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 救急部の役割
当院の救急部の働きを大きく分けると「救急車で来院された患者さんの対応」と「ドクター

カー」「救急患者さんの入院後の対応」です。

　 救急車で来院された患者さんの対応

救急隊から患者さんを引き継ぎ、年齢、性別、症状を問わず救急部で初期対応を行います。

患者さんの重症度と緊急度を確認し、特に緊急性が高い状態（心肺停止、ショック、呼吸が悪い状

態、意識がない状態など）の場合、病気が特定できる前から、患者さんの状態を安定させるため

中頭病院 
救急科
中頭病院 
救急科

特
　集

 ドラマのような救急医？
“救急”と聞くとどのようなイメージが浮かびますか？ドラマ「コードブルー」の世界を思い浮か

べる方も多いかもしれませんね。救急医療はさまざまな題材があることからドラマで取りあげ

られることが多く、ドラマの中では、多数の重症外傷患者が毎日のように運ばれてきて、緊急手

術をして、時には手術室以外の場所で手術を行い、ほとんどの患者さんが元気に退院されてい

く。ハラハラドキドキの場面設定で、非常

にドラマ化しやすい内容かと思います。し

かし、実際の救急部はもう少し、地味な働

きをしています。今回はドラマではない救

急部の活動について少し説明をさせて頂

きます。

ドクターカーで現場へ急行します

救急隊から患者さんを引き継ぎます

治療を始め、治療を行いながら検査を継続します。緊急性

の高い病気（心筋梗塞、脳卒中など）の場合はスムーズに専

門的な治療が開始できるよう初期治療を行いながら、早急

に専門家に引き継げるようにしています。

　 ドクターカー

重症患者に対し、可能な限り早く治療を始めることで救命

率の向上や後遺障害の軽減が期待できます。要請を受け

て、ドクターカーで医師や看護師、医療スタッフが現場へ

急行し、救命処置を行います。

　 入院後の対応

特に一般的な内科疾患（肺炎、尿路感染症など）や外傷患者

さんの退院へむけた対応をします。特に、外傷患者は多く

の部位の治療が必要なこともあり、脳神経外科、整形外科、

胸部外科、腹部外科など様々な診療科への橋渡しを担って

います。

以上が救急部の診療内容ですが、いかがでしたか。おそらくドラマと比較するとかなり地味

な印象をお持ちの方が多いかと思います。しかし、私たち救急部は早期診断、早期治療介

入を行い、地域の方々の健康の助けになればと思い日々仕事を行なっていますのでこれか

らもよろしくお願いいたします。

救急科医長 

間山 泰晃(まやま やすあき)
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K-ai NEWS 増刊号「わかば」

敬愛会

新任医師の紹介
　2021 年 4 月 1日より新たに入職しました。どうぞよろしくお願いいたします。

國吉　健太（くによし　けんた）

内科

優しさと思いやりを忘れずにが

んばります。どうぞよろしくお

願いします！

内科

小児科

神谷　大樹（かみや　ひろき）

少しでも地域医療に貢献できるように

がんばります。

仲本　憲人　（なかもと　けんと）

外科

患者様に寄り添う医療に努めま

す。よろしくお願いします。

崎山　秀樹（さきやま　ひでき）

久しぶりの市中病院勤務です。

慣れない事も多いですが、どう

かよろしくお願いします。

幸喜　絢子（こうき　あやこ）

乳腺外科

早く一人前の乳腺外科医とし

て、地域の皆様へ良い医療を提

供できるよう頑張ります。

北川　崇　（きたがわ　たかし）

外科

沖縄は初めてですが、患者さんの

気持ちに寄り添いつつ最善の医療

を提供できるよう努力します。

三本松　毬子　（さんぼんまつ　まりこ）

外科

限られた時間ですが地域の皆様との

関わりも大切にしていきたいです。

西村　裕隆（にしむら　ひろたか）
外科

沖縄のこと沢山教えてください！

石原　昌人（いしはら　まさと）
整形外科　整形外科医長　

生まれ育った地域の医療に貢献

したい。
患者さんに寄り添い、笑顔で親

切な診療を行っていきたいと思

います。

石川　樹（いしかわ　いつき）
整形外科

救急科

濱崎　佐和子（はまさき　さわこ）

地域の皆様の力になれるよう、

頑張ります。

大城　綾乃　（おおしろ　あやの）

脳神経外科

脳神経外科医として地域の医療に貢

献できるよう精一杯頑張ります。

上瀧　善邦（こうたき　よしくに）
心臓血管外科

この地域の循環器診療を少しで

も支えられるよう頑張りますの

でよろしくお願いします。

山田　直樹（やまだ　なおき）

眼科

目の病気は自覚症状がない間の
早期発見が大事なものもありま
す。定期的な検診を受けましょ
う！

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 

2021年度 初期研修医 紹介　

　今年度も当院は熱い情熱と意欲にあふれた初期研修医 15名を迎えました。中頭病院は、

臨床研修指定病院として卒後 2年間の初期研修医の受け入れに取り組んでおります。

　当院で研修した医師が、患者さんの立場や心理、地域医療の重要性などを感じながら成長し、

将来、地域の皆様にお返しできることを目指して取り組んで行きたいと思っております。ご協力と

ご理解をお願い申し上げます。

　職員一同、厳しくそして温かく指導し

ていきますので、地域の皆様も見守って

くださいますようお願いします。

　　　　　臨床研修管理委員長　新里 敬

No Image

山形　未来（やまがた　みらい）
内科

よろしくお願いします。
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訪問看護って？

K-ai NEWS 　

かかりつけ医の指示を受けた看護師等が病気や障がいを持った方の生活場所（ご自宅等）に伺い、その人らしい療養生活
を送れるように支援するサービスです。

在宅訪問看護のご案内

看護師がご自宅へ伺い在宅療養
をサポートします
看護師がご自宅へ伺い在宅療養
をサポートします

訪問看護ステーション所長　佐久田　恵

所長就任のごあいさつ
令和 3 年 4 月から訪問看護ステーションなかがみの所長に就任いたしました。

医療体制が整っている病院とは全く異なる、「住まい」という生活の場で展開

する看護に対し、看護歴 28 年目にして感動を味わっております。

当ステーションの特徴は、医療的処置や治療の継続、疾患管理、ターミナル

ケア等で支援を必要とする利用者が多くいます。在宅では、究極の個別ケア

の提供が必要とされ、今まで学んだ知識や技術や経験を、いかに「知恵」に

かえていくのかが求められます。

「地域から選ばれる訪問看護ステーション」を合い言葉に、心に届く看護の提

供を目指してみんなで力を合わせて頑張ります。

訪問看護ステーションなかがみ　℡ (098)939-1638

ご家族の相談と支援

● 介護方法の助言をしたり、ケアマネジャーと協力し、ご家族の介護を支援します

日常生活の看護健康相談

● 健康チェック（血圧・体温・呼吸脈拍などの測定）

● 寝たきり、床ずれ予防のケア

医療処置治療上の看護

● 医師の指示に基づく医療処置（在宅酸素、経管栄養、留置カテーテル、点滴注射など）を行います

● 服薬指導、お薬の管理方法などの相談を受けます

ターミナルケア（終末期医療）

● 人生の最期まで、尊厳のある療養生活を送ることができるよう、ご本人やご家族の思いにそって援助します

● 医師等と連携し、在宅での緩和ケアを行います

介護相談福祉制度の紹介

● 介護に関する悩みなどについて相談を受けます

● 日常生活用具（ベッド・車椅子・食器・床ずれ予防マットなど） の利用について相談を受けます

在宅リハビリテーション

● 理学療法士・作業療法士がリハビリを行います　

● 生活動作（食事・排泄・起床・入浴・移動など）の訓練を行います

お住まいでの看護・介護に関するご相談 お問い合わせ

 ってどんな仕事？

K-ai NEWS 　

服薬指導

医薬品情報

チーム医療

調　剤

注射薬の調整

読者からのリ
クエストに

お答えします

認定薬剤師 
島袋　朝太郎

認定薬剤師 
山本　紗織

薬剤師の仕事とは
薬剤師は、医薬品の幅広い知識を持つ「薬」の専門家です。
医師の処方をもとに、患者さんに適正な薬なのか、他の薬との飲み併せはどうかなど、安全性や薬物療
法の有効性など細かくチェックし、万が一を見逃さず、より効果的な治療ができるよう活動しています。

認定薬剤師について
敬愛会には、各専門領域の医療・薬物治療に関する高度な知識と技能を持ったエキスパートがいます。
多くの医薬品が開発され、薬物治療が複雑になっている中、より専門的な知識を持つ薬剤師が医療従事
者に情報を提供し、薬物療法が効果的で安全に行えるように活躍しています。

がん治療は日々進歩していますが、

副作用を伴うお薬が多いです。副

作用を最小限にして薬物治療が継

続できるよう、副作用対策を医師

に提案したり、治療内容を薬学的

に評価して、がん薬物療法を支え

ています。

がん性疼痛に必要な薬剤を適正に

使用して、痛み止めの用量調整や

提案を行い、患者さんが穏やかに

過ごせるよう、痛みの予防と改善

に努め、緩和ケア薬物療法の支援

を行っています。

処方された薬の効能

効果や副作用などを

説明

処方せんに基づき、患者

さんに適したお薬なのか

確認したうえでお薬を取

り揃えます

無菌環境で、高カロリー輸液や抗

がん剤などの注射薬を調整します医薬品に関する情報を収集・評価

し、その情報を医療従事者や患者

さんに提供します

医師や看護師などの医療スタッフと協働して、

患者さんのサポートをします

がん薬物療法認定薬剤師 緩和薬物療法認定薬剤師

今後の広報誌企画の参考にさせて頂きますので、
ご感想・ご要望をお聞かせください。

アンケートはこちらから

沖縄県で３名のみ！
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「地域から選ばれる訪問看護ステーション」を合い言葉に、心に届く看護の提

供を目指してみんなで力を合わせて頑張ります。

訪問看護ステーションなかがみ　℡ (098)939-1638

ご家族の相談と支援

● 介護方法の助言をしたり、ケアマネジャーと協力し、ご家族の介護を支援します

日常生活の看護健康相談

● 健康チェック（血圧・体温・呼吸脈拍などの測定）

● 寝たきり、床ずれ予防のケア

医療処置治療上の看護

● 医師の指示に基づく医療処置（在宅酸素、経管栄養、留置カテーテル、点滴注射など）を行います

● 服薬指導、お薬の管理方法などの相談を受けます

ターミナルケア（終末期医療）

● 人生の最期まで、尊厳のある療養生活を送ることができるよう、ご本人やご家族の思いにそって援助します

● 医師等と連携し、在宅での緩和ケアを行います

介護相談福祉制度の紹介

● 介護に関する悩みなどについて相談を受けます

● 日常生活用具（ベッド・車椅子・食器・床ずれ予防マットなど） の利用について相談を受けます

在宅リハビリテーション

● 理学療法士・作業療法士がリハビリを行います　

● 生活動作（食事・排泄・起床・入浴・移動など）の訓練を行います

お住まいでの看護・介護に関するご相談 お問い合わせ

 ってどんな仕事？

K-ai NEWS 　

服薬指導

医薬品情報

チーム医療

調　剤

注射薬の調整

読者からのリ
クエストに

お答えします

認定薬剤師 
島袋　朝太郎

認定薬剤師 
山本　紗織

薬剤師の仕事とは
薬剤師は、医薬品の幅広い知識を持つ「薬」の専門家です。
医師の処方をもとに、患者さんに適正な薬なのか、他の薬との飲み併せはどうかなど、安全性や薬物療
法の有効性など細かくチェックし、万が一を見逃さず、より効果的な治療ができるよう活動しています。

認定薬剤師について
敬愛会には、各専門領域の医療・薬物治療に関する高度な知識と技能を持ったエキスパートがいます。
多くの医薬品が開発され、薬物治療が複雑になっている中、より専門的な知識を持つ薬剤師が医療従事
者に情報を提供し、薬物療法が効果的で安全に行えるように活躍しています。

がん治療は日々進歩していますが、

副作用を伴うお薬が多いです。副

作用を最小限にして薬物治療が継

続できるよう、副作用対策を医師

に提案したり、治療内容を薬学的

に評価して、がん薬物療法を支え

ています。

がん性疼痛に必要な薬剤を適正に

使用して、痛み止めの用量調整や

提案を行い、患者さんが穏やかに

過ごせるよう、痛みの予防と改善

に努め、緩和ケア薬物療法の支援

を行っています。

処方された薬の効能

効果や副作用などを

説明

処方せんに基づき、患者

さんに適したお薬なのか

確認したうえでお薬を取

り揃えます

無菌環境で、高カロリー輸液や抗

がん剤などの注射薬を調整します医薬品に関する情報を収集・評価

し、その情報を医療従事者や患者

さんに提供します

医師や看護師などの医療スタッフと協働して、

患者さんのサポートをします

がん薬物療法認定薬剤師 緩和薬物療法認定薬剤師

今後の広報誌企画の参考にさせて頂きますので、
ご感想・ご要望をお聞かせください。

アンケートはこちらから

沖縄県で３名のみ！



K
-ai new

s 第
 9
9
 号
　
編
集
・
発
行
/
社
会
医
療
法
人
 敬
愛
会
　
沖
縄
市
字
登
川
6
1
0
番
地
  T
E
L：
0
9
8
(9
3
9
)1
3
0
0
  FA

X
：
0
9
8
(9
3
7
)8
6
9
9
　
U
R
L:https://w

w
w
.nakag

am
i.or.jp/

良質な医療を地域に提供　ホスピタリティ精神に徹する　経営基盤の安定化　職場は学びと創造の場

敬愛会理念

敬 愛 会 information 

南恩納折り紙サークル作品展　
 期　間　 令和3年5月1日(土) ～ 5月31日(月)

看護週間パネル展
　 期　間

　

令和3年5月11日(火) ～ 5月15日(土)

ギャラリーちばな　 ちばなクリニック 1 Fホール ※ スケジュールは、都合により変更になる場合が御座いますので予めご了承下さい

ギャラリーなかがみ　 中頭病院1 F ※ スケジュールは、都合により変更になる場合が御座いますので予めご了承ください

広報誌「K-ai ニュース」
読者アンケートにご協力ください

アンケートは
こちらから

医師の退職について(4月末日)

脳神経外科：土井　亮　

整形外科：呉屋　五十八


