところ
もやっと３代目への承継となります。
　そこに歯科の事業承継の難しさを感じます。
　近年の歯科診療所の開業数と廃業数は、2008年の

データーでは開業数2,116件・廃業数1,859件であっ
た。その後は歯科医師削減にむけて右肩下がりで、
2019年には開業数1,451件,廃業数1,478件と逆転。
歯科医院数としては、1999年62,484件から2016年
68,940件をピークに2020年には68,088件と減少傾向
に向かってます。人口も2025年の団塊世代が高齢化
に突入し少子高齢化は一層進む。つまり70歳代以上
の歯科医師も増加し現場での歯科医師の減少が起こ
りうる。更に2050年問題はさらに深刻な時代に移行

28

2022  July Vol 3



していきます。
　少子高齢化問題において、高齢者への対応として
は、さらに在宅診療の増加が見込まれますが、歯科
にとってはケアが中心になると介護保険との関連も
あり特化しない限り難しいと、個人的には思いま
す。
　ではどうするべきか、来院している高齢者を寝た
きりしない、ステージに合わせた積極的な⾷生活の
指導や継続的口腔ケアの充実を図る必要がある。健
康寿命の延伸には歯科の介入が重要です。
　又少子化においては、カリエスの問題は顕著に減
少しており、予防へのステージに進む必要がある。
　別の視点ではスマホの低年齢化が進み、スマホ首
が起きてきている。成人の頭の重さは平均約４～６
キロと、意外と重いです。そんな重い頭を支えるた
めに、首は頚椎（けいつい）と呼ばれる７本の骨で
支えられています。頚椎は、緩やかな湾曲を描いて
いるのが本来の状態です。それに対してストレート
ネック（スマホ首）とは、首の骨が文字通りまっす
ぐになってしまった状態を指します。そのことによ
って色んな症状が出ています。子供においても呼吸
が浅くなり口呼吸となる可能性がおこる。つまり口
の中の乾燥による歯肉炎の悪化、嚥下障害、それに
付随して歯列不正へとつながる。治すためには口腔
機能訓練をはじめ⾷育における摂⾷・咀嚼・嚥下が
これからは重要になる。これは歯科医師・歯科衛生
士の役割です。治療からケアのステージから、口の
中だけでなく全身観察して予防へと更なるステージ
を目指す時代に突入してきたのではないかと思いま
す。

　2020年２月からのコロナによる、自粛生活等日ご
ろの生活環境が随分変わってきました、自由に旅
立つことも、人との交流もなくなり、リモートや
WEBで仕事や研修会、AIによる認識等々これまで
の考え方が一掃された感もあります。
　⾷べることは不変です、視点を変えた歯科医療が
これからの若い歯科医師が切り開いてくれると信じ
ています。吉田拓郎の歌に「古い船を今動かすのは
古い水夫ではない」新しい海に出るのは古い水夫で
ないが怖さを知っていますがね。
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★★★★★★★★★ 就 任 挨 拶 ★★★★★★★★★

　本年４月より口腔保健医療センターに着任しました平塚です。2002
年（平成14年）９月に沖縄県口腔保健医療センターの前身である口腔衛
生センター初代専任歯科医師としてお世話になっておりました。月日が
経つのは早いもので20年が経過していました。現在のセンターは当時の
センターと比べると施設の規模は拡大し、全身麻酔下の歯科治療が通常
業務の一環として行われる日本を代表する障害者歯科の二次医療機関と
して発展していました。これまで多くの選任歯科医師や協力医の先生、
そして歯科衛生士の皆様にはご尽力をいただき、当センターをこれまで
支え続けていただいたことは感謝に堪えません。この場をお借りしてお
礼申し上げます。
　着任後、まだ１カ月間の診療ですが、当時のセンターに通われていた
患者さんにも久しぶりにお会いし、感動する日も少なくありません。当
センターが日本を代表する障害者歯科センターとしてさらに深化し、沖
縄県の障害児者やその家族の生活支援のためのセンターとして、これま
で以上に県民に支持されますよう努めてまいりたいと考えています。
　会員の皆様には当センターの運営に関しましては、今後ともご支援と
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

　本年４月より３年ぶりに口腔保健医療センターに専任歯科医として着
任しました加藤です。前回は、2014年（平成26年）４月に南風原の地
にセンターが新築移転された時でした。そこから５年ほどお世話になり
ました。福岡に戻ってからは、３年間、一般診療、障害者診療、訪問診
療を行っている直方市の大学の先輩の開業医で歯科部長として勤務して
おりました。
　この度、単身赴任で１年間だけではありますが、平塚部長の元でセン
ターのお手伝いをさせていただくことになりました。短い間ですが、専
任医の中継ぎとして出来ることはやって参りますので、会員の先生方に
は、今後ともご支援とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

沖縄県歯科医師会立口腔保健医療
センター診療部長

平　塚　正　雄

沖縄県歯科医師会立口腔保健医療
センター専任歯科医

加　藤　喜　久

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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仲宗根　真　弓
　事務局で一般会計を担当して、４ヵ月が経ちました。

　まだまだわからない事ばかりで、周りの方に助けてもらいな

がら業務を行い、日々勉強させていただいております。

　これからも頑張っていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

國　吉　香　枝
　令和４年２月より事務局にて全国歯科医師国民健康保険組合

の業務に携わらせていただいております。

　初めてのことばかりで覚えることも多くありますが、優しい

先輩方に助けて頂きながら日々充実した毎日を送っています。

これからもこの環境に感謝し、早く仕事が覚えられるように努

力し貢献できるよう頑張っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

運　天　千　里
　令和４年４月より沖縄県口腔保健医療センターにて、歯科衛

生士として務めさせて頂いています。

　始めは緊張し患者対応に戸惑っていましたが、スタッフの皆

様に支えられながら充実した毎日を過ごしております。

　診療の中で多くの学びや気づきを得て、心身ともに成長し、

患者の個性・心に寄り添えるよう日々努力して参りますので、

今後ともよろしくお願い致します。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆新職員紹介☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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令
和
４
年
６
月
４
日
（
土
曜
日
）
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●
琉
球
新
報　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
６
月
９
日
（
木
曜
日
）
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●
沖
縄
タ
イ
ム
ス　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
６
月
10
日
（
金
曜
日
）
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●
沖
縄
タ
イ
ム
ス　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
６
月
14
日
（
火
曜
日
）
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●沖縄タイムス　　　　　　　　
令和４年５月15日（日曜日）
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●八重山毎日新聞
　令和４年６月４日（土曜日）

●八重山毎日新聞　　　　　　
令和４年６月５日（日曜日）
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●八重山毎日新聞
　令和４年６月６日（月曜日）

●八重山毎日新聞　　　　　　
令和４年６月７日（火曜日）

41

2022  July Vol 3



●八重山毎日新聞
　令和４年６月９日（木曜日）

●八重山毎日新聞　　　　　　
令和４年６月10日（金曜日）

●
八
重
山
毎
日
新
聞　
　
　
　
　
　

令
和
４
年
６
月
12
日
（
日
曜
日
）
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■ 令和４年度　第１回定時理事会　令和４年４月12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３年度第３回沖縄県医療審議会出席報告
３．令和３年度災害歯科保健医療体制研修会（西日本ブロック）出席報告
４．令和３年度第２回九州地区連合歯科医師会協議会出席報告
５．日本学校歯科医会第105回臨時代議員会出席報告
６．院内感染防止対策に係る研修会（非会員向け）開催報告
７．診療報酬改定説明会開催報告
８．令和３年度第２回沖縄県保険者協議会出席報告
９．令和４年度第１回歯科連絡会議出席報告
10．「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運⽤について	
11．「歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準」に必要な院内感染予防対策研修会の実施に係る日
歯生涯研修事業（Eシステム）への単位申請方法について

12．Ｅ-systemを活⽤した施設基準に係る研修の受講対応の依頼について
13．新型コロナウイルス感染症に係る臨時的なE-systemを活⽤した施設基準に係る研修の受講対応の依頼
について

14．「令和３年度災害歯科保健医療チーム養成支援事業」災害歯科保健医療体制研修会の講義映像・資料
の限定公開について

15．『沖縄県立病院群歯科口腔外科 “10周年記念講演会” 』開催の案内について
16．令和４年度ＨＩＶ医療講習会の実施について
17．令和４年度診療報酬改定に係る院内掲示⽤ポスター並びに情報提供⽤文書の記載例と文書の活⽤方法
の作成について

18．沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保実証事業業務委託料の確定通知書について
19．令和３年度沖縄県地域医療介護総合確保基金事業補助金の確定について
20．「令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」に係る消費税及び地方消費税
に係る仕入控除税額報告書の提出について

21．委員会報告
　　①学術　　　②保険　　　③センター　　　④学校歯科

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第２・第３種会員）の入会について
２．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について
３．2022年度歯科衛生士会会員募集の案内送付依頼について
４．事務局職員採⽤について
５．非常勤歯科医師の委嘱について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　日本歯科医師会選挙人及び補欠選挙人の選出に関する件
第２号議案　令和５年春・秋の叙勲・褒賞候補者の推薦に関する件
第３号議案　日本歯科医師会会長表彰候補者の推薦に関する件
第４号議案　歯科医師派遣依頼（学校法人ＫＢＣ学園）に関する件
第５号議案　令和４年度歯科健診・歯科保健指導依頼（那覇市こども発達支援センター）に関する件
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第６号議案　8020推進運動『いい歯キラメキ2022』キャンペーンでの講演依頼に関する件
第７号議案　沖縄歯科衛生士学校職員補充に関する件

IV．協議事項
１．センターの診療体制周知について
２．歯と口の衛生週間に関する周知について
３．新潟大学大学院歯科麻酔学分野のクラウドファンディングのプロジェクトについて　
４．第198回日歯代議員会における「地区代表事前質問」について

Ⅴ．その他
１．玉城先生の替え歌について
２．沖縄県医師会会報「月間（週間）行事お知らせコーナー」への寄稿依頼について
３．株式会社ロッテのＰＯＰ企画について
４．令和４年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出について
５．施設基準研修会参加についてのアンケート依頼について
６．『マスク生活の今こそ「あいうべ体操」・マスクをしたままできる	お口の体操』広告媒体の配布について

■ 令和４年度　第２回定時理事会　令和４年４月26日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．令和４年度歯科衛生士学校入学式開催報告
２．「那覇市口腔保健支援センター」の開設について
３．令和３年度沖縄県口腔保健推進事業の委託料の確定について
４．令和３年度かかりつけ歯科医推進事業の委託料の確定について
５．沖縄県私立専修学校授業料等減免事業補助金の確定について
６．令和３年度歯科衛生士養成所設備整備事業補助金の確定について
７．令和３年度沖縄県歯科医師認知症対応向上研修事業の委託料の確定について
８．「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性
健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長に関する周知への協力依頼について

９．歯科⽤貴金属価格の緊急改定について
10．社会保険診療報酬点数早見表について
11．使⽤薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正などについて
12．歯科医師による新型コロナウイルスのＰＣＲ検査の検体採取に伴うＥシステム（e-learning）教育研修
未入会者の受講受付終了について

13．「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の運⽤について	
14．電子処方箋の運⽤ガイドラインの一部改正について
15．「仙台防災枠組2015-2030」グットプラクティス募集について	
16．会員学会への情報提供依頼について
17．医療⽤手袋の備蓄品の試行的売却について
18．施設基準対応講習会の開催について
19．令和４年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催について
20．オンライン資格確認導入に関するリーフレットの送付について
21．委員会報告
　　①医療管理・医業経営　　　②学校　　　③調査広報
　　④保険　　　⑤地域保健　　　⑥100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１種）の入会について
２．歯科医師会事務局（学校非常勤）職員の採⽤について
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Ⅲ．議事事項
第１号議案　沖縄県歯科医師会会費の減額申請に関する件
第２号議案　沖縄県留置視察委員会の委員候補者の推薦に関する件	
第３号議案　令和４年度歯科保健事業功労者に対する厚生労働大臣表彰に関する件

IV．協議事項
１．本会が会員として参加が可能となる学会など会費を必要とする団体の参加条件について

Ⅴ．その他
１．本会ホームページからのリンク依頼（オーデーエー）について
２．論壇について

■ 令和４年度　第３回定時理事会　令和４年５月10日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．埼玉県歯科医師会男女共同参画推進委員会女性歯科医会出席報告
２．日歯代議員との意見交換会出席報告
３．第７回世界ウチナーンチュ大会第３回実行委員会出席報告
４．第31回日本有病者歯科医療学会学術大会出席報告
５．沖縄県国民健康保険団体連合会介護給付費審査委員会出席報告
６．令和３年度「健康おきなわ21」推進協議会出席報告
７．第49回日本歯科麻酔学会総会および学術大会出席報告
８．ＬＩＯＮ×日本歯科医師会スペシャルイベントについて
９．令和４年度生涯研修セミナーの実施について
10．令和４年度厚生労働省補助事業一般社団法人千葉県歯科医師会「歯科技工士の人材確保対策事業」シ
ンポジウムの案内について

11．新型コロナウイルスワクチン接種の推進及び調査について
12．新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習
施設への周知事項について

13．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り扱いについて（その７０）
14．オンライン請求システムに係るセットアッププログラムのダウンロードサービス開始について
15．「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
16．「令和４年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」について
17．第７４回九州歯科医学大会第１予報の送付について
18．要望（小規模県歯科医師会役員懇話会）に対する回答について
19．委員会報告
　　①学術

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第３種）の入会について
２．沖縄県歯科医師会会員（第１種）の退会について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和４年度定時代議員会の上程事項に関する件
第２号議案　本会が会員として参加が可能となる学会など会費を必要とする団体の参加条件に関する件

IV．協議事項
１．第41回日本障害者歯科学会について
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Ⅴ．その他
１．論壇掲載について
２．技工士の実態調査について

■ 令和４年度　第４回定時理事会　令和４年５月24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年度監査報告
２．（有）オーディーエー定時株主総会報告
３．「沖縄県血液等暴露後ＨＩＶ感染予防薬整備事業」の周知について
４．令和３年度心身障害児（者）歯科診療事業補助金の確定について
５．令和３年度心身障害児（者）歯科診療拡充事業補助金の確定について
６．令和３年度沖縄県障害者歯科地域協力医等養成研修事業補助金の確定について
７．令和４年度沖縄県地域医療介護総合確保基金事業（歯科医療従事者技術向上支援事業）補助金の交付
決定前着手の承認について

８．ウクライナへの支援のための義援金について（御礼）
９．「疑義解釈資料の送付（その８）」について
10．コロナ感染拡大警報について　
11．被害注意の連絡について　
12．第50回産業歯科医研修会の開催について
13．「学校歯科医生涯研修制度　令和４年度専門研修」について
14．無歯科医地区などを含む過疎地域における『訪問歯科診療』の安定供給に関する調査研究（Ｗeb調
査）の周知への協力依頼について

15．委員会報告
　　①センター　　　②アクティブ　　　③学校
　　④調査広報　　　⑤地域保健

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員の種別変更について
２．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について　
３．沖縄歯科衛生士学校運営委員会委員長の変更について

Ⅲ．議事事項
第１号議案　令和３年度会計決算認定に関する件
第２号議案　令和３年度会計剰余金処分に関する件　
第３号議案　令和３年度会計書類（附属明細書）並びに財産目録に関する件
第４号議案　令和４年度歯科健康診断業務委託契約（公立学校共済組合沖縄支部）に関する件
第５号議案　沖縄県歯科医師会会費減額申請に関する件
第６号議案　令和４年度学校保健及び学校安全表彰（文部科学大臣表彰）に関する被表彰候補者の推薦に

関する件

IV．協議事項
１．ＺＯＯＭの契約更新について
２．フェイスブックの立ち上げについて

Ⅴ．その他
１．医師・歯科医師派遣事業（沖縄県麻酔医派遣事業）について
２．保険委員会主催説明会（７／14）について
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■ 令和４年度　第５回定時理事会　令和４年６月14日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．沖縄復帰50周年記念式典出席報告
２．第134回都道府県会長会出席報告
３．歯がんじゅう月間検討会開催報告
４．第30回いい歯キラメキ2022キャンペーンサンスターファミリーミュージカル開催報告
５．公益社団法人南部地区歯科医師会の新役員について
６．医療⽤手袋の備蓄品の売却の実施について
７．社会保険歯科診療報酬点数早見表（３．４）
８．「疑義解釈資料の送付について（その10）」について
９．保健医療機関等の診療科別平均点数一覧表（歯科）について
10．「重篤副作⽤疾患別対応マニュアル」の紹介動画のホームページ掲載について　
11．第４５回九州デンタルショー2022大型ポスター及びチラシの送付について
12．ＨＰＰ（低ホスファターゼ症）医療連携セミナーの開催について
13．第２５回感染症予防歯科衛生士講習会の開催について　
14．『宅配大手企業が歯科矯正⽤マウスピース装置を製造し、患者に直接配送するサービスを開始した』
の報道に対する見解（日本矯正歯科学会）について　

15．おきなわ事業者復活支援金の受付開始について　	
16．セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「日医工」ピタバスタチンCa4mg製品出荷に関するお知らせに
ついて　

17．令和４年度の医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査の実施について　
18．第25回日本歯科医学会学術大会の開催について
19．委員会報告
　　①100周年記念誌発行準備　　　②学校歯科
　　③地域保健　　　④センター　　　⑤保険

Ⅱ．承認事項
１．沖縄県歯科医師会会員（第３種会員）の入会について
２．沖縄県歯科医師会疾病共済金給付申請について
３．学校歯科委員会の委員長交代について
４．令和４年度沖縄県「愛の血液助け合い運動」及び令和５年「はたちの献血」キャンペーンにかかる後
援名義使⽤について

５．第22回沖縄県健康教育研究大会の後援について
６．職員の退職届けについて

Ⅲ．議事事項
第１号議案　寄付された金品の収受及び使途に関する件
第２号議案　歯みがき指導への歯科衛生士派遣依頼（沖縄市こども発達支援センター）に関する件

IV．協議事項
特になし

Ⅴ．その他
１．業務委託契約（ジェノバ）について
２．低ホスファターゼ症患者の協力依頼について
３．口腔保健医療センターの診療状況について
４．九地連協議会協議題について
５．歯科助手講習会受講料について
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６．令和４年度院内感染防止対策に係る研修会開催のお知らせについて
７．保険委員会への諮問について
８．令和4年度沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保事業業務委託契約書について
９．沖縄県の口腔外科医療についての意見交換会（6月26日18：30）について

■ 令和４年度　第６回定時理事会　令和４年６月28日（火）　午後８時　口腔保健医療センター
Ⅰ．報告事項
１．第134回都道府県会長会議出席報告
２．令和４年度第１回沖縄県認知症疾患医療連携協議会出席報告
３．第22回日本スポーツ・健康づくり歯学協議会出席報告
４．令和５年度地域医療介護総合確保基金（医療分）に係る基金充当希望事業及び新規事業提案調べにつ
いて

５．第44回九州口腔衛生学会総会開催と演題募集のお知らせについて
６．「令和４年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」について
７．診療報酬明細書の見本について
８．「疑義解釈資料の送付について（その14）」について
９．「病院又は診療所における診療放射線の取り扱いについて」
10．６成分８製品の自主回収の報告について
11．新型コロナワクチン追加接種（４回目接種）に使⽤する武田／モデルナ社ワクチンの配分などについて
12．ウクライナへの支援のための義援金について
13．身元不明遺体に関する捜査協力依頼について
14．委員会報告
　　①学校　　　②学術　　　③医療管理・医業経営　　　④調査広報

Ⅱ．承認事項
特になし

Ⅲ．議事事項
第１号議案　沖縄県死因究明等推進協議会に係る委員の推薦に関する件
第２号議案　「地域総合功労」に係る都道府県知事推薦の試行に関する件
第３号議案　厚生分野に係る令和５年春の叙勲及び褒賞候補者の推薦に関する件
第４号議案　講習会講師派遣依頼（興南施設管理株式会社）に関する件

IV．協議事項
１．沖縄プラント工業特殊歯科健診について
２．本県の歯科技工士不足について

Ⅴ．その他
１．学校でのフッ化物洗口普及に向けたアンケート結果について
２．センター診療状況について
３．センター手術室のパソコン購入について
４．睡眠時無呼吸症患者のマウスピースを作成できる歯科医院の紹介について
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　先日の小さい台風が通過した後、蝉たちが一斉に鳴きだし夏本番の到来を感じます。
　マスクの着用義務の緩和が打ち出され、子供たちの熱中症が減少する事を願うばかりです。
　今年に入ってからオンライン請求、オンライン資格確認を導入してみました。
　オンライン請求は提出期限にゆとりができるし、簡易エラーチェック機能がついていて非常に便利
に感じます。オンライン資格確認はマイナンバーカードを持ってくる患者さんは滅多にいませんが、
保険証からでも資格確認できますので受付事務の負担軽減に繋がっています。どちらも義務ではあり
ませんが、一度お使いのカルテメーカーと相談してみることをお勧めします。

島袋　

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、月１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、月１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
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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７月１日　現在500人

内　訳

種　　別 男 女 計

１ 種 会 員 308 43 351

２ 種 会 員 12 2 14

３ 種 会 員 31 16 47

４ 種 会 員 0 0 0

終 身 会 員 75 13 88

計 426 74 500

入・退会状況（１種・２種・終身）（正会員）

種　　別 男 女 計

入 会 者 4 0 4

退 会 者 0 1 1

計 4 -1 3

正会員地区別

地　　区 男 女 計

北 部 地 区 23 1 24

中 部 地 区 118 14 132

南 部 地 区 223 36 259

宮 古 地 区 16 7 23

八 重 山 地 区 15 0 15

計 395 58 453

入・退会状況（３種・４種準会員）

地　　区 男 女 計

入 会 者 1 2 3

退 会 者 2 0 2

計 -1 2 1

退会会員（３名）
氏　　名 日　付 理　　　由

佐　藤　範　幸 令和４年３月31日 一身上の都合（３種会員）

阿　嘉　德　真 令和４年３月31日 一身上の都合（４種会員）

古　川　恵美子 令和４年６月30日 一身上の都合（１種会員）

会員動静（新入会員７名）
氏　　名 生年月日 医　　院　　名 就業所所在地 出　身　校 卒業年月 会員種別 入会日

當　山　大　輔 S63.7.22 当山歯科医院 読谷村字都屋167-3 鹿児島大学歯学部 H26.3 2種会員 令和4年4月1日

土　屋　光　良 S45.5.30 ふるげん歯科クリニック 読谷村古堅656-4 北海道医療大学歯学部 H7.3 1種会員 令和4年4月1日

長　嶺　和　希 S60.8.27 ながみね歯科 那覇市銘苅1-10-12 福岡歯科大学 H22.3 3種会員 令和4年4月1日

古　謝　有　咲 H8.5.22 しらゆり歯科 宜野湾市志真志1-1-2-1F 明海大学歯学部 R3.3 3種会員 令和4年5月1日

上　濱　理　子 H8.5.13 あだん歯科クリニック 宮古島市平良字久貝654-36 北海道大学歯学部 R3.3 3種会員 令和4年6月1日

竹　田　宗　毅 S50.4 たけだ歯科クリニック 那覇市真嘉比1-29-10　1F 明海大学歯学部 H16.3 1種会員 令和4年7月1日

高　良　麻　呂 H8.2.6 医)笑歯会ペリー歯科クリニック 那覇市小禄421-29 東京歯科大学 R2.3 2種会員 令和4年7月1日

異動会員（１名）
氏　　名 日　付 理　　　由

森　　　誠 令和４年６月１日 １種会員→２種会員（中部地区会員）
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