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県内初の男女別検査フロア
ACP ー身近な人と
　人生会議しませんか？ー

友愛医療センター
看護部長挨拶

友愛園11/11は介護の日
介護士の1日に密着!!
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シンボルマークについて

二つのハートが重なり合ったシンボルマーク。これは人
と人との心のふれあいを表現しています。心のふれあい
が希薄になりがちな現代社会にあって、社会医療法人
友愛会は、心のふれあいを大切に医療と福祉に貢献す
ることを目指します。

マークの説明

マークの中央部分はピンク色で「命」「生命」を象徴しま
す。両側のハート形の部分は緑色で「若さ」と、緑豊かな
豊見城市の「自然」を、青色の線は友愛会の理念ともい
える「心のふれあい」「友を愛し、隣人を愛する」を表し
ています。

マークのデザイン：和宇慶朝健先生

マークの色

今回の表紙は、豊見城市の瀬長島をモチーフに秋のすっきりと晴れ渡る空を優雅
に飛行する航空機をイメージしました。友愛医療センターの各入院病棟デイルーム
から見る東シナ海や瀬長島周辺の景色は晴れの日でも雨の日でもとても美しく、入
院療養をされる患者さんから「気持ちが癒される」と、とても好評です。そんな秋晴
れの一日を切り取った表紙から清々しい気分を感じていただけましたら幸いです。
今回も友愛会のシンボルでもあるハートマークが表紙のどこかに隠れているので
探してみてくださいね。

2022.10

秋号

88 “臓器移植”ってどんなイメージ？
実は「想いの詰まった医療」なんです！

44 看護部長挨拶「働きやすい職場を目指して」
看護部長　粟国あつみ

55 友愛会を支えるナースたちvol.2　
友愛医療センター看護師の多様な働き方をご紹介

77 ・編集委員レポート
　「2名の医師が今年度ベストドクターに選出されました！」
　「10月から選定療養費の金額が変わりました」

［友愛医療センター］

1010「病院」と「地域」を繋ぐスペシャリストを紹介！
［豊見城中央病院］

1212 11/11は「介護の日」
介護士ってどんな仕事？ －現場で密着取材！―

［友愛園］

1414 胃がん予防！ピロリ菌外来を再開しました
［健康管理センター］

1515 ・編集委員レポート
　「友愛会全事業所ホームページのリニューアルが遂に完了！」
　「友愛会公式SNSを立ち上げました」

1818 ヒトトナリ、シゴトナリ
「＃006　豊見城中央病院 医事課長　糸洲 匠」

1818 管理栄養士監修レシピ
「サバ缶を使ったお手軽レシピ！サバ缶まるごと炊き込みご飯」

1616 未来の医療について考えてみようVol.3
「身近な人と『人生会議』しませんか～一生、自分らしくあるために～」

［友愛会］

身近な人が感染したら

～家庭の中で感染を広げない～
大切なひとのために 新型コロナウイルスへの感染が疑われる人

が家庭内にいる場合、どのような点に注意す
べきかご紹介します。

発熱・鼻水・喉の痛み・咳といったいわゆる『風邪症状』の方が家庭内にいる場合、以下の点に注意しましょう。

●発熱や咳などの症状があり受診を希望する場合、まず感染症相談窓口へ問い合わせましょう。

新型コロナウイルス感染症相談窓口 TEL098-866-2129 詳細は、 ご検索ください沖縄県庁　コロナ

部屋を分けましょう
食事や寝るときも別室にしてくださ
い。部屋が分けられない場合には、
少なくとも２ｍの距離を保ち、仕切
りやカーテンなどを設置しましょう。
寝るときは、頭の位置を互い違い
になるようにしましょう。

感染が疑われる家族のお世話は限られた方で
心臓、肺、腎臓に持病がある方、糖
尿病の方、免疫の低下した方、妊
婦の方などが感染が疑われる家族
のお世話をすることは避けましょう。

できるだけ全員がマスクをつけましょう
使用したマスクは他の部屋に持ち
出さないでください。マスクの表面
には触れないようにしてください。
マスクを外す際は、ゴムやひもをつ
まんで外し、外した後は石鹸で手
を洗いましょう。

こまめにうがい・手洗いをしましょう
石鹸でこまめに手を洗い、アルコー
ルで消毒しましょう。洗っていない
手で目や鼻、口などを触らないよう
にしましょう。

換気をしましょう
風の流れができるよう、２方向の
窓を1回につき数分程度、全開にし
ましょう。換気は1時間に２回以上
しましょう。

手で触れる共用部分を消毒しましょう
物に付着したウイルスはしばらく生
存します。ドアノブやベッドの柵な
ど共用部分は、薄めた市販の家庭
用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭
きしましょう。タオルは共有せず個
別に使用しましょう。

汚れた寝具や衣服を洗濯し、完全に乾かしましょう
汚れた寝具や衣服を取り扱うとき
は、手袋とマスクをつけてください。
一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全
に乾かしてください。

ゴミは密閉して捨てましょう
鼻をかんだティッシュはすぐにビ
ニール袋に入れてください。室外に
出すときは密閉して捨てすぐに石
鹸で手を洗いましょう。

参考：一般社団法人日本環境感染学会　「新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項」
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名
な こ う

幸 更
さ ら さ

紗（整形外科病棟）

下
し も ま つ や え

松八重 諒
まこと
（消化器内科病棟）

私が所属する病棟は整形外科の患者さんがほとんどで、手術後の全身状態
や創部の観察、主治医の指示のもと点滴や内服による痛みのコントロールな
どを行っています。入職1年目は業務に慣れるまで大変でしたが、上司・先輩
方が優しく教えてくださり、2年目の今はだいぶ慣れて気持ちにもゆとりが持
てるようになりました。
当院看護部の魅力はなんといっても教育体制が整っているところだと思いま
す。プリセプター制度といって3年目の先輩が1年目の新人の相談役を担うシ
ステムがあり、そこで整形外科に関する課題を出してくださって勉強したり、
手技をそばで見てくれたりと手厚く指導してくれます。教育熱心な方が多く、
“若手を育てよう”という雰囲気があるので、こちらもそれに応えて頑張ってい
こう！という気持ちになります。
休日は所属している社会人ソフトボールチームの練習や試合で息抜きをして
いますが、苦手分野の勉強もしています。いずれは認定看護師などの資格取
得にもチャレンジして、どんどんレベルアップしていきたいです。

5歳と2歳の子がおり、育児短時間勤務で働いています。病棟業務はPNS
（パートナーシップ・ナーシング・システム）で2人1組のペアを組んで業務
を進めており、私の帰宅後もパートナーがスムーズに業務を進められるよう、
勤務中は報・連・相をしっかり行うよう心がけています。
時短勤務をしていると、他のスタッフに負担を掛けてしまうようでどうしても
申し訳ない気持ちになるのですが、少しでも残業していると師長をはじめ他
のスタッフも「早く帰ってあげなさい！」と声を掛けてくれたり、様々な相談に
乗ってくれたりと、日々感謝しながら一緒に働いています。
病棟には私の他にも時短勤務の男性スタッフがいて、よく育児について話す
こともあります。今は下の子のイヤイヤ期と上の子の赤ちゃん返りで2人を同
時に抱っこをすることも多く（合計32kg！）、腰痛に悩まされているので、休
日は子どもたちのお昼寝中に筋トレをしています。病棟業務も育児も体力勝
負なので、自分の体を大事にすることも忘れず、これからも仕事と育児を両立
していきたいです。

友愛医療センターでは総勢約730人の看護職員が
日々患者さんのケアにあたっています。その働き方は
十人十色。資格取得を目指したり、家族との時間も大
切にしたり…自分なりの働き方で業務に励む4人の
職員を紹介します。

友愛会友愛会をを支えるナース支えるナースたちたち
～ 友愛医療センター編 ～

多 様 化 す る 新 し い 働 き 方 Vol.2

すべてを学びに変えてレベルアップ！

仕事も育児も体力勝負！

ココに注目！　進歩し続ける医療技術に伴い、看護もより高度で幅広いスキルが求められます。研修や勉強会でスタッフ一人ひ
とりのレベルアップを図るとともに、広い視野で看護を捉え、看護部全体の質向上につなげています。

ココに注目！　「イキイキと、自分らしく働いてほしい！」それが私達友愛医療センターの願いです。働く環境整備にも力を注ぐ
ことが、職員のモチベーションの向上やキャリアアップにつながり、その結果、地域医療に貢献できると考えています。育児休業後
復職する看護職の半数以上が育児短時間勤務制度等を活用しています。子供の体調不良などで急な休みが必要になった場合も、
部署を超えた応援体制をとっており、病院全体で助け合う文化があるのも当院の特徴です。

〔CASE1〕 若手ナース

〔CASE2〕 子育てナース

プリセプター制度とは、先輩看護師が新人看護師の
相談役となる制度のことです。業務やプライベートに
関する悩み相談の相手となり、看護師としての心の
成長を支えるための制度です。新人の頃に誰もが直
面する悩みや問題について経験をしてきた先輩だか
らこそできるアドバイスがあり、共に悩み解決できる
人がいることで困難な場面も乗り切る方法を身に付
けます。

プリセプター制度
One point lesson!

看護師2人がペアとなり、お互いの知識や経験を補
完しながら協力して看護を行う仕組みのことです。
二人三脚型で看護提供をすることで働くスタッフや
患者さんに多くのメリットがあるとされ、多くの病院
で導入されている制度です。
友愛会では新人看護師に対して必ず先輩看護師がペ
アとなり、業務をサポートしています。

PNS制度（パートナーシップ・ナーシング・システム）
One point lesson!

皆様はじめまして。今年度より看護部長を拝命し
ました、粟国あつみと申します。看護師になって
早30年が過ぎようとしています。これまでたくさ
んの出来事に遭遇し、経験を積み重ねて参りま
した。その中で多くの人と関わり、学ぶことを楽し
み、頭の中にたくさんの知恵袋を増やしてきたと
自負しています。どんなときにも何かを学ぼうと
する気持ちで日々を送っていると私の周りにはそ
れぞれ個性の違う人がたくさんいて、そのひとつ
ひとつの関わりが自分の力になっていくことを実
感しています。新人から始まり中堅となり、看護
主任や看護師長時代の経験を経て今回、看護部
長という役割を担うことになります。看護部長と
してできること、人としてできること、私ができる
ことは何かを常に考え、奮闘中です。やはり働く
ことで得られるものも多く、日々の出来事（何事
も！）を楽しみに変えることで見えてくる未来が
明るくなります。今、何がしたいのか？どうすれば
良くなるのか？どうしたら楽しいと思えるのか？と、
常にワクワクしながら過ごしています。何より私
を支えてくれる頼もしい看護師長や看護主任た

ちも側におりますので心強く感じています。そう
はいっても常に良い時ばかりではありません。そ
のような場面でも気づかせてもらえた事に感謝
し、自身の成長の糧として次の経験につなげてい
けるよう心に留めるようにしています。

友愛会は、子育てや介護をしながら働きたい、定
年を迎えても働きたいといった職員の多様な働
き方に対応できるよう努めています。働く職員自
身に安心して楽しく仕事を続けてもらうことで周
りにも良い影響をもたらすことができると考えて
おり、そのために私ができることは「対話をする
こと。そして言いたいことが伝わっているかを確
認すること。」を常に意識し大切にしています。こ
れから先も看護師人生を続けていくなかで様々
な人と多様な関わりを持ち、対話を通して楽しく
仕事をしていきたいと思います。最後になります
が、友愛医療センターで働く職員と当院をご利
用いただく皆様がお互い安心して交流の図れる
場作りができるよう、精一杯努めていきたいと思
います。

看護部長 挨拶

友愛医療センター　看護部長

粟国 あつみ

「働きやすい
  職場を目指して」

友愛医療センター
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「The Best Doctors in Japan2022－2023」に
二宮 基樹 医師と山内 昭彦 医師が選出されました！
「The Best Doctors in Japan2022－2023」に
二宮 基樹 医師と山内 昭彦 医師が選出されました！
「The Best Doctors in Japan2022－2023」に
二宮 基樹 医師と山内 昭彦 医師が選出されました！

選定療養費の
金額が変わりました！
選定療養費の
金額が変わりました！
選定療養費の
金額が変わりました！

“The Best Doctors”（ベストドクターズ）とは、1989年
にアメリカ・ハーバード大学医学部所属の医師2名によっ
て創業されたベストドクターズ社が行う、医師同士の相
互評価（ピアレビュー調査）によって優れた医師を選出
する取り組みです。
その調査方法は「もし、あなた自身やあなたの大切な人
が特定の専門分野の病気を患い治療を受ける場合、どの
医師に治療をお願いしますか？」という質問をもとに、治
療技術や治療実績などの独自評価を通して一定以上の
高い評価を得た医師をBest Doctorとして認定するもの
です。日本での調査は毎年行われ、一年おきに更新され
ます。
日本では2002年より同調査が開始され、今年度は
7,315名の医師（日本の医師数の約2％）が選出されまし
た。その数少ない医師のなかで今年度は友愛医療セン
ター 消化器病センター長 二宮 基樹 医師と同院 心臓血
管外科部長 山内 昭彦 医師の2名がThe Best Doctors 
in Japan2022-2023に選出されました。
同年度に2名の先生が選出されたことは、友愛医療セン
ターにとってとても喜ばしい出来事となりました。

選定療養費とは、急性期医療を提供する一般
病床が200床以上の地域医療支援病院を受
診する際、かかりつけ医からの紹介状が無い
場合に支払うことが国から義務付けられてい
る費用のことで、友愛医療センターはこれに
該当しています。
今年、その最低金額が引き上げられたことに
伴い、紹介状のない方が友愛医療センターを
受診する際に必要な選定療養費は、10月1日
から右図のように変更となりました。ご理解く
ださいますようお願い申し上げます。
なお、友愛会は全ての患者さんに「かかりつ
け医」を持つことをお勧めしています。「かか
りつけ医」の役割や必要性につきましては広
報誌「ゆうあい」夏号（P.16~17）でご紹介し
ています。ぜひご覧ください。

編集委員レポート

左：山内 昭彦 医師　右：二宮 基樹 医師

別診療科であるにも関わらず、担当して
いる患者さんの治療方法について忌憚
なく真剣な面持ちで議論をする二人

消化器病センター長
二宮 基樹 医師　コメント

心臓血管外科部長
山内 昭彦 医師　コメント

今回、初めてベストドクター認定
をいただき非常に光栄であります。
これからもさらに精進を重ねて少
しでも良い医療を患者さんに提
供できるよう日々取り組みたいと
考えております。多くの方々のサ
ポートとご理解をいただき、沖縄
で医師として働くことができるこ
とに感謝しております。今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。

1989年に国立がんセンター（現在
の国立がん研究センター中央病院）
で胃外科の研修をして以来30年以
上胃がん手術一筋に歩んで参りまし
たが、いまだに情熱は衰えていませ
ん。日常生活の多くを犠牲にしてき
た道ですが、私の人生をとても豊か
にしてくれました。選出は10度以上
になりますが、評価してくれた胃が
ん外科医仲間に顔向けができる仕
事をしようと反省と工夫の日々です。

友愛医療センター

広報誌「ゆうあい」夏号

■徴収の対象とならない場合■徴収の対象とならない場合
●救急車で来院し、緊急な診療を必要とした方
●国の公費負担医療制度の受給者の方 等

■初診の場合■初診の場合
紹介状なしで当院を受診する場合

改
定
前

医 科

歯 科
5,500円（

税
込
）

3,300円（
税
込
）

改
定
後

医 科

歯 科

7,700円（
税
込
）

5,500円（
税
込
）

■再診の場合■再診の場合
状態が落ち着き、当院から他の病院へ紹介された後も、
自らの意思で引き続き当院での診療を希望し、受診する場合 ※受診の都度加算されます。

改
定
前

医 科

歯 科
2,750円（

税
込
）

1,650円（
税
込
）

改
定
後

医 科

歯 科

3,300円（
税
込
）

2,090円（
税
込
）

健康管理や診療をしてくれる

かかりつけ医を
持ちましょう！

Best Doctors, Inc.は、グローバルバーチャルケアリーダー、Teladoc Health, Inc.の一員です。

友愛会に入職して約30年、病棟師長、看護部副部長を歴任し、現在はプラ
チナナースとして入退院支援室で勤務しています。
後輩ナースから業務の相談を受けることも多く、その際はこれまでの経験を
もとにアドバイスしています。その後、スムーズに業務を進めていくことがで
きるようになるなど、スタッフが成長していく姿をそばで見られるのは、プラ
チナナースとして働いていて嬉しいことの一つです。
入退院サポートセンターは入院が決定した患者さんと面談し、入院に関わる
必要事項の説明や患者さんの情報をヒアリングし、関連部署に共有すること
が主な業務です。最初の面談の際は患者さんの不安や悩みなども汲み取り
ながらしっかり聞き取り、伝えることができるよう、お一人おひとりに合った
対応を心がけています。その方がどのようなひととなりなのかすぐに理解で
きるのは、これまで病棟で多くの患者さんと接してきたこと、フィジカルアセ
スメント（※）で学んできた経験が生きているからだと思います。

看護補助者は、病棟業務が円滑に進むよう、看護業務の補助を行います。
私が所属する病棟では患者さんのシャワー介助が多く、術後創部の洗浄も
行います。その他、検査案内（付き添い）や病室の清潔保持など業務は多岐
にわたります。
前職は観光業界での仕事でしたが、人と接するのが好きということ、医療・
介護の仕事に興味があったことから、2年前に友愛会に入職しました。
実際に働いてみると想像以上に大変な仕事ですが、働きながら看護知識が
身に付きますし、友愛会は残業がほとんどなく、子育てと両立しながら働け
るのも魅力です。看護師の皆さんも毎日忙しいのに色 と々親切に教えてくだ
さり、皆で助け合える環境の中で働けることをありがたく感じています。
多忙な日々の中での癒やしは患者さんとゆんたく（おしゃべり）をすること。
そして患者さんが元気になって退院していくことが何よりも嬉しいです。
いずれは介護福祉士の資格を取得したいと考えており、業務以外にも看護部
が主催する勉強会などにも積極的に参加して、日々学びながら働いています。

経験を生かして第二の看護人生を歩む

看護師をサポートしながら、目指すは資格取得！

ココに注目！　チーム医療のキーパーソンは看護師です。患者さんと一番多くの時間を過ごす看護師が通信役となり、医師や
薬剤師など他職種に必要な情報を提供し、心のケアに重点を置いた質の高いチーム医療の実践に取り組んでいます。

ココに注目！　看護補助者は医療チームの一員として患者さんに近い目線で療養を支援したり環境を調整したりする業務を行
なっています。特別な資格がなくても、医療の質向上に貢献する大切な役割を担っています。

横
よ こ せ

瀬 鏡
きょうこ

子（入退院支援室）〔CASE3〕 プラチナナース

大
おおしろ

城 麻
あ さ み

美（循環器病棟）〔CASE4〕 看護補助者

友愛会には60歳の定年を迎えた方の働き続けたい
という希望に合わせて、定年後再雇用制度がありま
す。
また、日本看護協会では経験と知識が豊富な看護師
のことをプラチナナースと呼称し、やりがいをもって
元気に友愛会で働き続けてもらうための新たな働き
方として提案・推進しています。

プラチナナース
One point lesson!

友愛医療センターでは、看護補助者・クラークを対
象に毎月定例の勉強会を開催しています。
9月は、「移乗介助」をテーマに、ベッドから車椅子
へ、車椅子から便座や浴槽などへ移乗する際の介助
方法について、リハビリ科職員のアドバイスを受けな
がら実際の体験を通して学びました。

定例勉強会
One point lesson!

友愛会友愛会をを支えるナース支えるナースたちたち ～ 友愛医療センター編 ～Vol.2

※�フィジカルアセスメント…身体検査技術（問診・視診・触診・打診・聴診など）を用いて、健
康上の問題を査定・評価し、患者さんにあった対応を考察すること。

友愛医療センター
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友愛医療センター

“臓器移植”ってどんなイメージですか？　　実は……「想いが詰まった医療」なんです！

今年4月新設! 友愛医療センター 臓器移植支援室 をご紹介します!
友愛医療センターは、沖縄県内の腎不全患者さんに、より良い移植医
療を継続的に提供するための組織として、今年4月に臓器移植支援室
を設置しました。
移植医療が日々高度化、複雑化する中でも患者さんお一人ひとりにきめ
細かく質の高い医療を提供していくため、院内外の医療情報を集約し
て当院スタッフの啓蒙・教育に努めるとともに、病院全体で移植医療に
取り組むことで高水準の医療レベルを維持・提供することを目的として
います。

友愛医療センター
臓器移植支援室では
次のことに取り組んでいます。

① 生体腎移植
② 献腎移植
③ 臓器提供促進
④ 教育啓蒙・普及啓発

当院の移植医療チーム
移植に関わるメンバーが増えて

ますますパワーUP!
移植医療の素晴らしさを

これからも伝えていきます!

2022年7月16日（土）、当院で第41回九州腎臓移植研究会を開催いたしました。
当日は約30名の移植医療関係者が県内外から来院し、オンラインでも多くの方にご参加いただき、非常に充実した
発表討議の場となりました。移植医療に従事される皆様へ心からの感謝を申し上げます。

※当日参加者は体調管理を行い、会場内の感染予防策を講じた上で開催いたしました。

第41回 九州腎臓移植研究会を開催いたしました

当日のようす 運営スタッフのみんなで1枚新崎修院長や大田守仁外科部長が
ご挨拶をしました。

移植内科医 移植外科医

公認心理師
管理栄養士や栄養士

薬　剤　師

臓器移植支援室��看護師
（レシピエント移植コーディネータ含む）

臓器移植支援室��室長 臓器移植支援室��事務

〜1％の奇跡と言われる「今」を100％の当たり前と言える「未来」へ〜 10月は臓器移植普及推進月間です

臓器移植法が施行された日である10月16日は、家族や大切な人と「移植」のこと、「いのち」のことを話し合い、
臓器提供に関するお互いの意思を確認する「グリーンリボンデー」です。

友愛医療センターは腎臓移植実施施設として多くの患者さんとお話をする機会がありますが、献腎移植を希望し、移植待

機者リストに登録される患者さんの中には、上記のようにお話される方もいらっしゃいます。

今年は臓器移植法が施行されて25年。2010年には法改正が行われ、移植医療関係者が臓器移植についてさまざまな普

及啓発活動を絶え間なく行っているにも関わらず、臓器提供件数は未だ伸び悩んでいます。

下記のグラフで示すように、沖縄県の昨年度献腎移植希望待機者数240名に対して、実際に移植医療を受けることがで

きたのは3名の方でした。献腎移植を受けるためにはさまざまな条件を満たす必要がありますが、移植希望者数に対して

そもそも臓器提供件数が少ないということが、移植医療がなかなか普及しない要因のひとつとして挙げられます。

まずは、少しでも多くの方に移植医療について正しく理解していただくため、これからも啓発活動に取り組み続けていくこ

とが大切だと考えています。

当院は、これからも移植医療の推進普及に向けた活動に積極的に取り組んでまいります。

沖縄県内の臓器移植に関する詳しい情報は
「公益財団法人�沖縄県保健医療福祉事業
団」のホームページでご確認いただけます。

公益財団法人
沖縄県保健医療福祉事業団
ホームページ

日本の臓器移植に関する詳しい情報は
「日本臓器移植ネットワーク」のホーム
ページからご覧いただけます。

日本臓器移植ネットワーク
ホームページ

献腎移植を受けるなんて、雲を掴むような話だ。
宝くじを買ったと思って気長に待つよ。

※�本動画は「沖縄広告協会　第
40回広告賞Webフィルム部
門」で金賞を受賞しました！

グリーンリボン
ショートムービー
「あなたのこと」
／YouTube

当院は臓器移植について県民
に広く知っていただくために沖
縄県保健医療福祉事業団が制
作したグリーンリボンショート
ムービー『あなたのこと』のロ
ケ地として撮影協力しました。
動画は下記QRコードからご覧
いただけます。
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1

0

データ提供：公益財団法人　沖縄県保健医療福祉事業団

沖縄県における臓器提供件数 心停止臓器提供 脳死下臓器提供

1 1 1

4

1

7

9

4

6

2
3

1

3

1 1 1 1
2 2

3
4

3

1 1 1 1 1 1

1 3
2

2

1
2

3 3

沖
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初
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下
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器
提
供

改
正
臓
器
移
植
法
施
行

臓
器
移
植
法
施
行

沖
縄
県
で
初
の
献
腎
提
供

献腎移植希望者数：240人 ※2021年末時点

提供者総数：84人
脳死下提供：12人
心停止提供：72人
※2021年12月末時点
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豊見城中央病院は地域のかかりつけ病院として一般診療のみならず、入院リハビリや通所
リハビリ、緩和ケアや在宅診療などさまざまな医療と介護福祉サービスを提供しています。
今回は、病院の受診や入退院をする際に「病院と患者さんをつなぐ」という大切な役割を引
き受けている部署を2つご紹介します。

「病院」と「地域」を繋ぐスペシャリス トたち！
地域連携室と入退院支援室の仕事 をのぞいてみよう

地域のかかりつけ医！
豊見城中央病院を知る

地域連携室はこんな仕事 入退院支援室はこんな仕事

地域連携室はその名の通り、地域のクリ
ニックや病院と豊見城中央病院が連携し
て患者さんの診療をするための窓口として、
各種問い合わせ対応、紹介を受けた患者
さんの受診や検査に関する予約調整、地
域の医療状況を把握し院内外の連携を図
ることが主な業務となります。

入退院支援室は患者さんが安心して入院
生活を過ごしていただくことや退院後も元
気に自宅で過ごしていただくためにどんな
支援が必要か、本人やご家族を含めて多く
の職種と話し合い、自宅への退院や療養
施設との調整を行うことが主な業務とな
ります。

豊見城中央病院の地域連携室では、院内外での連携がスムーズに行くよ
う配慮しながら予約調整をするようにしています。
当院は基本的に紹介状持参の必要はありませんが、かかりつけの病院が
ある場合にはその病院を通して事前にお問い合わせいただくと現在の受
診状況が事前に当院へ届きますので便利です。
当院への受診で何かお困りのことがありまし
たらご遠慮なくお問い合わせください。

地域連携室よりメッセージ

豊見城中央病院の入退院支援室では、患者さんやそのご家族が安心して
治療に臨めるよう、そして退院時には元気にご自宅や施設で過ごすこと
ができるよう、お話をお伺いし病院でどのような支援が可能なのか多職
種で検討しています。
地域包括ケア病棟の開設に伴って、今後は支援を必要とされる患者さん
がさらに増えると予想しています。入院や治療、退院後の生活について困
りごとや不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

入退院支援室よりメッセージ

数字でみる豊見城中央病院地域連携室 数字でみる豊見城中央病院入退院支援室

所属人数

6名
看護師………1名
社会福祉士…3名
事務…………2名
2022年9月現在

所属人数

12 名
看護師………7名
社会福祉士…5名

2022年9月現在

1日の問い合わせ件数

平均120件
多い日は200件ほど
の問い合わせを受ける
日もあります！

1日当たりの入院患者数

平均11名
現在はコロナ禍ということも
あり入院患者さんを制限して
いる影響で、入院患者数は通
常時より少ないです。

1人が担当する患者数

最大25〜30名
受け持った患者さんのお話を伺いながら入院中から退
院後に必要な支援についてさまざまな職種と話し合い、
必要な調整を行います。長期療養の方の支援が重なる
こともあり、個々の受け持ち内容はさまざまです。

ひとりあたりの電話応対件数

1日平均30件
1件の問い合わせで約10分程度お
話を伺います。その後、医師や看護
師へ予約可否の相談といった院内
の調整を行います。

1日の調整件数（外来・入院含む）

1日平均40件
1日あたりは40件前後ですが、年々
問い合わせ件数は増えており、しっ
かり確実に予約調整を行うように
気をつけています。

1日のFAX受信件数

平均50件
内容は検査申し込みや受診
の問い合わせ、緊急で受診
される方の医療情報など多
岐に渡ります。

1日当たりの
退院患者数

平均8名
元気に退院される
と私たちもとても
嬉しくなります！

3階回復期リハビリ病棟の平均在院日数
と在宅復帰率（過去4年間）

当院3階病棟は昨年度から入退院支援スタッフ
を配置し、在院日数の短縮と高い在宅復帰率が
可能となりました。
ご自宅で元気に暮らしたいという患者さんの想
いに寄り添えるよう、これからも維持していきた
いと思います。

過去3年間の
調整件数推移

調整件数は年々増加傾
向にあります。

2019年 3930件

2020年 6403件

2021年 8742件

2018年 2019年 2020年 2021年

65.9日

79.1日
68.3日

58.5日

89%
89.2% 89.2%

91%

平均在院日数 在宅復帰率

患者さん かかりつけ病院 地域連携室

院内のスタッフと
予約などの調整

検査や受診の
問い合わせ、相談

予約調整や再通院の
調整、情報提供書の
送付など

通院

患者さんや
ご家族

ケアマネージャーや
福祉サービスとの調整

治療や退院後の生活相談

入院中や退院後の生活支援
多職種によるミーティングで
情報共有と必要な支援内容の検討

豊見城中央病院（代表）
TEL098-851-0501

豊見城中央病院
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友愛園は、厚生労働省から超強化型に指定
される介護老人保健施設として高い在宅支
援機能を持ち、入所・通所ともに質の高いリ
ハビリテーションを行っている施設です。利
用者さん個々人の心身の状態や住まいの環
境に応じて目標計画を立て、利用者ご本人
とそのご家族を中心としたケアが行えるよ
う、日々、多職種が連携して支援しています。
（ゆうあい2019年秋号に詳細を掲載）
今回は11月11日の「介護の日」にちなみ、友
愛園の通所フロアで働く介護士のお仕事に
ついてご紹介します。

11月11日は
「介護の日」「介護士」ってどんな仕事？ 友愛園の現場で密着取材

介護士の1日（下地さんのある一日）

長く他業界に勤めていたが、奥様からの「介護の仕事
が向いているんじゃない？」という一言をきっかけに
思い切って介護の現場へ飛び込んだという下地さん。
現在は、介護福祉士の資格取得に向けて勉強をしな
がら友愛園で勤務する。

「未経験からのスタートで不安もありましたが、介護の仕事はやりがいがあり、
毎日楽しく勤務しています」。

通所介護課
下 地  渉�さん

友愛園での勤務歴：1年目
介護士歴：6年

朝礼では当日のデイ
サービス利用者の状
況報告や各種業務連
絡が行われる。

午後のレクリエーショ
ン。この日は下地さん
が三線を弾きながらみ
んなで沖縄民謡を歌っ
た。

利用者さんの帰宅準備
を始める。帰宅前のトイ
レ介助や荷物の準備、上
着や帽子の着衣など。お
しゃれ好きな方も多く、
好みに合わせて声の掛
け方も変わる。

ほとんど残業がないた
め、帰宅後はご家族との
時間を過ごしたり、資格
試験に向けた勉強をし
ている。

到着後、利用者さんの
体調などを確認し、午
前中のレクリエーショ
ンを行う。この日は脳
トレを中心に会話をし
ながら身体を動かした。
昼食の準備を始める。
お茶を配って、水分補
給を促す。

出勤後は身支度を整
えて、ラジオ体操で気
合を注入。

昼食後の歯磨きやトイ
レ介助、午後のレクリ
エーション準備まで行
なったあと、自身も昼食。

利用者さんの水分補給。
午後のティータイムでは
みんなで一緒にゆんたく
（おしゃべり）をする。

利用者さんをご自宅ま
で送る。

1時間ほどで友愛園へ
戻り、本日の利用者さん
の記録を確認して、帰
宅の準備。

利用者さんのお迎え
に。この日は糸満市
に住む4名を迎えた。
遠い所では那覇まで
行くことも。1時間ほ
どで友愛園へ到着。

お迎えした時間を忘
れずに記録。

利用者さんの昼食を
配膳・介助する。
食事形態やアレル
ギーなどの注意があ
り、配膳は間違えな
いように気を配りな
がら行う。

13:00
自身の昼食

14:30
午後の
レク

15:00
ティー
タイム

15:30
帰宅
準備

16:15
送迎

17:15
帰園

17:30
帰宅

8:20
出勤

8:30
朝礼

8:45
迎車

9:45
到着

10:30
朝のレク

11:30
お昼の
準備

12:00
昼食
介助

健康管理センター
社会医療法人友愛会 豊見城中央病院附属

友愛園社会医療法人友愛会
介護老人保健施設

友愛園や介護士の仕事など気になることを聞いてみました。友愛園 Q＆A

友愛園の入所フロアでは新型コロナウイルス感染症の蔓延以降、利
用者さんの感染予防の観点からご家族との面会をやむなく中止して
おりましたが、園内での様子を伺う声や、利用者さんからご家族と
会えない寂しさを耳にするようになり、どうにか会わせてあげたい
との思いからテレビ電話面会を導入しました。
導入当初は、ご家族に来園していただき、1階事務所と入所フロアを
テレビ電話で繋ぐという方法で行いました。顔を見て話ができるの
で嬉しいとの声が聞かれた一方で、モニターからの音声が聞こえに
くい、利用者さんがタブレット越しの会話に不慣れで画面のどこを
見て良いかわからない、といった問題もありました。
現在ではLINEアプリを活用したテレビ電話面会も開始し、ご自宅か
ら複数人での面会や県外にお住まいのご家族との面会も可能にな
りました。
当園では新型コロナウイルスに負けず、さまざまな方法で利用者さ
んとご家族を繋ぐ取り組みを行なっていきたいと思います。
※LINEアプリ面会のご利用方法は友愛園ホームページでもご案内
していますのでご参考ください。

Q �未経験からのスタートとのことですが、最初はどのようなことをするのですか？
�A ��最初から急に入浴やトイレ介助などをすることはありません。初めはレクの手伝いやお茶汲み、作業補助などから教えて
もらい、徐々にいろんな業務へステップアップしながら慣れていきました。

Q �友愛園通所課の人員体制を教えてください。
�A ��通常は、看護師2名、リハビリスタッフ2名、介護福祉士や介護士が8名となります。
　�また、利用者さんには施設専従医師による診察を定期的に受けていただき、投薬の相談や体調管理も行っています。

Q �下地さんはレク担当とのことですが、他にもなにか担当していますか？
�A ��担当は交代制となっていて、レクの他にも入浴介助担当、リハビリ介助担当、作業介助担当をする日もあります。手が空い
た時にはみんなで協力しながらお互いの手伝いをしています。

Q �仕事をしていて楽しいと感じること、逆に大変と感じることなどはありますか？
�A ��よく「大変な仕事だ」と言われるのですが、私自身は大変だと感じたことはありません。それよりも利用者さんを通じてい
ろんなことを教えてもらうことが多く、毎日楽しんで仕事をしています。

　�仕事については、困ったことがあっても周りの人が気が付いた時にすぐ助けてくれるのでとても働きやすいと感じています。

Q �今後の目標と介護職・介護福祉士を目指している方へアドバイスをお願いします。
�A ��近い目標は、介護福祉士の資格を取得することです。昨年試験を受けた時は、あと1点というところで合格を逃してしまい
ました。おかげで自分の苦手な分野を知ることができたので、今はそこを重点的に勉強しています。

　�介護職を目指している方には、未経験でも興味があれば、一度、友愛園で一緒に働いてみましょう！とアドバイスしたいです。

友愛園ミニだより 「テレビ電話面会」を導入して

テレビ電話面会のようす
毎日顔を見られることで利用者さんの活気も上がり
ます。とある日には三線の演奏で沖縄民謡を一緒に
熱唱されていました

友愛園
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友愛会 全事業所ホームページのリニューアルが遂に完了！友愛会 全事業所ホームページのリニューアルが遂に完了！友愛会 全事業所ホームページのリニューアルが遂に完了！

友愛会公式SNSを開設しました！友愛会公式SNSを開設しました！友愛会公式SNSを開設しました！

2020年から友愛会全体で取り組んできたホームページのリニューアル。5月に第一
弾となる5サイトのリニューアルを行い、9月には第二弾となる残りの3サイトのリ
ニューアルが完了しました。
新しいホームページはセキュリティ機能が強化され、スマートフォンやタブレットで
も見やすく、必要な情報が探しやすいレイアウトとなっています。
また、各事業所の個性を引き立たせるイメージカラーを使って差別化を図りつつ、
全体のデザインを統一させることによって、どの事業所のホームページを開いても友
愛会のサイトであることがわかるようにしました。
リニューアルによって、より一層充実した情報発信ができるよう、これからも努めて
参ります。
なお、リニューアルに伴い、サイトURLが変更となるホームページがありますので、
お気に入り登録やリンクの設定をされている場合は、変更していただきますようお
願いいたします。

友愛会は、法人内の取り組みや魅力について多くの皆さんに知っていただこうと、このたび公
式のSNS（facebook、Instagram）を開設致しました。
SNSでは、看護部勉強会の様子や講演会情報、健康に関するお役立ち情報など、友愛会か
ら皆さんにお伝えしたいさまざまなことを発信しています。
まだまだ始まったばかりですが、今後も随時更新していく予定ですので、フォローや「いい
ね」での応援のほど、どうぞよろしくお願い致します！

編集委員レポート

第一弾リニューアル

友愛会（法人総合サイト）  豊見城中央病院
健康管理センター★       　豊崎クリニック★
友愛園★

第二弾リニューアル

友愛医療センター
臨床研修医サイト★
リクルートサイト★

★マークのついた事業所ホームページはURLが変更となりました。
お気に入りやリンク設定の変更をお願いいたします。

友愛会法人総合サイ
トより各施設のホー
ムページをご覧いた
だくことができます。

検 索社会医療法人友愛会　youtube

友愛会　　　　　チャンネルを開設しました！ ぜひご覧ください♪

このアイコンが
目印です！

はコチラから！ はコチラから！

ピロリ菌とは
正式名称は「ヘリコバクター・ピロリ」といい、胃の
中に住み着く細菌です。
日本は先進国の中で胃がんによる死亡率が高く、そ
の原因のほとんどがピロリ菌だと言われています。
ピロリ菌が胃に住み着くと胃の粘膜に炎症が生
じ、その炎症が長く続くと粘膜が萎縮して、胃潰瘍、
十二指腸潰瘍や胃がんを引き起こすことがあります。

どうやって感染する？
以前は井戸水の摂取による感染もありましたが、衛
生環境が改善した現代では、家族内での経口感染
が主だと考えられています。

ピロリ外来について
胃カメラで萎縮性胃炎あるいはピロリ菌感染の疑いがあると言われた方は、ピロリ菌
の検査を受けることをお勧めします。検査は、息を吐いて、その吐いた息から感染の
有無を判定する簡単な検査です。
検査の結果、ピロリ菌感染があると診断された方は、胃がんの予防のためにピロリ菌
の除菌治療を受けることをお勧めします。ピロリ菌がいなくなれば胃がんの発症リス
クは大きく低下します。

●経歴について教えてください 
以前は中部地区医師会検診センターの所長を務めており、縁あって今年8月から当センターで勤務しています。
また、胃がん・大腸がんの早期発見・予防を目的に沖縄県が組織する胃内視鏡運営委員会、消化器がん検診分科会の委員も務
めています。

●当センターで力を入れて取り組みたいことはなんですか 
私の赴任に伴って8月からピロリ菌外来を再開し、ピロリ菌の有無を調べる検査や除菌などを行っています。胃がんになる人を
減らし、最終的に胃がん撲滅につなげるために、ピロリ菌外来で検査と治療をしっかりと行っていきたいと考えています。
また、胃カメラ、大腸カメラに関しては、受ける方が苦しくないよう丁寧な挿入、そして
精度の高い診断を心がけてまいります。胃バリウム検査の読影※についても長年取り組
んできましたので、これからも精度の高い診断を行っていきたいと思います。
※読影とは、検査等で撮影した画像から病気の有無や程度を診断し報告書を作成すること

●受診者へ向けたメッセージをお願いします
胃がん・大腸がんは早期発見によってほとんど治ります。そのためには検診（胃カメラ
あるいは胃バリウム検査、便潜血検査、大腸カメラ）をしっかり受けていただきたいと
思います。検診で異常があれば精密検査を受けていただくようお願いします。

ピロリ菌外来を再開しました
胃がん予防！ 健康管理センターは、胃潰瘍や胃がんの原因とされ

ているピロリ菌の検査・除菌治療を行うピロリ菌外
来を今年8月より再開しました。

新たに着任した医師へインタビュー！
與那嶺 吉正�医師
・日本消化器内視鏡学会�専門医
・日本消化器がん検診学会�総合認定医
・日本消化器病学会�専門医

8月から当センターに赴
任し、ピロリ

菌外来と内視鏡検査（胃
カメラ・大腸

カメラ）を担当している與
那嶺�吉正�

医師にお話を伺いました
。

お問い合わせ�月～土�※土曜は不定期
TEL098-852-2017（9～15時）

健康管理センター ピロリ菌外来
毎週木曜日　14：00～15：30
※当センターの人間ドックで胃カメラを受診
し、萎縮性胃炎と診断された方が対象にな
ります。

持続感染（炎症が継続）
粘膜の防機能の低下

粘膜の萎縮
腸上皮化生

粘膜の傷

ピロリ菌が原因となって進行する胃疾患の一例
子供のころのH.ピロリ感染が、
大人になってからの胃潰瘍、胃がんの原因になる

幼年期 数年～数十年

正常な胃 慢性胃炎

胃潰瘍
十二指腸潰瘍

胃がん?

ピロリ菌
感染

環境因子
ストレス、塩分の多い食事、

発がん物質など

健康管理センター

14 15ゆうあい 秋号 2022年10月ゆうあい 秋号 2022年10月



身近な人と「人生会議」しませんか
～一生、自分らしくあるために～

「人生会議」という言葉、聞いたことはありますか？これは「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）」ともいい、もしものときに自分
がどのような医療やケアを受けたいか、身近な人や医療スタッフなどと前もって話をすることです。
「最期は自宅で静かに過ごしたい」「できる限り医療機関で治療を頑張りたい」など、どう生きていきたいか思い描く形は人それぞ
れ。そんな自身の希望を尊重し最期まで自分らしくあるために、普段から家族や医療スタッフなど身近な人たちと、自分の考えや好
きなことについて話をしませんか？

友愛会では、患者さんのカルテにACPチェックシートの内容を記入し多職種で共有するなど、各施設でACPを取り入れた医
療・ケアの提供を進めています。ここでは、法人内各施設でACPに関わっているスタッフからのメッセージをご紹介します。

厚生労働省のサイトでは、人生会議について紹介する動画などがご覧になれます。
詳しくは右のQRコードからご確認ください。

病状などによって自分で話をすることが困難な状態になったとき、ご自身の価値観や考え方を尊重し、その思いに沿って
代わりに医療スタッフと話をしてくれる方はどなたですか？家族だったり友人だったり、思い浮かんだ方があなたにとっ
て最も信頼できる相手だと思います。その方にご自身の希望や考えを伝えておきましょう。そしてその内容を医療スタッ
フにも共有しましょう。

誰と話したらいい？

決まったテーマはありません。
ご自身が「大切にしていること」「好きなこと」などについて、身近な方 と々お喋りをするような感覚で話してみましょう。
話をしていく中で、どのような医療・ケアを受けたいか、最期はどのように過ごしたいか、といったことについて自分でも
気付かなかった心の奥の本音が見えてくることがあります。
ほかにも「いやなこと」「してほしくないこと」について話しておくことも大切です。

どんなことを話すの？

自分の最期のことを考える、となるとどうしても「死」を意識してしまい、なかなか気が進まない…という方も多いと思い
ます。ですが、人生会議は自分の「死」を考えるのではなく、人生最後の最後まで自分らしくあるためにどうしたいか、自
分の人生そのものを考える良い機会です。一歩踏み出して、話をする場を設けてみましょう。

気が重い……

怪我や病気はいつ自分の身に起こるかわかりません。命の危険が迫った状態では、7割の人が自分の受けたい医療やケ
アについて決断できない、伝えられない、と言われています。
体が元気なうちに前もって自分の考えを整理する意味も込めて、話をしておきましょう。

まだ早い？

人生会議は一度ではなく、何度話し合っても良いものです。繰り返し話をすることで自分の価値観や考え方を整理でき
ることもあります。
気持ちや考えが変わった場合はもう一度その気持ちを周りの方々に伝えて、共有しましょう。

気持ちや考えが変わったら？

緩和ケア認定看護師として、日々患者さんやご家族のケアをさせていただいています。その中で、患者さ
んの価値観や治療目標、希望するケアを確認しながら看護し、病気の治療を共に頑張っています。しか
し、突然病状が変化することもあります。
【もしも、あなたが大きな怪我や病気をし、意識が薄れ、自分自身の意思や希望、受けたい治療やケア
について伝えられなくなったらどうしますか？】
あなたの大切にしている事、希望する治療、大切な人のことなど、私たち医療者と一緒に人生会議をし
てみませんか？

友愛医療センター
緩和ケア認定看護師
仲宗根理美

聞かせてください、あなたの言葉を。人生をどう生きたいか、そして、人生の終わりが訪れたときにどう
過ごしたいかを。
できる限りの医療行為で長生き≠健やかであなたにとっての価値のある過ごし方
私たち医療者は「生命は維持すべき」という一方的な判断だけでなく、あなたの人生観や価値観を大切
にした話し合いをした上で最善を尽くしたいと考えています。ですから、まだ早いうちから、話をしておく
必要があります。
予想外の入院がこの1年以内に2回以上ありませんでしたか？もしそうなら突然の命の危機によって自
分で自分のことを決められなくなるかもしれません。もし認知症が始まっていたら、数年後には自分の
考えや気持ちを周りに伝えられなくなるかもしれません。最善の希望と万一の備えについて、今、身近な
人や主治医と一度じっくり対話してください。私たちは大切なあなたを支える味方です。

豊見城中央病院
緩和ケア内科
笹良剛史�医師

ACPでは、ご本人がご家族など身近な人と、終末期の過ごし方などを共に考えることが重要です。しか
し、コロナ禍の現在、友愛園では面会制限などを行っており、利用者がご家族と過ごせる時間が十分に
あるとはいえません。そのため、ご家族に代わって当施設職員が利用者の希望をしっかり聞き取り、そ
の思いを尊重したケアが提供できるよう努めています。
当施設には、看取りをご希望されて入所されるケースも少なくありませんが、以前、ヤギ汁が食べたいと
希望された利用者の方が、食べたあとから活気が出て、看取りを解除になった事例がありました。
友愛園では今後も日々のケアを通じて利用者との信頼関係を築き、利用者の思いを傾聴してご本人が
望む生活スタイルを維持できるよう寄り添ってまいります。

友愛園
入所看護課
仲間幸代師長

■ACPチェックシートの一例をご紹介 ACPについて考える際は、次のような項目をチェックする専用のシートを
ご活用ください。

あなたにとって大切なことはなんですか？ 病気になったり大きなケガをしたらどうしたいですか？

□�楽しみがあること

□�身の回りのことが自分でできること�

□�一日でも長く生きること

□�できるだけ長く生きることを優先した治療を受けたい
□��病気を治すためのつらい治療より、苦しさを減らすための治療を自宅や
施設で受けたい

□�延命は考えず、穏やかに過ごしたい

Vol.3未来の医療について 考えてみよう！

Message

友愛会
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セカンドオピニオンについて
地域の医療機関との連携
かかりつけ医の紹介
受診、入院に関するご相談

●
●
●
●

●
●
●
●

病気、治療の不安に関するご相談
退院後のご相談
治療費が心配
ご意見や苦情など
福祉や介護制度のご相談

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

友愛医療センターは、地域医療支援病院として沖縄県から承認を受けた病院です。地域医療支援病院とは、
地域のクリニック（かかりつけ医）や介護施設などから紹介された患者さんに精密検査や手術治療などを行
う医療機関です。当院での検査・治療が終了した方は紹介元のクリニック（かかりつけ医）や介護施設などへ
逆紹介し、日常の健康管理を行っていただきます。患者さんの紹介、逆紹介の手続きやご相談は病院の地域
連携室や入退院支援室で行います。

豊見城中央病院は南部地域を中心とした地域包括ケアシステムの拠点として、在宅訪問診療や外来診療、ま
た介護施設やクリニックなどからの入院受け入れや各種検査を行っており、地域連携室はその相談対応窓口
です。また当院は地域の介護・老人入居施設との医療・介護連携がスムーズに行えるよう、相談窓口「医療
介護相談センター」を設置し、入退院支援看護師、ケアマネジャー、社会福祉士がご相談に対応しています。

2つの病院で下記の医療相談を承ります。2つの病院で下記の医療相談を承ります。

友愛医療センター　地域医療部のご案内

豊見城中央病院　地域連携室のご案内

友愛医療センター 地域医療部

☎ 098-850-3811

月～金　8:30～17:00まで
土曜日　8:30～12:00まで

対応
時間

豊見城中央病院 地域連携室

☎ 098-851-0501

月～金　8:30～17:00まで
土曜日　8:30～12:00まで

対応
時間

管理栄養士
監修

①米を研ぎ、水・醤油・酒・サバ缶の汁を入れて混ぜる。
②サバの身を入れて軽くほぐす。
③おろし生姜を少々入れる。
④通常の炊飯モードでご飯を炊く。
⑤炊きあがったら混ぜ合わせる。
⑤お好みで白ごま、千切りした大葉をのせる。

作 り 方

管理栄養士
馬上さん

サバ缶まるごと炊き込みご飯サバ缶を使ったお手軽レシピ

エネルギー／310kcal　塩分／1.2g
1人分材料（4人分）

米
サバの味噌煮缶
水
醤油
酒
おろし生姜
白ごま、大葉

2合
1缶

2合分
大さじ1
大さじ1
少々

お好み

サバ缶はサバの頭、内蔵等が取り除かれており、丸ごと食べる事
ができます。サバには良質な脂質であるDHA・EPAが豊富に含ま

れ血液をサラサラにします。また、コレステロールの
値を下げ、善玉コレステロールを増やし、血栓予防
や中性脂肪を減らす働きをしてくれます。また、缶詰
にすることで骨ごと食べられるので不足しやすいカ
ルシウムを多く摂取できる点もおすすめです。

クッキングアドバイス

・サバ缶の汁はそのまま使い、炊
飯時の水は少し少なめに。
・サバ缶の身は大きめにほぐすの
がポイントです。
・人参やきのこ類をお好みで加え
ると、満足感・風味が増します。

日々医療・福祉の現場で患者さんや利用者さんたちと向き合う友愛会の職員たち。このコー
ナーでは、彼らの仕事中の真剣な姿とは違ったプライベートな一面を少しだけお見せします。

【ゆうあい編集後記】　今号では、友愛医療センター粟国看護部長の挨拶に始まり、友愛会を支える看護職の紹介や、患者さんと地域の医療・介護サービスを
繋ぐ豊見城中央病院の連携室・入退院支援室の紹介、友愛園からは介護士の一日の紹介などをお届けしました。今号を通して友愛会では多くの魅力的なスタッ
フが患者さん・利用者さんお一人おひとりの為に業務に励んでいることを知っていただけたら幸いです。� （広報誌編集委員：大城武之）

釣りにどっぷりハマったのは、実はここ1年くらい。もともと、友愛会の互助会のフィッシングクラブ会
長を務めていたものの名ばかりで、会員におんぶに抱っこ状態であることに申し訳無さを感じ、釣り
を深めようと本腰を入れたところハマってしまった。
釣りに行く頻度を問うと、“釣りバカ”と言われることを懸念してか、「休日に行く程度ってことで」と言
葉を濁す。しかし、仕事が早く終わった日などは、気分転換も兼ねて近場の海で小1時間ほど浜釣りを
楽しんでから帰宅することもあり、立派な「釣りバカの卵」と見受けられる。
特にハマっているのがウェーディングだ。ウェーディングとは立ち込み釣りと言われ、海や川などに入
水して釣る方法。沖縄の海はサンゴ礁が広がっており、干潮前後は砂浜から沖合に向けて何百メート
ルもの距離を歩いて渡ることができ、干潮の2～3時間前から航空図を使って、海の深さや風向き、潮
の流れを読み、魚がいそうな場所を求めて移動しながら釣るが、潮が満ちる前に引き上げないと大変
なことになる。そんなアドベンチャー感が味わえるのもウェーディングの醍醐味だという。サンゴ礁は
魚が釣れやすいという利点がある一方で、地球も釣れやすい（根がかりしやすい）というデメリットも。
しかし、経験を積むことで、徐々に引っかかる回数が減り、針を外すテクニックも上達したそう。おか
げで、高価なルアー（疑似餌）を失くして凹むことも少なくなった。
ターゲットにする魚が好む餌の動きを意識して竿を操り、ルアーの動かし方を変えるのも、狙い通り
の魚を釣る重要なテクニックの1つ。釣りには計算が必要で、釣果はその結果を表す。「だからこそ面
白く、ハマっていくのだ」と悟る。
今、一番釣りたい魚はタマン。タマンは釣り人の憧れだそうだ。ガーラなどの力が強い大型の魚も釣っ
てみたいと話す。
釣ること自体を楽しんでいるため、基本的に釣った魚は逃がす。ルアー釣りは、生き餌（餌を針に通す
ため、魚が針ごと飲み込む）とは異なり、ルアーに付いた針先に魚に引っ掛けて釣るためダメージも少

なく、放された魚はまた元気に泳いでいく。特に、アオリイカなど個体数が減ってい
る種類は意識して放すようにしている。「大きくなったものを狙う」と笑うが、エコロ
ジー精神のもと釣りを楽しんでいるようすが伝わってきた。

糸洲 匠
豊見城中央病院
医事課長

#006

最近の釣果の
一つ。カマス

糸洲課長は釣った魚を逃してしまうので……365日安価で入手可能なサバ缶を使ったメニューをご紹介。
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友愛会グループ

豊崎クリニック 沖縄PET画像診断センター豊崎クリニック 沖縄PET画像診断センター豊崎クリニック 沖縄PET画像診断センター

〒901-0225  沖縄県豊見城市豊崎1番412

TEL：098-840-5151
受付時間（月～金）8：00 ～ 17：30
　　　　（　土　）8：00 ～ 17：00

社会医療法人友愛会　豊見城中央病院附属

水曜、日曜、祝祭日休 診 日

〒901-0243  沖縄県豊見城市字上田25番地

友愛園友愛園友愛園
TEL：098-856-4707
窓口対応時間　8：30 ～ 17：30

社会医療法人友愛会　介護老人保健施設

日曜・祝祭日の窓口業務はお休みです。

TEL：098-851-5234（代表） 〒901-0243  沖縄県豊見城市字上田25番地

豊見城中央病院介護事業部豊見城中央病院介護事業部豊見城中央病院介護事業部社会医療法人友愛会

ホームヘルパーステーション友愛●●●

TEL：098-851-9413

友愛会ケアプランセンター●●●

TEL：098-850-4165
〒901-0224  沖縄県豊見城市字与根50番地5
　　　　　　 （友愛医療センター内）

友愛会訪問看護ステーション●●●

TEL：098-851-9414

豊見城市地域包括支援センター友愛●●●

TEL：098-850-1324

豊見城中央病院通所リハビリテーション●●●

TEL：098-851-5158

豊見城中央病院ケアプランセンター●●●

TEL：098-851-9408

社会医療法人友愛会　豊見城中央病院附属

健康管理センター健康管理センター健康管理センター
TEL：098-852-2000
受付時間（月～土）9：00 ～ 15：00
※土曜日は不定期で営業していますので事前にお問い合わせください。

土曜（当センターカレンダーによる）
日曜・祝祭日休 診 日

〒901-0225  沖縄県豊見城市豊崎3番49

県内初の男女別検査フロア
ACP ー身近な人と
　人生会議しませんか？ー

友愛医療センター
看護部長挨拶

友愛園11/11は介護の日
介護士の1日に密着!!

2022.10
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