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第38回那覇市医師会

『健康ウォーキング大会』　P26

巻頭言 謹賀新年   山城　千秋 4
報告 第19回那覇市医師会『チャリティー写真展』   外間　英之 5

第56回九州首市医師会連絡協議会
　～会長会議～   山城　千秋 9
　～勤務医協議会～  玉城研太朗 11
　～災害担当理事者会～   宮城　　淳 12
　～全体討議（前半）～   嘉数　　朗 14
　～全体討議（後半）～   喜納美津男 16
令和元年度 那覇市総合防災訓練   宮城　　淳 21
第38回那覇市医師会『健康ウォーキング大会』   外間　英之 24
第61回地区医師会連絡協議会
　～人材斡旋業者に関するアンケート集計結果報告～ 

  玉井　　修 28
令和元年度 国際通りトランジットモール「禁煙推進パレード」   嘉数　　朗 36

学術・生涯教育講演会 令和元年 9月12日　茅ヶ崎市保健所　松本 明久 先生

　　〃　 9月12日　松井歯科医院　　松井 新吾 先生　  宮城　政剛 40
　　〃　 9月12日　鶴が台菅原医院　菅原 一朗 先生

　　〃　10月10日　大浜第一病院　　髙橋 　隆 先生

　　〃　10月10日　沖縄赤十字病院　砂川 長彦 先生  
  宮城　政剛 42

　　〃　11月14日　三和酒類株式会社　丸尾 剛 様   宮城　政剛 45
生涯教育コーナー CBRNE とテロリズム3   出口　　宝 46

銃　創   嘉数　　朗 52
不整脈の診断・治療におけるニューデバイス   間仁田　守 54

医療連携のひろば 那覇市地域包括支援センター新都心のご紹介   高良　和男 59
自分らしく暮らせるまちづくり   島袋　昌子 60
『つながる地域の輪を共に創る』～センターの活動～   安次富美恵子 62
ほうかつサポーター まもるンジャー参上！
　～地域包括支援センターの周知・広報～　　　 

  新本　当彦 64
那覇市地域包括支援センター高良と地域のお宝紹介   伊波　享乃 66
命しるべ（いのちの道標パンフレット）について   68

コ・メディカルのページ ケアマネジャーの役割 ～より良い連携を目指して！～   末吉　淳志 74
看護師の特定行為は医師のタスク・シフティング
　～特定行為への期待と今後の課題～  　 　　　　　

  清水　孝宏 76
随筆 廻る廻る、時代は廻る   饒波　正吉 78

開業、そして20年   赤嶺　和成 79
あじクリくん、もうすぐ成人です   安次冨健二 81

会員寄稿 医療はアートだ！   長田　光司 84
グルメマップ ワイン酒場BOUCHER（ブーシェ）   甲口　知也 86

施設紹介 沖縄協同病院の施設紹介   伊泊　広二 88
「無料低額診療事業」について   新垣　哲治 90
首里ハートクリニック　ご挨拶   安里　尚彦 92

臨床研修医のコラム 沖縄協同病院での初期研修を振り返って   大方　雄司 95
地域の風 救急病院・消防・介護施設連携を考える   原田　　宏 96

看護学校便り 第11回学校祭を終えて   金城　早貴 101
那覇市総合防災訓練に参加して   稻福　政心 104
那覇空港航空機事故対処部分訓練に参加して   國吉　夏凜 107

日本医師会 情報通信 中村哲医師の逝去を受けて  109
会務報告 会長ダイアリー   110

理事会記録   111
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人事消息 新入会員   134
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編集後記   玉井　　修 140
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《 表紙のことば 》

たばる内科胃腸科
院長　金城　幸博

「メジロと桜」
　2月初旬にゆいレール牧志駅そばの牧志公園で撮った 1枚です。
　最近、市内では雀を見かける機会が減った代わりにメジロをよく見
かけるようになりましたが、桜の咲く季節になると、花から花へと忙
しく飛び移るメジロが良い被写体になり、通勤途中に公園に寄って、
撮影しています。ただ、動きが早くあちこちと飛びまわるメジロを捉
えて満足のいく 1枚にするのが結構大変で、何回も連写で撮影して
ようやくまあまあの出来の写真が 2～ 3枚とれ、
そのうちの 1枚です。
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