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緊急患者空輸に携わる現場の隊員と共に記念撮影　P81

緊急患者空輸9,000回記念　陸上自衛隊 第15ヘリコプター隊を表敬訪問しました。

古賀幹徳隊長と共に記念撮影　P82

巻頭言 那覇市医師会検査センターの経緯 ～医師会立からSRL業務提携へ～   友利　博朗 4
報告 職員交換研修を終えて   重田　泰秀 6

那覇市医師会様との交換研修について   小林真沙美 7
第16回那覇市医師会『チャリティー写真展』   外間　英之 10
第58回地区医師会連絡協議会
　～中部地区医師会での校医による学校健診の取組みについて～   白井　和美 12
第58回地区医師会連絡協議会
　～在宅医療・介護連携推進事業の各地区の取り組みについて～   長嶺　　勝 14
第2回那覇市在宅ケアネット市民フォーラム   長嶺　　勝 18
第2回那覇市在宅ケアネット市民フォーラム
　～ちゅいしーじ劇場（地域包括ケアってなんだろう？）～ 

  玉井　　修 19
財）JKA 検診車整備補助事業による胃部（デジタル）検診車の導入報告   玉城研太朗 30
那覇市医師会検査センターでの「基準範囲」の採用について   友利　博朗 32

学術・生涯教育講演会 平成28年12月 8日 泡盛館　宮城 昭義 先生   宮城　政剛 34
平成29年 1月12日 大浜第一病院　前田 武俊 先生   宮城　政剛 35
　  〃　 2月 9日 ありがとう子供クリニック　二木 良夫 先生   宮城　政剛 37

生涯教育コーナー 梅毒について ～近年患者数が増加している疾患～   屋宜　宣武 39
大腸がん検診について   外間　雪野 42

受賞の喜び 『公衆衛生事業功労者・厚生労働大臣賞表彰』を受けて   喜久村徳清 46
平成28年度 文部科学大臣賞 ～受賞喜びの声～   新垣　武三 48
『インターンの思い出』   上里　忠正 48
医事功労者県医師会長表彰を受賞して   金城　幸博 50
沖縄県医事功労者県医師会長表彰・医事紛争処理委員10年以上表彰を受けて   平田　晴男 50

施設紹介 産婦人科医院はじめました！   仲地　紀智 52
ゆずりは訪問診療所   屋宜　亮兵 54
大道美容外科内科   白武　靖久 56
気管支サーモプラスティ   松野　和彦 59

新入会員コーナー 私の趣味   仲本　晴男 62
ご挨拶   與那嶺　睦 63

臨床研修医のコラム 沖縄協同病院での研修5年間を振り返って   小野　　武 65
各班めぐり 『寄宮班』からの診療情報提供書（自己紹介状）  原　信一郎 66

「首里・松川班」の紹介   久手堅憲史 68
「久茂地班」の紹介   新城　　憲 69
「安里班」の紹介   玉城　　仁 70

趣味あれこれ 多趣味バンザイ！   外間　雪野 72
コ・メディカルのページ 医療分野で求められる臨床工学技士の役割   池間　妙子 73

地域包括ケアシステムの拡充に向けて
　～在宅での栄養管理・食事の提案など管理栄養士にできること～ 

  吉田　陽子 76
医療連携のひろば 緊急患者空輸9,000回記念　陸上自衛隊 第15ヘリコプター隊・訪問記   嘉数　　朗 78

地域の風 『ふだん使っている日本語ものしり辞典（その1）』by日本語を考える会編   照屋　　勉 84
看護学校便り 医療中国語台湾研修に同行して   アランブロ　浦添　美和 88

台湾研修に参加して   當眞　嗣哲 90
リレーフォーライフを通して   仲村　輝拓 93

日本医師会 情報通信 『かかりつけ医向け認知症高齢者の
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《 表紙のことば 》

沖縄赤十字病院
　前副院長　知花　朝美

「静かな微笑み」
　いつもは、華やかに多くの花が咲いているランタナが、 
咲きはじめでしょうか。道端で静かにひっそりと咲いている
様子が、いじらしく見えてシャッターを切りました。
　那覇市医師会理事の期間 10 年、医師会活動 15 年が経ち、
私もどこかでひっそりと、診療しているでしょう。
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