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2017年1月  第２２9号   

医療法人  八重瀬会 同仁病院  
〒901-2133 浦添市城間1-37-12 Tel 098-876-2212 Fax098-876-4209 

  2017年 平成29年を迎えました、明けましておめでとうございます。まずは、年末年始、業務に当たられた皆

さん、本当にご苦労様でした。今年も又、暖かな新年、ポカポカ陽気で良い一年を予感させる年頭でした。皆

さんの新年はどうでしたか。 

 いつものように、昨年、平成28年を振り返ってみましょう。世界では近年にない大きな出来事がありました。6月、

イギリス、国民投票でＥＵ離脱決定、あり得ないと思っていただけに、ショックとこれからの世界の先行きに大き

な不安を抱かせる結果となりました。更には、11月これ又、あり得ないと思っていたアメリカ大統領選、ドナルド・

トランプ当選、只々びっくりと不安、ポピュリズムという言葉が行き交っている昨年来の象徴とも言える出来事で

した。そして、キューバ国交回復で88年ぶりの米大統領訪問、パナマ文書も大きな波紋を、北朝鮮・連続核実

験、韓国・大統領弾劾、ハーグ仲裁裁判で南シナ海中国主権認めずも何のそのでした。中東ではＩＳを中心に

テロは止まず、併せて難民はますます大きな問題となってきました。国内に目を向けると、日銀の史上初マイナ

ス金利、北海道新幹線開通、東京都初の女性知事・小池百合子誕生、日米・日ロ首脳会談が相次いで行わ

れ、オバマ大統領の広島訪問、安倍・オバマ真珠湾追悼等、初めての出来事もありました。自然災害も続出、

熊本群発地震、新潟糸魚川大火は、大変な惨事でした。嬉しい話題では、大隈良典東工大栄誉教授ノーベ

ル賞受賞、リオ五輪12個金メダルを含む41個のメダル獲得、イチロー選手の世界最高となる日米通算4257安

打。沖縄では、1月に霙（ミゾレ・雪と解釈する様です）、久米島では以前もあったようですが本島では初めてだ

そうです。が、相変わらず基地問題に終始、多くの問題を抱えている本県、政治はこのままで良いのかといつも

疑問に思います。新語流行語は広島カープ優勝を反映して「神ってる」、今年の漢字は「金」でした。 

 （医）八重瀬会、同仁病院はどうでしたでしょうか。救急総合・粟國克己先生、泌尿器科・田辺和也先生、浦

添医院・伊良部勇栄先生入職と、心強い素晴らしい仲間が増えました。春季新入職員オリエンテーション対象

者が61名でした。FeedingCVﾎﾟｰﾄMeetingsが2回主催されました。年間学会発表・講演が57題、論文13篇、学

会・院外、そして法人内活動でも頑張りました。骨塩量測定器新規導入、医療看護必要度・医師事務体制が

強化されました。長年の懸案であった、協会けんぽ・健診施設が認可されました。今年も多数の人事昇格があ

り、中でも初めて院長代理、看護部長代理の誕生がありました。 

                                                                   次ページへつづく    

        「年頭にあたり」 
                (医)八重瀬会理事長 

  山内 英樹 

同仁病院 Facebook 検索 
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 一方、大変残念な事に、長年、当法人に貢献していただき、私にとっても兄貴分にあたる、友利哲

二先生ご逝去がありました。 

 有名人訃報、加藤紘一、鳩山邦夫、永六輔、大橋巨泉、千代の富士、平幹二郎、豊田泰光、戸

川昌子、白川由美、デイビットボウイ、モハメッドアリ・・・合掌 

 これからです、昨年来、何度も何度も話しています、耳にタコができたかもしれませんが、今年から

の３年間、八重瀬会、同仁病院にとって大きな節目を迎えます。まず、巨大プロジェクト、介護総合施

設「やえせAssemble Garden」設立、そして「本館増築」と二大事業が既にスタートしています。胸躍

るワクワクするプロジェクトですが、構想、建築、完成そして維持、大変な智慧と労力、粘りそしてコス

トが必要です。更には、横文字が並びますが、DPC取得にむけてMDVと共同作業が始まっています、

SPD導入も決定しました。地域包括ケア病棟の見直しも動き出しています。健診・ドックに続き治験分

野も強化されつつあります。各々、事業拡大が目的ではありません、五年後、十年後を見据え、今、

着手し完成させなくてはいけない基盤整備充実のための重要且つ必須項目です。又、来年は同仁

病院創立百周年を迎えます。大きな誇りと同時に、沖縄県や病院業界を元気づける責務をも負う事

にもなります。しっかりした対応、そしてアピールが必要です。一方、不透明な部分も見えますが、大き

な影響を受ける地域医療構想がそろそろ決定されるでしょう。来年には医療介護報酬同時改定が

待っています。次から次と、いろいろなものが立ち上り、目まぐるしい中で各々しっかり対応しなくては

いけません。しかし、大変ではありますが、この厳しい時代にこのような事業に取り組める幸せを感じつ

つ、是非、素晴らしいものを作り上げて行きましょう。 

 例によって干支の話です。今年は酉年、正確にいうと60年ぶりの乙酉です。「酉」は旧暦8月、18時

を中心とする約2時間＝夕刻、西の方角を示すようです。酉は鳥ですが、もともとは酒つぼを意味し、

収穫した果実から酒を造るという行為に由来。商売などでは縁起の良い干支で、親切で世話好き、と

いう特徴があるようです。縁起の良い、変化の、そして飛躍の年ですね。 

 今年は年頭の挨拶で、イチロー選手の談話を引用して「達成感、満足感」について、人それぞれそ

の受け止め方、意識が異なる事、そして、その後が大変難しく重要だと話しました。我々の目的・使命

は、己の足元をしっかり固め、患者そして利用者皆さんのための、しっかりした医療・介護を提供し信

頼していただける総合医療介護施設構築です。先に繋がる達成・満足を得られるためにも、今年も

みんなで切磋琢磨、我々が理想に燃えて医療職を選択しスタートを切った初心を忘れず、同仁病院、

そして八重瀬会の原点、May I help you？ 正確な診断、適切な治療、良質な対応、立ち上げ

時から一貫して唱ってきたこの基本理念を基盤に一年間頑張っていきましょう。本年もどうぞよろしく

お願いいたします。 
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講 演 活 動 

平成29年1月29日(日)  

  
「結石性閉塞性腎盂腎炎の 

             初期対応」       
座長：知念善昭（泌尿器科） 

「こどもの発達講演会」 平成29年1月28日(土) 

浦添市保健相談センター 

「言葉と発音を育てる関わり方」 
リハビリテーション科 言語聴覚士 眞喜屋佳恵 

栄養講演会/骨密度測定会 
    平成29年1月27日(金)  浅野浦自治 平成29年1月10日(火) 塩野義製薬㈱ 

 
「整形外科領域の痛み治療」 

  講師：山内裕樹(整形外科) 

浦添市地域包括支援センター「仁」、管理栄養士、保健師、リハビリテーション科で骨密

度測定会と管理栄養士による骨に必要な栄養について講演を行いました。 

「顧客満足のサービスマインドについて」 

平成28年12月12日(月)  ティーダホール 

講師：金子恵美 氏 ファイザー株式会社 
・患者さんとの良好なコミュニケーション 

・自分の分析とは 

・アンガーマネジメントとは 

 

「腎移植について」 

平成28年12月13日(土) ティーダホール 

講師：中川 健先生  

東京歯科大学市川総合病院 

泌尿器科教授兼副院長 
座長：池村冨士夫 (外科)   

平成29年12月3日(土)   株式会社 琉薬 １F第1ホール 

第２回 Feeding CVポートMeetings in沖縄 
座長：赤嶺良光 (内科) 
講師：山城惟欣 (消化器内科)、又吉里美(ゆい病棟師長) 
    岸宗佑 (ｲﾑｽ札幌消化器中央病院 消化器内科) 
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 セクション便り 訪問看護ステーション ぐしくま 
 

  平成10年に訪問看護ぐしくま開設 

 当ステーションは、予防から看取りまで医療保険、介護保険の利用者さまに 

ご満足頂ける訪問看護を実践出来るよう、日々対応しています。利用者さまの多

くは、同仁病院をはじめとして、浦添市、那覇市のクリニックや病院、ご家族、ケ

アマネージャー、ケースワ－カ－等を通して、どなたでも医師の指示のもと訪問

看護を行える仕組みになっております。 

 さまざまなニ－ズにも対応すべく、病棟、外来、手術室などの経験を積んだ看

護師が訪問し、専門的かつ丁寧に、笑顔と真心でご相談、対応していきます。 

また、同仁病院を母体に医療に繋げやすい体制も大きな特徴です。 

どうぞ医療ケアを抱えた患者さまや介護でお困りの方はご相談ください。 

4  
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【在宅介護ガイダンス】 
RUN伴へ参加協力しました！ 

平成２８年１１月２６日に全国的イベント「RUN伴」が沖縄県内で開催されました。RUN伴とは、認知症

の人や家族・支援者・一般の人が少しずつリレーをしながら、一つのタスキをつなぎ、ゴールを目指すイベ

ントです。医療法人 八重瀬会からはデイサービス美ら園の利用者様や職員が沿道で応援したり、地域包括支

援センター「仁」と同仁病院リハビリテーション科の職員がイベント運営のお手伝いをしました。 

  

平成２８年１２月２１日に沖縄県生活支援コーディネーター勉強会が同仁病院ティーダホールで行われ 

地域包括支援センター「仁」の前原愛美と新垣彩夏が参加し、今までの活動内容等を発表しました。北は

国頭村から南は糸満市まで沖縄県内の９市町村が参加し、他市町村での取り組みなどの情報交換を行いま

した。生活支援コーディネーターは高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくのが目的です。

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように尽力して参ります！ 

生活支援コーディネーター勉強会 

クリスマス忘年会 
12月にデイサービスとデイケア合同のクリスマス忘年会が開催されました。職員による気合の入った

余興ダンスや児童センターの子供たちによるバイオリン演奏、利用者様御家族のミュージシャンにステキ

な歌で盛り上げていただきました。 
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第３２回 医療法人 八重瀬会 忘年会 

平成28年12月27日(火) 19：00～  沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 

昨年も盛大に開催された八重瀬会忘年会♪ 

山内理事長のスライドを使用した、1年を振り返る八重瀬会の活動報告から始まり、ステージでは 

各部署の楽しい余興で盛り上がりました。照屋事務局長と口腔外科吉田先生によるバンド

「DeeJays」では、山内裕樹院長代理のギター演奏と素敵な歌声が披露されました♪ 

互助会による、お楽しみ抽選会では景品数が最多！！多くの職員に笑顔が見られました(*^_^*) 

★2017年！！職員一丸となって、今年も八重瀬会を盛り上げていきましょう★ 



セミナー修了者/認定合格者の報告です!
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ＦMレキオ（80.6MHｚ）H29.2.2（木）ONAIR 

「てーげードクターＫ」 17：00～18：00 

今回は、同仁病院ワイン部と阿川DR、ゲネプロから宮島さ
んと亮平さんに参加してもらいました！幼少期〜高校生ま
でをメキシコ、イギリスで過ごし、今後はオーストラリア
での医療展開を視野に入れている阿川DRのスケールの大き
いお話しが見所です。幼少期を豊見城村で、セミを食べな
がら過ごした宇良室長も負けじと語ってました(-_-;) 

第183回 同仁病院ゴルフコンペ H29.1.18（水） 

～美らオーチャードゴルフ倶楽部～ 

優勝：遠藤 

２位：山内 

３位：玉城（大） 

ドラコン 

№2  豊島 

№11 山内 

ニアピン 

№3  山内 

№12 玉那覇 

№14 長嶺 

 ・池村 冨士夫（副院長） ・照屋 一夫（事務局長）  

 ・具志堅 美智子（看護副部長） ・金城 政美（腎センター師長） 

平成２９年１月１６日（会場：沖縄県） 厚生労働省 九州厚生局 

「平成２８年度医療安全に関するワークショップ 受講証書」 
 

 ・新里 和美（ぐしくま） 

平成２９年１月２１日（会場：沖縄県） 公益社団法人 沖縄県看護協会 

「精神科訪問看護基本療養費算定要件研修 修了証」 
 

 ・赤嶺 良光（内科医） 
平成２９年１月２２日（会場：東京都） ＰＥＧ・在宅医療研究会 

「嚥下機能評価研修会 ～第１７回ＰＤＮ  ＶＥセミナー東京～ 研修修了証」 

FM２１ 
H29.1.23(月)ONAIR 
 

栄養科から、管理栄

養士の岸本香織主

任、呉屋紀樹、平敶

咲也子の3人で、栄

養士のお仕事あれ

これ！をお話しさせ

て頂きました。 
 

・給食管理について 

・栄養管理について 

・栄養相談について 

・健康教室について 
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