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明けましておめでとうございます。皆さまにおかれましてはご家族やご友人と穏や

かな新年を迎えられたことと思います。

昨年は通年で新型コロナウイルス感染症の対応に追われた1年になりました。1月の

第3波から始まり、8月には第5波の大きな感染が全国、特にここ沖縄県、さらに中

部地区に広がりました。この中部医療圏は急性期病棟が少なく、救急医療とコロナ

感染症診療の両立は本当に厳しい局面もありましたが、職員がそれぞれの現場で懸

命に職責を果たし、何とか地域医療を守っていくことができました。新型コロナウ

イルスワクチン接種については、地域の集団接種会場や介護施設への出張接種、そ

して土日を利用した病院での個別接種にも積極的に取り組んできました。一方、利用者の皆さまには予定

手術や検査の変更（延期）、面会の制限などでご不便をおかけしました。このように第5波では病院の機

能をコロナ対応に注力する必要があり皆さまのご理解、ご協力なくしては乗り越えることはできませんで

した。ここに感謝申し上げます。

医療関係者には既に3回目の新型コロナウイルスワクチン接種が始まりました。今年も住民の皆さまの新

型コロナウイルスワクチン接種にも大いに協力していく予定です。

治療薬の開発とともに今年こそは新型コロナウイルス感染症が終息する事を願っています。今年1年のご

多幸を祈念して新年の御挨拶といたします。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

昨年は、デルタ株の出現で世界中が新型コロナウイルス感染症の脅威にさらされ、

沖縄県でも断続的に感染の波が襲来するなか、ちばなクリニックは通常診療と並行

し、成人のみならず小児の発熱患者も多く受け入れてまいりました。発熱患者につ

いては一般受診者と動線を分離するため車中診察とし、積極的にPCR検査を行うこ

とで早期診断に努めました。また新型コロナウイルスワクチン接種については最大

で週600名を受入れ、地域の感染防止に貢献できたのではないかと思います。こう

した１年を経て、第５波を越えることができたことは職員及び地域の皆さまのご理

解ご協力のおかげであると感謝申し上げます。

さて、昨年は旧病院の解体跡地を新しい駐車場として整備し、利便性の向上を図りました。今年は健康管

理センターの拡張・リニューアルを予定しております。リニューアル後も外来診療部門と連携し、より一

層地域の健康維持・増進、病気の早期発見、治療に努め、良質な医療を提供するとともに経営基盤の安定

化を図りたいと考えております。診療部門では、マンパワーをより充実させ、地域ニーズに合う外来診療

を提供していきたいと考えております。

今後とも地域の皆さま、そして職員の皆さまのご協力を賜りますようお願いいたします。

新しい年が希望に満ちた明るい年になるよう願い、新年の御挨拶といたします。

中頭病院 院長　下地 　勉

ちばなクリニック 院長　大城 直人

金城　介護保険や介護って聞いてどんなイメージです

か？

上原　歳をとって普段の生活がままならなくなってし

まったときに必要になるものといった漠然としたイメー

ジです。

金城　介護って元気な時は他人事のような感じで、親の

介護が必要だよねって年齢になると考えますよね。

上原　介護が必要になった場合、どこに相談すれば良い

のか分からないですね。

金城　まず、お住まいの市町村には介護に関する総合的

な窓口の地域包括支援センターがあります。沖縄市であ

れば７カ所、うるま市は 6 カ所あり、そこで介護保険と

いうことであれば申請の手続きまで進めてもらえます。

上原　介護サービスは誰でも受けられるのでしょうか？

金城　65 歳以上の方は、原因を問わず「要支援・要介

護状態」になった場合に、40 歳以上 65 歳未満の方は指

定の「特定疾病により介護が必要になった場合」に介護

サービスを利用できます。

上原　申請は本人しかできないのですか？

金城　介護を必要としている本人、またはそのご家族が

申請できます。それが難しければ、「地域包括支援セン

ター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が

申請を代行することも可能です。

上原　認定までどのくらい時間がかかりますか？

金城　申請書を出した日から３０日以内に通知されます。

上原　結構、時間がかかるのですね。

金城　申請すると、「本当にその人に介護保険が必要かど

うか」「どの程度、介護が必要か」を調べる認定調査が始

まります。介護認定調査員が直接自宅や施設、病院を訪

れて行う聞き取り調査と、申請書に指定した医師が市町

村の役所から求められる「主治医意見書」の内容を併せ、

その人の要支援・要介護度が判定されます。そのあとに、

私たちケアマネジャーとご本人、ご家族といっしょにケ

アプランを作成していきます。

上原　急に介護が必要になった時に困りませんか？

金城　結果がどうしても待てないといった場合には、認

定結果が通知されるまでの期間は、暫定的な介護保険資

格者証・被保険者証が交付されます。その資格証を提示

することで介護保険サービスの利用ができますが、認定

調査の結果「非該当」となった場合は利用料の 10 割を

負担することになるので注意が必要です。

上原　介護サービスってどんな種類があるのですか？

金城　介護サービスは大きく３つあって「訪問」「通い」「宿

泊」です。それを本人に必要なものをケアマネジャーと

一緒に組み上げていきます。

上原　本人、もしくは家族だけで悩まないで相談したほ

うがいいですね。

金城　費用の面や、介護に対しての不安があると思うの

で、ケアマネジャーが説明したり一緒にイメージ作りを

できるようにしたいですね。介護はひとりでするもので

はなく、多くの人で支えていくものですから。

教えて‼介護保険のこと
新春対談

事務職

上原 久
ケアマネジャー　
金城 三智代

金城 三智代 kinjo Michiyo
居宅介護支援事業所なかがみ　管理者　主任ケアマネジャー

沖縄県出身。平成 16年通所リハビリ介護職としてスタート。ケアマ
ネジャーの資格を取得。平成 24年敬愛会入職。その後、沖縄市キャ
ラバン・メイトの活動にも加わり、認知症の人及びその家族への支
援を行う。

上原 久 Uehara Hisashi
ちばなクリニック管理課　事務職
沖縄県出身。大学では考古学を専攻、学芸員コースの単位を取得し沖
縄県立博物館へ就職。その後渡米し聴講生としてジョージワシントン
大学へ。在学中、ワシントンD.C.にあるスミソニアン協会のサックラー
美術館で 1年間インターンとして経験を積む。平成 25年敬愛会入職、
法人本部広報を経て現職。
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南恩納折り紙サークル作品展　
 期　間　 令和4年1月4日(火) ～ 1月31日(月)

ギャラリーなかがみ　 中頭病院1 F ※ スケジュールは、都合により変更になる場合が御座いますので予めご了承ください

広報誌「K-ai ニュース」
読者アンケートにご協力ください

アンケートは
こちらから

社会医療法人敬愛会 理念

退職医師(令和3年12月末日)

内科：石原　昌清（11月末日）　　放射線科：嘉陽　安美子

酒井　美江
（さかい　みえ）

脳神経外科

沖縄県は旅行で来た事しか
なく住むのは初めてなので
いろいろ知れたらいいと思い
ます。宜しくお願いします。

新任医師(令和3年12月)

■ お問い合わせ・お申し込みは　

受付時間　9:00 ～16:30

098-923-1233

〒904-2153 沖縄県沖縄市字登川566番地
※中頭病院隣接

2022 年 2月OPEN
入居者募集中

なかがみ苑
介護付き有料老人ホーム あなたと一緒に


