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新年のご挨拶

「コロナ後の世界を見据えて」

医療法人緑水会 宜野湾記念病院

理事長 末永 正機

新年明けましておめでとうございます。昨年は世界中で新型コロナウィルスが猛威を

振るい、沖縄県でも移動制限による経済停滞や医療資源の確保の危機、風評被害による

職業差別などの問題が浮き彫りになりました。

「令和」となづけられた新元号は万葉集の一節から引用し、「穏やかな月とやわらかな

風の吹く未来を願う」意味がこめられていましたが、願いとは反対に凶悪なウィルスが

世界中の風にのって疫病を撒き散らす状況となっています。

コロナ渦は災いであり私たちは今たいへんな状況ですが、コロナ渦前の世界を冷静に見

て今後のありかたを考えるにはよい機会だと思います。コロナ渦前私たちは消費欲求に

駆られて必要のないものまで手に入れようとしていませんでしたか？ 本来なら行く必

要もない場所へ焦燥感に煽られて移動していなかったでしょうか？ 承認を求めるあま

り、不特定多数の人と過度なコミュニケーションをとってなかったでしょうか？

自粛生活はたいへんですが、コロナ渦前にあった際限なく拡大する消費やコミュニケー

ション、移動などが本当に必要なものなのか立ち止まって考える機会にはなると思いま

す。

まだまだコロナの収束は見えませんが、「令和」の元号にこめられた和らかな風が吹く

世界（周囲の風に流されず、自分の風を中心とした生活）を見据えてみなさま頑張りま

しょう。
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新年のご挨拶

医療法人緑水会 宜野湾記念病院

院 長 湧上 聖

皆様、新年あけましておめでとうございます。

新年を迎えて、皆様におかれましては、新たな目標に向かって心躍らせていることと

思います。

しかし、去った1年間は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）との戦いの連続で、

皆様の生活においてもこれまでとは違った環境に置かれ、不安定な状態にあったもの

と思われます。最近においても年末年始の人の流れや成人式の影響により、全国と同

様に、沖縄県においてもCOVID-19の第三波に襲われ、医療機関の診療状況が逼迫し、

県内独自の非常事態宣言が施行中となっています。

このような状況で当院においては、通常外来患者に対する感染予防の観点から、昨年

4月より発熱（感染）外来を中庭のプレハブで行ってきました。昨年の12月末には院

内に整備中であった発熱外来室が完成し、診療を開始しているところです。しかし、

当院は感染症指定病院や感染症協力病院ではないため、発熱外来でCOVID-19感染者を

診断しても、入院や治療をすることができないので、保健所に発生届けを出して、治

療・療養先を調整しています。

当院の使命としては、COVID-19以外の患者を外来や急性期病院から受け入れることと、

COVID-19のワクチン接種の協力を通して、沖縄県の医療に貢献していきたいと考えて

います。

しばらくは大変な状況が続くと思いますが、皆様のニーズに応え、並びに必要とされ

る病院として頑張っていきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
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部
介

病院は色々な部署が連携して働いています

毎号、各部署をピックアップし紹介していくコーナーです

当院の栄養科は現在5名の管理栄養士が在籍しており、

入院患者様の栄養管理と外来患者様への栄養相談を主に

実施しています。

外来患者様は高血圧や糖尿病、脂質異常症などの治療を

されている方が多く、私たち栄養士は患者様１人1人の

ライフスタイルに合わせた食事のアプローチを、患者様

と一緒に考えていきます。

『自分の食事を見直して生活習慣病を予防したい・血圧や血糖値が気になるけど具体的に何をす

ればいいのか分からない』など、普段の食生活に関しての相談や、『最近食べ物が飲み込みにく

い・食が細くなり体重が落ちてきた』といった相談にも対応しますので、もし食事に関して気に

なっていることがありましたら、お気軽に主治医・外来看護師へお伝え下さい。

また当院では40歳から74歳の方を対象に、特定保健指導を無料で実施しております。検査結果

を栄養士と一緒に確認しながら食事の相談をしていくことも可能ですので、この機会にぜひ特定

保健指導を受けて頂きたいと考えております。

5階病棟は回復期リハビリテーション病棟で、リハビリ目的に入院された患者さんが自宅復帰・

社会復帰できるよう、先生・看護師・介護士・リハビリ専門職員が一丸となって頑張っている病

棟です。

特に5階病棟では、安全管理チーム・摂食嚥下チーム・排泄チーム・入浴チームと4つのチーム

活動を通し、患者さんがどうすれば自立へと向かうことができるのかを検討し、リハビリ看護ケ

アに取り組んでいます。

いつも笑顔で病棟スタッフ・リハビリスタッフと共に頑張っていきたいと思います。

5階病棟師長 花城 須磨子

当院に入院されている患者様には、

患者様個々に合わせた内容のお食

事を提供しています。

また、入院生活の中でも食事を通

して季節や行事を楽しんで頂ける

ように七夕やクリスマス・お正月

等に行事食の提供を行っておりま

す。

＜ クリスマス ＞ ＜ お正月 ＞
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【理念】

病気やケガ・高齢などによって日常生活・社会生活が不自由となった人々が、再び人生を自らの

力で歩み始められるよう、その方の潜在的機能を最大限に引き出すような専門的リハビリテー

ション療法を誠実な態度で提供します。

【基本方針】

１. 医師からの的確な指示を受け、常に連携を取り合い、

安全・安心なリハビリテーション療法を実施します。

２. 清潔で安全な環境を維持します。

３. 医学的根拠に基づく効果的なリハビリテーション

療法を提供できるよう療法士教育に取り組みます。

４. 障害を有する方の心情を理解するよう努め、

不安や困り事を相談しやすい人間味のある

療法士を育成します。

療法士部長 湊川孟典

宜野湾記念病院のリハビリテーション部では理学療法士46名、作業療法士19名、言語聴覚士5名、

指圧師1名の総勢71名が在籍しています。そして、これらの療法士が回復期リハビリテーション病

棟、地域包括ケア病棟、一般病棟、外来・通所・訪問リハビリテーションに配属されています。

回復期リハビリテーション病棟では脳血管障害や骨折などのため急性期病院で治療を受け、病状

が安定し始めた患者様に対して集中的なリハビリテーションを行うことで低下した機能や能力を

再び獲得するためそれぞれの療法士が他専門職と協同しながら関わっていきます。また地域包括

ケア病棟や一般病棟では一時的に治療が必要になった患者様に対して機能・能力の維持・向上の

ためリスク管理を徹底しながらリハビリテーションを提供しています。その他の外来、通所、訪

問リハビリテーションではご自宅で生活を送りながら機能の維持はもちろんのこと日常生活や社

会参加が可能となるよう患者様・ご家族様の支援を行っていきます。

日々の診療業務だけでなく職員教育にも力を入れており、県外学会や研修への参加も積極的に

行っています。またお子さんをお持ちの療法士もたくさん在籍しており、仕事と家庭を両立しな

がらでも働きやすい職場となっています。

今年度も部署の理念、基本方針に沿うような仕事ができるよう、一致団結して日々取り組んで

います。



診療科目  /  内科, 外科, 整形外科, リハビリテーション科
専門外来  /  糖尿病外来, 生活習慣病外来, 循環器外来, 腎臓・高血圧外来
 検　査    /  睡眠時無呼吸症候群検査, CT, MRI, 胃カメラ

　大腸カメラ, 各種エコー検査, マンモグラフィ（乳房撮影）

〒901-2211  宜野湾市宜野湾3丁目3番13号
TEL（098）893-2101㈹   FAX（098）892-8863

mail   info@ginowan-kinen.or.jp
web   www.ginowan-kinen.or.jp

宜野湾記念病院
ウェブサイト宜野湾記念病院

 

理事長 末永 正機   院 長 湧上 聖 

月 火 水 木 金 土

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

池宮城　秀一
-循環器-

※予約制

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制
岩田　剛

湧上　聖
湧上　聖
再診のみ

石田 明夫
-腎臓・高血圧-

※予約制
長崎　明利 岩田　剛

末永　正機
第２, ４週のみ

石田　友樹
中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

當間 裕一郎
-循環器-

※予約制
(14:00～17:00)

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

屋比久　賢光
-糖尿・甲状腺-

※予約制
(14:00～17:00)

中地 あやこ
-糖尿・甲状腺-

※予約制

石田　友樹 岩田　剛
湧上　聖
再診のみ

岩田　剛
（リハビリ）

湧上　聖

末永　正機
石田　友樹

14時～16時

湧上　聖
16時～18時

午
前

許田　盛之 山城　敏光 許田　盛之 石田　友樹 石田　友樹
輪番

（許田・山城・
八幡）

午
後

八幡　浩信 八幡　浩信 山城　敏光 許田　盛之
非常勤

(琉球大学第二外科)

(14:00～17:30)

午
前

長嶺　順信 長嶺　順信
非常勤

（琉球大学整形）
(9:30～12:00)

長嶺　順信 長嶺　順信 長嶺　順信

午
後

長嶺　順信 長嶺　順信
再診のみ

午
前

石田　友樹 岩田　剛 八幡　浩信 山城　敏光

令和2年7月1日現在
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