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「オカリナ」

《 表紙のことば 》

安里眼科おもろまち駅前
安里　瞳

　こちらは読谷村の海岸を歩いている時に撮った 1枚
です。岩場の一部を切り取ったような不思議な形は「オ
カリナ」のように見え、その奥に広がる海と空が鮮明に
際立っています。イノーと呼ばれるサンゴ礁に囲まれた
浅い海が広がるこの場所では、カニや魚などの生き物に
出会うことができます。

沖縄県学校保健功労者表彰を受けて  
　～地域医療の一環としての児童、学童健診と町医者としての自分～

   大城　康彦    76

臨床研修医のコラム
研修2年間を振り返って   ジョッツィ  麻由    78

新入会員コーナー
腫瘍内科医のおしごと ～Medical Oncologistへの道のり～   安次嶺宏哉    80

出戻って参りました ～もぐりの沖縄県人より一言～   大仲　良仁    82

会員寄稿
診療雑感　子どものマスク着用、特に口呼吸について   喜久村徳清    84

メディカルカフェ
那覇市医師会presents『メディカルカフェ』   玉井　　修    85

地域の風
院内感染と医療紛争   德永　義光    88

看護学校便り
教務主任養成講習会を終えて   金城真理子    90

過去から未来へつなぐ看護 〜私たちのすくぶん〜   福島亜理沙    92

日本医師会 情報通信
ウクライナへの医療支援に向けた支援金のお願い     94

会務報告
会長ダイアリー      96

理事会記録      98

評議員会記録     104

人事消息
新入会員     206

異動会員     207

退会会員     208

訃　　報   210

編集後記   玉井　　修   212


