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那覇市医師会一般社団法人
陸上自衛隊第15旅団第101不発弾処理隊
高谷隊長（取材当時）との記念撮影　P77

第22回 ビアパーティー IN
ロワジールホテルの様子　P37

巻頭言 いつかこの子らと臨床の現場で再会したい 
～那覇市医師会が看護学校を持つということを考えてみたい～

   玉井　　修 4
報告 第50回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会

　～第2分科会（検査・検診部門）～   玉城研太朗 6
　～大腸がん検診の精度管理向上に関する今後の取り組み～   重田　泰秀 7
　～第3分科会（高齢社会事業部門）～   長嶺　　勝 9
令和元年度 小児生活習慣病検診   崎原　永辰 11
那覇市医師会市民フォーラム「うつ病対策事業」報告   玉井　　修 14
　沖縄県および那覇市における自殺の現状について   玉井　　修 19
　「You are not alone. あなたは独りじゃない。」を伝えよう。   稲田　政久 22
　法的援助の活用で生きづらさを軽減してほしい   上原　智子 24
　関わりはあなたの手から   長田　　清 26
広島県 福山市医師会との職員交換研修を終えて   宮城　陽子 29
第22回ビアパーティーINロワジールホテル   外間　英之 34
『てぃーあんだールール ～那覇市入退院支援連携ルール及び情報共有ツール～』の運用   新垣　哲治 38

総会記録 第87回那覇市医師会定期総会     41
学術・生涯教育講演会 令和元年6月13日　琉球大学医学部附属病院　當間 裕一郎 先生

　 〃 　6月13日　琉球大学医学部附属病院　池宮城 秀一 先生 
  宮城　政剛 54

　 〃 　7月11日　沖縄県立中部病院　普天間 朝拓 先生   宮城　政剛 56
　 〃 　8月 8日　琉球大学医学部附属病院　上地 幸平 先生
　 〃 　8月 8日　琉球大学大学院　藤田 次郎 先生　　　　 

  宮城　政剛 57
生涯教育コーナー CBRNEとテロリズム2   出口　　宝 64

爆傷（Blast Injury）   嘉数　　朗 70
医療連携のひろば 陸上自衛隊第15旅団第101不発弾処理隊   嘉数　　朗 72

命しるべ（いのちの道標パンフレット）について   78
ご存知ですか？万が一の備え『緊急医療情報キット』   真栄城　孝 84
那覇市地域包括支援センター泊を開所して   安次富昌男 86
地域高齢者と包括支援センターの活動紹介   平良　　紳 88

コ・メディカルのページ 那覇市国保特定健診受診率向上 
～「AIによる受診勧奨モデル事業」の実施について～ 

  前川　守史 91
臨床研修医のコラム これまでの研修について ～海外挙式のすすめ～   盛島　明丈 96

各班めぐり 班会雑考   我喜屋　出 98
グルメマップ ラーメン大好き！   真志取浩貴 100

施設紹介 首里 千樹の杜クリニック   安里　英樹・安里　千文 102
新入会員コーナー ご挨拶   北本　晋一 105

ご挨拶   川俣あかり 106
ごあいさつ   稲田　隆司 108
健診に携わって   平田佐和子 109

地域の風 『医科歯科連携にむけて』   仲若　三男 110
看護学校便り 令和元年度　オープンキャンパスを終えて   大城　実央 113

里帰りトレーニングに参加して   大城　理沙 117
日本医師会 情報通信 令和元年医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査結果を公表   121

会務報告 会長ダイアリー   123
理事会記録   124
評議員会記録   127

人事消息 新入会員   143
異動会員   143
退会会員   144

訃報   145
編集後記   真志取浩貴 146
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《 表紙のことば 》

外間眼科医院
院長　外間　英之

「ことりちゃんずラブ」
　今年のGW、家族でシンガポール動物園に行き、私はカメラ片手に被
写体を探してうろうろ。野球場のような巨大なテントの中にパプアニュ
ーギニアの森を再現した区画に入りました。中には色とりどりのインコ
やキツネザルが放し飼いにされています。ナマケモノが１匹おり見つけ
るとラッキーと言われ探し回っていましたところ、木の下に小鳥が数羽
楽しく遊んでいます。中でも写真の 2羽は仲が良く
お互い寄り添ってキスをしたりしていました。小鳥
にも愛はあるのですね。タイトルは「おっさんずラブ」
を見た後でしたので、、、。


