
友寄英毅先生　令和2年度沖縄県功労者表彰 P64

巻頭言 謹賀新年  山城　千秋 4
報告 第20回『チャリティー写真展』  外間　英之 6

松山の皆様を対象としたPCR検査   玉城研太朗 10
沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部   嘉数　　朗 14
新型コロナウイルス感染症 第1波・第2波における
在宅医療担当理事の取り組み　　　　　　　　 　    嘉数　　朗 18

学術・生涯教育講演会 令和2年10月１日　県立中部病院　椎木 創一 先生   玉城研太朗 23
令和2年11月12日　鹿児島大学　大石 充 先生   宮城　政剛 24

生涯教育コーナー CBRNE とテロリズム7   出口　　宝 26
コロナ禍でのフレイル対策   大湾　一郎 33

医療連携のひろば 医療情報共有システムLHR－私の理想   崎原　永辰 38

コ・メディカルのページ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する
救急隊の現状と課題　　　　　　　　　　　　　   知念　鉄雄 43

コロナ禍におけるオーラルフレイル対策   井上　博文 46
沖縄県内における医師事務作業補助者の交流   備瀬　澄子 47
地域包括ケアにおける薬剤師の役割   亀谷　浩昌 50

随筆 夢さりぬ　～開業50周年を迎えて～   嶺井　定一 52
街のなかの小さなスポーツクリニック   照屋　　均 54
20周年という「時」の流れ   長田　　清 56
クリニックの経緯と経営理念   田名　　毅 58
開業10年を迎えて   久手堅憲史 60

受賞の喜び 学校健診の風景   大田　征夫 62
沖縄県功労者表彰を受けて   友寄　英毅 64

新入会員コーナー ペインクリニックをよろしくお願いします   比嘉　達也 66

施設紹介 那覇市立病院でのコロナ診療体制について
―みんなで支えるコロナ診療―　　　　　   旭　　朝弘 68

各班めぐり 開南班だより   古謝　将常 70
牧志班   豊田　和正 72

グルメマップ 素材を生かした和食に日本酒を合わせて   外間　英之 74

地域の風 那覇・南部地区医師会における新型コロナ
ウイルス検体採取センターに参加して     兼次　勝枝・横山　紗理・吉川　美妃 76

看護学校便り 映画「スクール・オブ・ナーシング」を視聴して   野浦　樹美 79
解剖見学実習を終えて   比嘉　雅文 80

日本医師会 情報通信 日本医師会 休業補償制度   82
会務報告 会長ダイアリー   84

理事会記録   85
評議員会記録   88

人事消息 新入会員   111
異動会員   111
退会会員   112

訃報  113
編集後記   玉井　修 114

永年の寄付活動に感謝状を頂戴いたしました。（チャ
リティー写真展） P7
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《 表紙のことば 》

ながた内科クリニック　　
院長　長田　光司

「モーまだ～。早く撮って～」

　あけましておめでとうございます。今年は丑年です。写真
は岩手県の小岩井農場で撮った1枚です。農場に動かない牛
がいると思ったらベンチでした（笑）。「小岩井」は農場を開
拓した小野義眞、岩崎彌之助、井上勝の3人の名字から1字
ずつ取ったものだそうです。人間の努力で火山灰の広大な不
毛の地を牧場に作り変えました。丑年にちなんで、モーレツ
な人類の努力で、コロナ禍のない今よりモ
ーっとよい世界になることを祈念します。


