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トル賞2位「そっとあなたの側に」P19

巻頭言 謹賀新年   山城　千秋 4
報告 広島県 福山市医師会との職員交換研修会に参加して   根間　一徳 6

那覇市医師会との職員交換研修に参加して   星田　洋征 11
第18回那覇市医師会『チャリティー写真展』   外間　英之 16
那覇地域産業保健センターの現状について   翁長　英好 20
第60回地区医師会連絡協議会
　－麻疹発生時における医師会側の対策対応に関して－   宮城　政剛 24
　－在宅医療・介護連携推進事業における各地区医師会の活動状況について－   長嶺　　勝 26
平成30年度那覇空港航空機事故訓練に参加しました   宮城　　淳 30
第36回那覇市医師会『健康ウォーキング大会』   外間　英之 32
国際通りトランジットモール 第11回『禁煙パレード』   嘉数　　朗 36
末吉さん!!長い間ご苦労様でした。   當山　　護 40
お疲れさん！末吉さん   新里　越郎 40
“末吉前事務局長　お疲れさま”   喜久村徳清 41
末吉前局長のこと   伊集　守政 41
激動の時期を乗り越えて   玉城　信光 42
35年前の那覇市医師会   長嶺　信夫 43
事務局長お疲れ様   山城　千秋 44

受賞の喜び 日本医師会最高優功賞受賞によせて   岸本　幸治 46
第50回沖縄県公衆衛生大会 沖縄県知事賞受賞によせて   我那覇安彦 47

学術・生涯教育講演会 平成30年 9月13日　大浜第一病院　城本 高志 先生   宮城　政剛 49
　 〃 　10月11日　大浜第一病院　大城 康一 先生   宮城　政剛 51
　 〃 　11月 8日　奥の松酒造株式会社　津島 健 先生   宮城　政剛 52

生涯教育コーナー お母さんと赤ちゃん、二つの命を守る沖縄プロジェクト
　－母と子 二つの命を守る沖縄県妊娠期がん診療ネットワーク協議会のキセキ－ 

  玉城研太朗 55
「地域のCVポートの御要望にお応えします」   岸　　宗佑 58

施設紹介 那覇市立病院における在宅、地域医療連携の試み   外間　　浩 62
沖縄協同病院　Dr.car   長間　将樹 65

新入会員コーナー お風呂談義   譜久原　夏 68
ご挨拶   樋口佳代子 69

臨床研修医のコラム 2年間の初期研修を終えるにあたり   前田　拓也 70
各班めぐり 班会議をもっと活用しよう   大城　　聡 72

医療連携のひろば 那覇市の慢性腎臓病対策の経過報告 
　－なはCKD48からCKD78（なは）へ－　　 
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　～楽しく取り組む地域包括ケアシステム～ 
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那覇市地域包括支援センター松島   大嶺　淳子 82
「平成30年7月豪雨」対応を踏まえて   横山　宏道 83
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看護学校便り 第10回学校祭を終えて   井上　舞白 94

那覇空港航空機事故対処総合訓練を通して   平良　友佳 98
地域の風 当医師会における予防接種医療について   菊池　　修 102
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《 表紙のことば 》

沖縄回生クリニック　
院長　金城　清光

「与儀公園の寒緋桜」
　寒緋桜にはソメイヨシノや山桜のような咲き誇る重厚感は
やや劣る感じがありますが、花弁の色調の変化には‘見事’
としかいえないものがありますので、400mmの望遠レンズ
にて切り撮りしました。
　さすが、日本列島で一番最初に咲く桜です。
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