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市民フォーラム『人生会議』にて
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巻頭言 沖縄県の医療事故調査制度の進捗状況
　～診療所でも起こりうる医療事故への対応～

   田名　　毅 4
報　　告 那覇市医師会 2018年 アットホーム懇親会   外間　英之 6

第55回九州首市医師会連絡協議会
　～会長会議～   山城　千秋 12
　～勤務医協議会～   玉城研太朗 13
　～災害担当理事者会～   田名　　毅 14
　～全体討議～   山城　千秋 15
　～全体討議～   座波　　航 16
平成30年度 沖縄県国民保護共同訓練   嘉数　　朗 18
市民フォーラム『人生会議』
　～第1部～   喜納美津男 22
　～第1部～　創作劇   長嶺　　勝 24
　～第2部～   金城　隆展 34
　～第3部～   上間　　一 36
読売巨人軍・春季沖縄キャンプ2019 in 那覇へのブース出展   宮城　孝志 38

随　　筆 開業20年の感慨   萩原　啓介 41
受賞の喜び 沖縄県医事功労者 県知事表彰を頂きました   玉城　信光 42

平成30年度 健やか親子21全国大会（母子保健家族計画全国大会） 44
において厚生労働大臣表彰受けて　　　　　　　　　　　　　 

  真栄田篤彦
学術・生涯教育講演会 平成31年1月10日　那覇市立病院　内原 潤之介 先生   宮城　政剛 46

　 〃   2月14日　那覇市立病院　仲地 紀哉 先生 48
　 〃   2月14日　大浜第一病院　前田 武俊 先生 

  宮城　政剛
生涯教育コーナー 梅毒さいこう！ －再興です－   仲宗根　正 51

施設紹介 医療法人祐の会　友利産婦人科   友利　俊一 54
ご挨拶   尾野　敏郎 56

臨床研修医のコラム これまでの研修について   伊庭　弘花 58
各班めぐり 「崇元寺班」の紹介   千葉　敦子 60

医療連携のひろば 那覇市地域包括支援センター識名   安仁屋　香 62
住み慣れた地域で健康で活き活きと過ごす   津嘉山ゆかり 64
チアフルタウン　～明るく快活な街を目指して～   仲本　泰子 66
第11回禁煙パレードへ参加して   中沢　初絵 68
第11回禁煙パレードに参加しての感想   喜屋武厚子 69
第11回禁煙パレードへ参加して   金城　沙依 70

コ・メディカルのページ 那覇市国保特定健診・保健指導 71
　～「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の実施報告～ 

  石川　義子
沖縄県内での活動スタート！ 74
入院中のこどもたちに「こども時間」を！ 

  石井　裕子
趣味あれこれ まだブルースが吹けていない   中里　和正 78
看護学校便り 平成30年度 福岡県専任教員養成講習会を受講して   大城かおり 80

海外ボランティアに参加して   金城由季乃 82
地域の風 『見える！眼科』   酒井　　寛 85

日本医師会 情報通信 “外国人看護師候補者資格取得支援事業”に関する
インドネシア共和国保健省との協力覚書を締結 －福岡県医師会－ 
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会務報告 会長ダイアリー    89

理事会記録    90
評議員会記録    92

人事消息 新入会員   109
異動会員   110
退会会員   110

編集後記   真志取浩貴 112
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《 表紙のことば 》

「野に咲く花と蝶」
　この風雨にかすれた野の花を見ていると曹洞宗大本山永平
寺 78 代貫首・宮

みや
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（1901 年～ 2008 年）さんの言葉
を思い出します。｢自然は素晴らしい、誰も見ていなくても、
誰に褒められなくても毎年きちんと美しい花を咲かせる｣。
野の花のように生きて行きたいものです。
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