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今から約30年前、志ある医師たちが沖縄の中部地区

を支える病院開院の計画を進め始めました。法人を

設立し、当時は野原だった沖縄市知花の米軍基地跡

に病院を建設。そして1982（昭和57）年4月、中頭病

院は開院しました。

10月

1979（昭和 54）年 5月頃、県立中部病院研修 4期生の武島
正則、石原昌清、砂川豪甫、平安山英義、玉那覇榮一の間で
病院設立の話が持ち上がりました。そこに嵩元盛順、大山朝
弘も加わり、後に敬愛会設立の「7人の士」と称されるよう
になるメンバーで土地や資金問題を次々とクリアし、1980（昭
和 55）年 10月、遂に医療法人敬愛会が設立しました。

医療法人敬愛会 法人設立

―

―

医療法人敬愛会 による
中頭病院仮事務所設置
病院建設地にて地鎮祭挙行

1981［昭和56年］1980［昭和55年］

医療法人敬愛会 中頭病院開院

昭和 55年 ▶ 昭和 59年

開院当初の中頭病院（1982 年 4月）

病院建設前の米軍跡地（1981 年）

病院建設のため地鎮祭挙行（1981 年）

中頭病院仮事務所前にて（1981 年）

1980-1984
中頭病院開院

「中部地区を支える病院を」と志を一つに7名の
設立理事が中心となって、当時は野原だった沖縄
市知花の米軍基地跡に中頭病院を開院しました。
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1980-1984

1980 1982 2016

2018

2017

ちばなクリニック開院

中頭病院の外来を分離し、ちばなクリ
ニックを開院しました。地域の期待に
応え、ランドマークとなれるようにと
願いを込めて知花の地名を取り入れま
した。

放射線治療開始

開業 40 周年を迎えて
1982年、沖縄県立中部病院出身の7名の創設理事によっ

て、沖縄市知花の地に医療法人 敬愛会：中頭病院が開設さ

れました。職員数83名、ベッド数100床のスタートでし

た。以来、大山朝弘元理事長兼病院長の陣頭指揮の下、よ

り良い医療の提供を掲げて邁進し、今年で創立40周年を迎

えました。

組織も大きくなり、10月1日現在で事業所は、①中頭病

院、②ちばなクリニック、③なかがみ地域包括センター

（敬和医院、訪問看護ステーションなかがみ、介護付き有

料老人ホーム：なかがみ苑、看護小規模多機能型居宅介

護：愛貴、通所リハビリテーションちばな、居宅介護支援

事業所なかがみ）、④わかば保育園を擁し、職員数は

1,800名を数えます。

さて、医療は非営利事業なので、医療法や診療報酬制度、

国民健康保険制度、認可制度などにより様々な制約と制限

を受けます。中でも1985年、厚生労働省は全国の医療施

設の量的整備が全国的にほぼ達成されたとして、新たに

“医療計画制度”の導入を決定した事は大きな節目でし

た。医療計画制度とは、医療法（第30条）に基づき、都道

府県が厚生労働大臣の定める基本方針に即して、地域の実

情に応じた医療提供体制を確保するために策定する計画で

す。内容は①地域の現状、②地域に必要な病床数、③必要

な医療を提供するための都道府県の取り組みと目標となっ

ています。第1次から第6次医療計画までは5年毎の更新

で、現在は第7次医療計画（ここからは6年計画）の5年目

にあたります。

さて、敬愛会は40年の間に国や県の方針を見極めながら、

7回の脱皮と成長を繰り返して現在に至っています。より

良い医療の提供のために、そうした医療計画に伴う様々な

制度変更に適切に準備対応していただいた職員の皆様に改

めて感謝申し上げます。

そして、40年間支えていただいた県民の皆様、今後とも地

域医療に邁進してまいりますので、 変わらぬご支援をお願

いいたします。

医療法人敬愛会 設立

沖縄県立中部病院研修医４期生の武島正則、石原昌清、砂川豪甫、
平安山英義、玉那覇榮一の間で病院設立の話が持ち上がりました。
そこに嵩元盛順、大山朝弘も加わり後に敬愛会設立の「７人の士」
と称されるメンバーにより医療法人敬愛会が設立されました。

社会医療法人敬愛会 理事長　宮里 善次
2023年12月
なかがみ西病院開院予定
地域包括ケア病棟94床

2022
2021

ヘリポート運用開始

ドクターカー運行開始

中頭病院 新病院開院

なかがみ地域包括センター開設敬愛会グループ

ロゴ新設

法人すべての
事業所で使用開始

わかば保育園新園舎開設

地域の皆様と共に 40 年
これからも想いをカタチに

History
2019

2023



ダヴィンチによる
ロボット支援下手術開始

2002

34

今から約30年前、志ある医師たちが沖縄の中部地区

を支える病院開院の計画を進め始めました。法人を

設立し、当時は野原だった沖縄市知花の米軍基地跡

に病院を建設。そして1982（昭和57）年4月、中頭病

院は開院しました。

10月

1979（昭和 54）年 5月頃、県立中部病院研修 4期生の武島
正則、石原昌清、砂川豪甫、平安山英義、玉那覇榮一の間で
病院設立の話が持ち上がりました。そこに嵩元盛順、大山朝
弘も加わり、後に敬愛会設立の「7人の士」と称されるよう
になるメンバーで土地や資金問題を次々とクリアし、1980（昭
和 55）年 10月、遂に医療法人敬愛会が設立しました。

医療法人敬愛会 法人設立

―

―

医療法人敬愛会 による
中頭病院仮事務所設置
病院建設地にて地鎮祭挙行

1981［昭和56年］1980［昭和55年］

医療法人敬愛会 中頭病院開院

昭和 55年 ▶ 昭和 59年

開院当初の中頭病院（1982 年 4月）

病院建設前の米軍跡地（1981 年）

病院建設のため地鎮祭挙行（1981 年）

中頭病院仮事務所前にて（1981 年）

1980-1984

中頭病院開院

「中部地区を支える病院を」と志を一つに7名の
設立理事が中心となって、当時は野原だった沖縄
市知花の米軍基地跡に中頭病院を開院しました。

34

今から約30年前、志ある医師たちが沖縄の中部地区

を支える病院開院の計画を進め始めました。法人を

設立し、当時は野原だった沖縄市知花の米軍基地跡

に病院を建設。そして1982（昭和57）年4月、中頭病

院は開院しました。

10月

1979（昭和 54）年 5月頃、県立中部病院研修 4期生の武島
正則、石原昌清、砂川豪甫、平安山英義、玉那覇榮一の間で
病院設立の話が持ち上がりました。そこに嵩元盛順、大山朝
弘も加わり、後に敬愛会設立の「7人の士」と称されるよう
になるメンバーで土地や資金問題を次々とクリアし、1980（昭
和 55）年 10月、遂に医療法人敬愛会が設立しました。

医療法人敬愛会 法人設立

―

―

医療法人敬愛会 による
中頭病院仮事務所設置
病院建設地にて地鎮祭挙行

1981［昭和56年］1980［昭和55年］

医療法人敬愛会 中頭病院開院

昭和 55年 ▶ 昭和 59年

開院当初の中頭病院（1982 年 4月）

病院建設前の米軍跡地（1981 年）

病院建設のため地鎮祭挙行（1981 年）

中頭病院仮事務所前にて（1981 年）

1980-1984

1980 1982 2016

2018

2017

ちばなクリニック開院

中頭病院の外来を分離し、ちばなクリ
ニックを開院しました。地域の期待に
応え、ランドマークとなれるようにと
願いを込めて知花の地名を取り入れま
した。

放射線治療開始

開業 40 周年を迎えて
1982年、沖縄県立中部病院出身の7名の創設理事によっ

て、沖縄市知花の地に医療法人 敬愛会：中頭病院が開設さ

れました。職員数83名、ベッド数100床のスタートでし

た。以来、大山朝弘元理事長兼病院長の陣頭指揮の下、よ

り良い医療の提供を掲げて邁進し、今年で創立40周年を迎

えました。

組織も大きくなり、10月1日現在で事業所は、①中頭病

院、②ちばなクリニック、③なかがみ地域包括センター

（敬和医院、訪問看護ステーションなかがみ、介護付き有

料老人ホーム：なかがみ苑、看護小規模多機能型居宅介

護：愛貴、通所リハビリテーションちばな、居宅介護支援

事業所なかがみ）、④わかば保育園を擁し、職員数は

1,800名を数えます。

さて、医療は非営利事業なので、医療法や診療報酬制度、

国民健康保険制度、認可制度などにより様々な制約と制限

を受けます。中でも1985年、厚生労働省は全国の医療施

設の量的整備が全国的にほぼ達成されたとして、新たに

“医療計画制度”の導入を決定した事は大きな節目でし

た。医療計画制度とは、医療法（第30条）に基づき、都道

府県が厚生労働大臣の定める基本方針に即して、地域の実

情に応じた医療提供体制を確保するために策定する計画で

す。内容は①地域の現状、②地域に必要な病床数、③必要

な医療を提供するための都道府県の取り組みと目標となっ

ています。第1次から第6次医療計画までは5年毎の更新

で、現在は第7次医療計画（ここからは6年計画）の5年目

にあたります。

さて、敬愛会は40年の間に国や県の方針を見極めながら、

7回の脱皮と成長を繰り返して現在に至っています。より

良い医療の提供のために、そうした医療計画に伴う様々な

制度変更に適切に準備対応していただいた職員の皆様に改

めて感謝申し上げます。

そして、40年間支えていただいた県民の皆様、今後とも地

域医療に邁進してまいりますので、 変わらぬご支援をお願

いいたします。

医療法人敬愛会 設立

沖縄県立中部病院研修医４期生の武島正則、石原昌清、砂川豪甫、
平安山英義、玉那覇榮一の間で病院設立の話が持ち上がりました。
そこに嵩元盛順、大山朝弘も加わり後に敬愛会設立の「７人の士」
と称されるメンバーにより医療法人敬愛会が設立されました。

社会医療法人敬愛会 理事長　宮里 善次
2023年12月
なかがみ西病院開院予定
地域包括ケア病棟94床

2022
2021

ヘリポート運用開始

ドクターカー運行開始

中頭病院 新病院開院

なかがみ地域包括センター開設敬愛会グループ

ロゴ新設

法人すべての
事業所で使用開始

わかば保育園新園舎開設

地域の皆様と共に 40 年
これからも想いをカタチに

History
2019

2023



       集中治療室ってどんなところ？
集中治療室（Intensive Care Unit、略してICU）という言葉は聞いたことはあっても、具体的にどの

ようなことをしているところか、イメージしにくい方もいらっしゃると思います。

集中治療は、生命の危機に瀕する重症の方を、24時間体制のもと、様々な診療技術を駆使して集中

的に治療すること。ICUは、集中治療を実践するために専従の医師、看護師、その他多くの職種から

なるチームによる診療体制や高度な医療機器を整備した診療空間です。

近年では、新型コロナウイルス感染症関連のニュースで人工呼吸器などを装着された患者さんの映

像に触れる機会が多くなっています。あのような医療現場をイメージしていただければと思います。

中頭病院

集中治療科
集中治療科医長　笹野 幹雄

ささの みきお

特
　集

       チーム医療
集中治療専門医が各診療科の主治医とコラボレーションしながら集中治療を行っています。た

だ、質の高い集中治療は決して医師たちだけで提供できるものではありません。当ICUでは、

重症患者ケアの経験を十分積んだ看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床工学技士、リハビリテー

ション科スタッフなど多彩な職種が協力し合い診療にあたっています。

血症、呼吸不全、心不全、脳卒中などさまざまな症例

を対象としています。一方、県内でも有数の手術件数

を誇り、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、脳神

経外科など大手術後の術後管理が約３割を占めます。

当ICUは12床体制で、2021年度は約800例の診療

にあたりました。

       最後に
ICUは緊張感のある空間ですが、その分やりがいも

感じながら診療をさせていただいています。我々は

「重症患者の生命維持・治療における最後の砦である

集中治療を高いレベルで実践し常に進化する」という

高い目標をもって歩んでいくチームであり続けます。

       教育
将来、どの専門科の医師になるとしても重

症患者の全身管理や急変への対応を学ぶ

ことは必要不可欠です。当ICUでは、毎年

20名以上の研修医、若手医師に2～４ヶ月

程度の短期研修プログラムを行っていま

す。未来の患者さんのために、後進の育成

活動も重要な役割だと考えています。
       どんな患者さんを診ているの？
沖縄県中部医療圏における急性期医療を担う中核病院として、年間7000台を超える救急車搬送

を受け入れていることもあり、ICU入室患者の約７割が緊急入室症例です。重症の感染症である敗
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麻 酔 科

痛みの原因を診断、 治療する診療科です

こんな症状ありませんか？

ペインクリニック内科 開設

痛みは体だけでなく心の調子も崩します。痛みを和らげることはもちろん、痛みとの向き合い方や考え方を変え

ることでより良い生活が送れるようになるかもしれません。「ペインクリニック」とはいろいろな病気によって

起こる痛みやしびれ、がんの痛み等を診断・治療していきます。お気軽にご相談ください。

受診をご希望の方は、まず地域の医院・クリニックにご相談
ください。
ペインクリニック内科外来は完全予約制です。地域の医院・
クリニックからの紹介状を必ずお持ちになって、お電話にて
ご予約ください。

ペインクリニック内科外来
中頭病院

火（午後）

11月 日 より火

帯状疱疹、 帯状疱疹後神経痛 腰痛、 坐骨神経痛

頭や顔の痛み （三叉神経痛） 首や手の痛み

手術後に残った痛み

慢性痛 など

がんの痛み

1

社会医療法人敬愛会 中頭病院
地域医療連携室
沖縄市字登川 610 番地

（直通）098-939-9826

安部 真教
日本麻酔科学会指導医
日本専門医機構麻酔科専門医
日本ペインクリニック学会専門医

診療日

上記の症状がある場合は、まず
地域の医院・クリニックを受診
しましょう。

専門的な治療が必要な場合は
診療情報提供書(紹介状)を発行します。

専門の

病院を

紹介します

中頭病院ペインクリニック内科受診の流れ ※受診イメージの一例

地域の医院・クリニック 中頭病院ペインクリニック内科外来

紹介

あべ　まさのり

専門的な治療を開始します。

完全予約制

紹介状 をお持ちの方はお電話にてご予約できます
受診をご希望の方は、まず地域の医院・クリニックにご相談ください

予約制

流行シーズン到来

ワクチン接種を受けましょう
　インフルエンザは一般的にいわれている「風邪」とは異なりインフルエンザウイルスが感染
して起こる病気です。冬から春にかけて流行し、毎年たくさんの人が発症しています。

毎年接種しましょう！
インフルエンザウイルスは毎年変化しています。ワクチンはそのシーズンに流行が予想される

ウイルスに合わせて製造されているため、毎年接種した方が良いと考えられています。

●ご希望の方は、診療科受付またはお電話にてご相談ください
●予約時間の15分前迄に受付をお願いします
●小児は母子手帳をお持ちください　●小児は2回接種が必要です

定期通院の方

定期通院外の方（成人） 予約制

小児予防接種日 予約制

☎ 098-939-1301(代)

4,000円（税込）予　約

4,500円（税込）予約外

午後

午後

場所： ちばなクリニック 3階　外科/婦人科外来

場所： ちばなクリニック 1階　小児予防接種外来

外来予約日接種

0～1,000円（税込）65才以上の方 予防接種費用は一部公費負担があります
(市町村によって異なります)

料

金

指
定
日
・
場
所

予約
番号

インフルエンザワクチン予防接種
実施期間 R4.10.11～ R5.2.28

水 木 金

水火

インフルエンザ 

ちばなクリニック
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笑顔になった患者さんが言う

「ありがとうございました」と。

悲しみの涙の中でもご家族は言う

「ありがとうございました」と。

いろんな気持ちの「ありがとう」が、

時に私たちを癒し、励まし、叱咤する。

一緒に笑顔になった日も、

力及ばず自らに落胆した日も、

私たちを支え、奮い立たせてくれた、

この言葉を胸に。

“ありがとう” にありがとう

40 年の感謝と明日からの誓いを込めて。

“ありがとう”にありがとう“ありがとう”にありがとう
年分の年分の

年
前
の
あ
の
日
か
ら
、

　私
た
ち
の
使
命
は
変
わ
ら
な
い
。

通所リハビリテーション ちばな／居宅介護支援事業所 なかがみ／訪問看護ステーション なかがみ
敬和医院／看護小規模多機能型居宅介護 愛貴／介護付き有料老人ホーム なかがみ苑 

なかがみ地域包括センター
https://www.nakagami.or.jp/nakagamihoukatu/

ちばなクリニック
https://chibana.nakagami.or.jp/

中頭病院
https://www.nakagami.or.jp/


