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《 表紙のことば 》

沖縄赤十字病院　呼吸器内科　副部長
内原　照仁

「諸事情により海は眺めるだけだった」
　この写真を撮影したのは約 1年前。諸事情で海を眺めるだけだ
った、のはやはり、新型コロナウイルス感染症の影響が大きかっ
たと思います。今年はどうでしょうか？　残念ながら、重症化する
確率は減ってはいるものの、患者数が桁違い
に増加し、コロナ病棟も一般病床も、看護師、
医師が不足しており、医療が破綻している状
態です。海を眺めることもできませんね。
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