
東京オリンピック2020　聖火リレーに希望を乗せて　P80岸本幸治先生を偲んで　P11

巻頭言 那覇市医師会のチーム力で「コロナ禍を打破へ」   友利　博朗 4
岸本幸治先生を偲んで 岸本幸治先生を偲んで   白井　和美 5

岸本幸治先生を偲んで   国吉　　勲 5
岸本幸治先生を偲び   當山　　護 6
岸本幸治先生を偲んで   喜久村徳清 7
岸本幸治先生との会話   新里　越郎 8
岸本幸治先生を偲んで   前浜　宏之 10
追　悼   伊志嶺　隆 11
岸本幸治先生を偲んで   大城　　聡 12
岸本幸治先生を偲んで   久手堅憲史 13
岸本幸治先生を偲んで   宮平　誠司 14
岸本先生の思い出   田名　　毅 15

報告 那覇市医師会新型コロナウイルス検体
採取センターの1年間を振り返って    

  玉城研太朗 16
総会記録 第90回那覇市医師会臨時総会   18

学術・生涯教育講演会 令和3年4月15日　沖縄赤十字病院　　佐々木 秀章 先生   宮城　政剛 32
令和3年5月13日　なおまさクリニック　直正 哲司 先生   宮城　政剛

生涯教育コーナー 那覇市医師会とグラクソ・スミスクライン社との慢性閉塞性 
肺疾患（COPD）に関する大規模臨床共同研究“OCEAN study”のご報告   玉城研太朗 34
ウェアラブルデバイスが医療のパラダイムシフトを起こす
～Apple Watchを中心に～　　　　 　　　　　　　　　　

   間仁田　守 38
医療連携のひろば 新型コロナウイルス感染症対策のこれまでとこれから

～変化した1年半を振り返る～ 　　　　　　　　　　
   上地智賀子 47

感染制御実践看護師（PNIPC）について   河田　宏治 50
コ・メディカルのページ 那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進事業（CKD78）活動報告

～「那覇市CKD安心カード」・「CKD78シールの活用」について～ 
  髙良めぐみ 52

受賞の喜び 沖縄県医事功労者医師会長表彰を受けて
～学校医の役割とは？～ 　　　　　　　

   玉那覇康一郎 55
日本公衆衛生協会長表彰を受けて   山根　邦夫 57
旭日双光章を受章して －先輩から私へ、そして後輩へ－   玉城　信光 58

施設紹介 沖縄県民のおしりをハッピーにしたい！
－大浜第一病院　大腸肛門外科について－

   仕垣幸太郎 60
当院の地域包括ケア病床12床の立ち上げを振り返って   小波津　寛 62

グルメマップ 人を、場を、世界を、笑顔に。オリオングループ
～より良い飲酒文化の醸成を目指して～ 　　　　

   早瀬　京鋳 65
臨床研修医のコラム これまでの研修について   永島　由喜 68

会員寄稿 ワクチン休暇を取りやすい環境を！
～新型コロナワクチン受ける側への提言～

   玉井　　修 70
各班めぐり 泊に移転した安里班員より   石田　吉樹 72

久茂地班   小禄　雅人 73
地域の風 内服薬を簡易懸濁法で投与する際の注意点について   川添　　希 75

看護学校便り 卒後1年目を終えて ～オンライン里帰りトレーニング～   津波　　集 76
東京オリンピック2020  聖火リレーに希望を乗せて   久志　篤子 78

日本医師会 情報通信 新型コロナワクチン接種を予約された方へ    82
会務報告 会長ダイアリー   85

理事会記録   86
評議員会記録   89

人事消息 新入会員   121
異動会員   124
退会会員   125

訃報  128
編集後記   玉井　　修 130



東京オリンピック2020　聖火リレーに希望を乗せて　P80岸本幸治先生を偲んで　P11

巻頭言 那覇市医師会のチーム力で「コロナ禍を打破へ」   友利　博朗 4
岸本幸治先生を偲んで 岸本幸治先生を偲んで   白井　和美 5

岸本幸治先生を偲んで   国吉　　勲 5
岸本幸治先生を偲び   當山　　護 6
岸本幸治先生を偲んで   喜久村徳清 7
岸本幸治先生との会話   新里　越郎 8
岸本幸治先生を偲んで   前浜　宏之 10
追　悼   伊志嶺　隆 11
岸本幸治先生を偲んで   大城　　聡 12
岸本幸治先生を偲んで   久手堅憲史 13
岸本幸治先生を偲んで   宮平　誠司 14
岸本先生の思い出   田名　　毅 15

報告 那覇市医師会新型コロナウイルス検体
採取センターの1年間を振り返って    

  玉城研太朗 16
総会記録 第90回那覇市医師会臨時総会   18

学術・生涯教育講演会 令和3年4月15日　沖縄赤十字病院　　佐々木 秀章 先生   宮城　政剛 32
令和3年5月13日　なおまさクリニック　直正 哲司 先生   宮城　政剛

生涯教育コーナー 那覇市医師会とグラクソ・スミスクライン社との慢性閉塞性 
肺疾患（COPD）に関する大規模臨床共同研究“OCEAN study”のご報告   玉城研太朗 34
ウェアラブルデバイスが医療のパラダイムシフトを起こす
～Apple Watchを中心に～　　　　 　　　　　　　　　　

   間仁田　守 38
医療連携のひろば 新型コロナウイルス感染症対策のこれまでとこれから

～変化した1年半を振り返る～ 　　　　　　　　　　
   上地智賀子 47

感染制御実践看護師（PNIPC）について   河田　宏治 50
コ・メディカルのページ 那覇市慢性腎臓病（CKD）病診連携推進事業（CKD78）活動報告

～「那覇市CKD安心カード」・「CKD78シールの活用」について～ 
  髙良めぐみ 52

受賞の喜び 沖縄県医事功労者医師会長表彰を受けて
～学校医の役割とは？～ 　　　　　　　

   玉那覇康一郎 55
日本公衆衛生協会長表彰を受けて   山根　邦夫 57
旭日双光章を受章して －先輩から私へ、そして後輩へ－   玉城　信光 58

施設紹介 沖縄県民のおしりをハッピーにしたい！
－大浜第一病院　大腸肛門外科について－

   仕垣幸太郎 60
当院の地域包括ケア病床12床の立ち上げを振り返って   小波津　寛 62

グルメマップ 人を、場を、世界を、笑顔に。オリオングループ
～より良い飲酒文化の醸成を目指して～ 　　　　

   早瀬　京鋳 65
臨床研修医のコラム これまでの研修について   永島　由喜 68

会員寄稿 ワクチン休暇を取りやすい環境を！
～新型コロナワクチン受ける側への提言～

   玉井　　修 70
各班めぐり 泊に移転した安里班員より   石田　吉樹 72

久茂地班   小禄　雅人 73
地域の風 内服薬を簡易懸濁法で投与する際の注意点について   川添　　希 75

看護学校便り 卒後1年目を終えて ～オンライン里帰りトレーニング～   津波　　集 76
東京オリンピック2020  聖火リレーに希望を乗せて   久志　篤子 78

日本医師会 情報通信 新型コロナワクチン接種を予約された方へ    82
会務報告 会長ダイアリー   85

理事会記録   86
評議員会記録   89

人事消息 新入会員   121
異動会員   124
退会会員   125

訃報  128
編集後記   玉井　　修 130



伊古桟橋の夏（八重山の黒島にて）

《 表紙のことば 》

沖縄県赤十字血液センター　　
所長　久田　友治

　今は使われていないが、伊古桟橋は国の登録有
形文化財である。昼は海の向こうに八重山の島々、
夜は満点の星が楽しめる。竹富町では全年齢を対
象にしたコロナワクチンの集団接種が進んでお
り、近いうちに行けるかも。
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