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仁愛会の理念
◦地域住民のニーズを満たす保健・医療・福祉 ◦信頼と人間性豊かな保健・医療・福祉
◦働き甲斐のある職場 ◦仁愛会の職員であることが誇れる企業

社会医療法人 仁愛会

●介護老人保健施設アルカディア
●訪問リハビリテーションアルカディア

TEL：098ｰ879ｰ1000
（上記２事業所共通）

●アルカディア通所リハビリテーション
TEL：098ｰ878ｰ1675

●ヘルパーステーションらくだ
TEL：098ｰ870ｰ1026

●浦添市地域包括支援センターみなとん
TEL：098ｰ876ｰ3710

●浦添市地域包括支援センターさっとん
TEL：098ｰ877ｰ3103

●ことぶき指定居宅介護支援事業所
TEL：098ｰ875ｰ4165

●浦添市事業所内保育事業認可保育園　もこもこ保育園　TEL：098ｰ878ｰ7171
●内閣府所管企業主導型保育事業　　　にこにこ保育園　TEL：098ｰ878ｰ5223

発行　社会医療法人仁愛会　事務局：経営企画課　TEL：098‐878‐0231（代表）

浦添総合病院
〒901-2132 浦添市伊祖四丁目16番1号

TEL：0120ｰ979ｰ706 （予約センター）
TEL：098ｰ878ｰ0231 （代表）

●つるかめ訪問看護ステーション
　　　　　　　  TEL：098ｰ877ｰ0645

浦添総合病院健診センター
〒901-2132 浦添市伊祖三丁目42番15号

TEL：0570ｰ010ｰ986

在宅総合センター
〒901-2132 浦添市伊祖四丁目16番1号

TEL：098ｰ879ｰ1000 （代表）
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新病院に向けて「利用者満足度の向上」を着実に実行
　新年あけましておめでとうございます。
　旧年中はコロナ禍の中、社会医療法人仁愛会の運営にあたり、各施設の
ご利用者やそのご家族ならびに地域の皆様には、ご支援とご協力いただき
心より感謝申し上げます。
　新型コロナウィルス感染症の発生から約3年が経過しましたが、昨年も
第６波、第７波の時は病床ひっ迫による救急や外来の制限など当法人の利
用者の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありませんでした。
　昨年後半から徐々に社会生活の制限が解除になり、通常の生活に戻りつ
つあります。病院も徐々に制限を解除していますが、病院や老健施設など
ではある一定の制限をかけないといけないこともご理解いただければと
思います。
　今年、当法人にとって最も大きなイベントは、新病院への移転です。現在
着々と工事は進行しており、今年の12月1日には新病院の開院を予定して
います。
　今年の干支は十二支でいうと「卯年」、十干では「癸」となり、干支は「癸卯
（みずのとう）となるそうです。癸卯（みずのとう）には、「これまでの努力が
花開き、実り始めること」といった縁起のよさを表していて、新病院をス
タートするには時宜を得た年だと確信しています。しかし単に病院を新し
くするだけでは意味がなく、一昨年から掲げている法人の目標の一つであ
る「利用者満足度の向上」を着実に実行できるように開院までに準備を進
めていく所存です。
　今後とも地域の皆様に信頼され、ご満足のいただける保健・医療・福祉の
サービスを提供できるよう職員一丸となって取り組んでまいりますので、
引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

健診センター院長
小島 正久

皆さまの健康の維持、早期発見・早期治療を目指して
　明けましておめでとうございます。今年も健診受診者及び仁
愛会の皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。昨年もコロ
ナで煩わしい日々が続き、やっと落ち着いてきたものの、全国的
には第８波が始まり、おまけにウクライナへの軍事行動でイン
フレが加わり、目出度さも中位の新年を迎えることになりまし
た。ただ今年も当センターは本来の目的である「皆様の健康の維
持と悪性疾患の早期発見・治療」を目指し、心を込めて健診事業
に邁進してまいります。特に今年は健診結果で異常があった場
合、メタボ等の生活習慣病は熟練した保健師によるわかりやす
い保健指導、内科的治療が必要な方には病診連携で培った専門
医師への紹介、がんの早期発見のためには信頼のおける病院へ
の橋渡しが出来るよう心がけてまいる所存です。皆様の受診を
心よりお待ち申しております。

多くの方に支えられて乗り越えたクラスター
　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は、新型コロナのオミクロン株(ものすごい感染力)が猛威
をふるい、アルカディア入所で初めてクラスターが発生しまし
た。その際は、ご利用者の皆様やご家族の皆様、関係機関の皆様
には、多くのご協力とご支援を頂きました。誠にありがとうござ
いました。職員一同、改めて皆様に支えられていることに幸せを
感じる経験をさせて頂きました。
　今年は、浦添総合病院が浦添市前田に移転しますが、在宅総合
センターはこれまで通り浦添市伊祖で在宅復帰や在宅での療養
生活を支援していきます。引き続き新型コロナの感染予防対策
とサービスの質向上に向けて邁進する所存です。
　今後とも皆様方におかれましては、昨年同様ご指導、ご鞭撻の
ほど宜しくお願い申し上げます。
　皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします。

在宅総合センター長
古謝 早苗

社会医療法人　仁愛会 理事長 兼
浦添総合病院 病院長 銘苅 晋
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がはじまります
新しい浦添総合病院

NEPOWEN
2023年12月

新病院プロジェクト ─ さらなる医療の充実を目指します ─

2023 年 2 月末には建物のコンクリート打設は終え、内装仕上げに入る予定です。

▍スケジュール

▍現病院との比較

2023年12月1日
開院予定

2023年8月31日
竣工予定

2021年6月～
建設工事

●浦添警察署

浦添前田駅

●浦添中学校

●美術館

●
浦添市役所

●
アイム・ユニバース
てだこホール

浦添大公園

浦添城跡

●浦添小学校大平IC

伊祖トンネル
（現）浦添総合病院

（新）浦添総合病院

●県立鏡が丘特別支援学校

宜野湾→

那
覇
↓

沖
縄
自
動
車
道

国道 330 号（バイパス）

アクセス

RELAXING ＋ AREAIDENTITY
 親しみやすい
安心感

浦添の風土や文化を
モチーフとしたアクセント

琉球石灰石のアートウォールを中心に木のリブ
パネルや波模様の壁をアクセントとし温かみの
ある、落ち着いたエントランス空間を演出。

エントランスホール

外来待合

てだこストリート

▍ゆとりのある空間で落ち着きのある４床室

─ 快適さと療養を兼ね備えた２つの病室 ─病室が変わります！

一般的な大部屋となる４床室は、現在の6床室から２
床減らすことで「患者さん同士に挟まれること」を防
ぎ、療養環境を改善しました。
また、ベッドボードや家具、床に木目をあしらえ、落ち
着きと温かみのある空間を演出しました。

ご家族や、たくさんのお見舞いの方々が来られても安
心の個室。お部屋内にトイレやシャワーを完備してい
るので、自分のペースでゆっくりお過ごしいただけま
す。

▍プライバシーに配慮した個室

医療機能の強化
新病院では、ハイブリット手術室の設置を行うととも
に手術室の一層の充実を図り、手術待機期間の短縮
を推し進めることはもちろん、より効率的な緊急手
術への対応も可能になると期待されます。
また、がん治療機能の強化として化学療法室のベッド
増床を予定しています。
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現病院

病床数

集中系病棟

延床面積

建物の規模

334床

33床

約24,026㎡

地上5階、地下2階

334床

47床

約36,652.3㎡

地上６階・地下１階

新病院

現病院

手術室

化学療法室

9室

9床

10室

20床

新病院



サイレントキラー！
がんの中で最も予後の悪い「膵臓がん」
　全国がん登録報告※１でがん罹患数を部位別に見ると、膵臓がんは男性では前立腺、
大腸、胃、肺、肝および肝内胆管に次ぐ6番目であり、女性では乳房、大腸、肺、胃、子宮に
次ぐ6番目でした。5年相対生存率※２ （2011～2013年診断例）は、がん全体では68.9％
なのに対して膵臓がんは12.1％しかなく、臓器別に見た場合に最も予後の悪いがんと
なっています。
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　膵臓は胃の後ろにあって長さ20cmほどの横に長い
臓器です。右から頭部・体部・尾部の３つに分けられ、頭
部は十二指腸に囲まれて大きく膨らんだ形をしていま
す。左にいくほど細くなり、左端は脾臓に接していま
す。膵臓には２つの役割があります。１つは消化液であ
る膵液をつくること（外分泌機能）で、もう１つは血糖
値を下げるインスリンなどのホルモンをつくること
（内分泌機能）です。膵液は十二指腸乳頭という盛り上
がった部分から十二指腸内に排出されます。ホルモン
は血液中に分泌され，さまざまな働きを行います。

　ひとくちに膵臓がんと言っても実はいくつかの種類
があります。多くは膵管の細胞から発生する膵管がん
で、がんが膵管を越えて拡がった浸潤性膵管がんは通
常型膵がんとも呼ばれています。その他、膵液をつくる
細胞から発生するがん（腺房細胞がん）やホルモンをつ
くる細胞から発生するがん（神経内分泌がん）、膵管内

　喫煙、飲酒、肥満、家族歴、糖尿病、慢性膵炎、IPMN（膵管内乳頭粘液性腫瘍）、膵嚢胞、膵管拡張など
がリスク因子と言われています。

　1センチ以下の早期膵がんは無症状のことが多いため、人間ドックで腹
部エコー検査（ＵＳ）を受けて頂き、膵嚢胞や膵管拡張がないかどうかを確
認することが肝心です。さらに、糖尿病と初めて指摘されたときや採血検
査でＡ１ｃの悪化がみられたとき、血縁者に膵臓がんが複数人以上いる、
などの場合にも、かかりつけ医と相談して腹部エコー検査で膵に異常がな
いかを検査で確認をしてください。膵臓に異常が認めた場合には胆膵専門
外来を紹介され、ＭＲＩ（ＭＲＣＰ）検査や胆膵超音波内視鏡（ＥＵＳ）検査
でさらなる膵検査が必要になります。

2021年から浦添総合病院健診センター内に「浦添総合病院予約サテライト窓口」を設置しました。
健診センター看護師による検査結果説明の際に、要精密検査判定の項目があった利用者さまについ
ては浦添総合病院での精密検査の予約ができることを案内させていただきます。浦添総合病院では
健診センターと電子カルテで健診結果を共有しているため、スムーズに受診ができます。
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※１ 厚生労働省2019年データ
※２ 全国がんセンター協議会加盟施設

乳頭粘液性腺がんなどさまざまながんがありますが、
これらのがんは通常型膵がんとは区別して扱われま
す。膵臓がんは血管、リンパ管、神経を介して周囲に拡
がりやすい性質をもっており、治療を難しくしていま
す。治すためには、できるだけ小さなうちに発見するこ
とが重要です。

╲Doctor's voice╱
　膵臓がんS t a g eⅠの10年生存率は32％と胃がんや大腸がんの消化器がんの
S t a g Ⅰと比較して良くありません。無症状でも人間ドック腹部エコー検査で
膵臓チェックすることが肝要です。当院健診センターでは看護師が在住し、腹
部エコー検査で膵異常の方のスムーズなＭＲＣＰ検査と胆膵専門外来予約を
行っています。　　　　　　　　　　　　　　　

膵臓ってどんな臓器？

早期発見のためには？

どんな人が発症しやすいの？

膵臓がんってどんな病気？

特集

予約
サテライト
窓口

消化器内科主任部長　小橋川嘉泉

68.9%
5年相対生存率

12.1%

膵臓
がん

肝臓

胃
 ひ ぞう

脾臓

膵尾部
膵体部

膵頭部

飲酒

喫煙

肥満

糖尿病

家族歴

がん
全体

慢性膵炎

Pancreatic
cancer
Pancreatic
cancer
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╲Doctor's voice╱

　膵臓がんの治療には、「手術」、「薬物療法」、「放射線治療」があります。 これらを組み合わせた治療（集学的治療）も
行われています。近年の薬物療法の進歩は目覚ましいものがありますが、がんの根治（完全に治すこと）を期待でき
る治療法は手術あるいは手術を含む集学的治療しかありません。しかし、手術できる状態で発見されるのは全体の2
～3割程度しかなく、早期発見が難しいがんの代表です。

どんな治療方法があるの？

手術について詳しく教えて？

▶ 膵頭十二指腸切除術

　がんが膵頭部にある場合は、膵頭部と十二指腸、胆のう、胆
管、周囲のリンパ節を切除します。胃の一部や周囲の血管を
一緒に切除することもあります。残った膵臓（膵体尾部）、胆
管、胃を小腸とつないで食べ物や膵液、胆汁の通り道を作り
直します。

▶ 膵全摘術　

　がんが膵臓全体に拡がっている場合には、膵臓の全て、十
二指腸、胆のう、胆管、周囲のリンパ節を切除します。切除後
は、胆管と胃を小腸でつないで食べ物や胆汁の通り道を作り
直します。手術後には、膵臓で作られているホルモンや消化
液が出なくなるので、インスリン（血糖を下げるホルモン）や
消化酵素剤の服用が必須となります。

▶ 膵体尾部切除術

　がんが膵体部や膵尾部にある場合は、膵頭部を残して膵体
尾部と脾臓、周囲のリンパ節を切除します。がんがそれほど
拡がっていない場合には、開腹手術ではなく、腹部に数カ所
の小さな穴を開けて専用のカメラと手術器具を使って行う
腹腔鏡下手術が選択肢になることがあります。

　膵臓がんの手術は難易度が高く、症例数が多い施設（ハイボリュームセン
ター）で行った方が治療成績が良いことが示されています。当院は沖縄県内で
唯一（2022年11月現在）の日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設であ
り、学会が指定する高難度手術を年間30～40例行っています。高度技能指導医・
専門医の資格を持つ医師が3人在籍しており、高度な手術を行う体制が取られ
ています。

でみる膵臓がん

肝臓
胃

肝臓
胃
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脾臓

 ひ ぞう
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門脈
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膵臓がん

 すい とう ぶ

膵頭部

十二指腸

胆のう

胆のう

がん

十二指腸

胆のう

くうちょう

空腸（小腸）

すい たい び ぶ

膵体尾部
すい たい ぶ

膵体部がん

113件

膵頭十二指腸切除69件 膵体尾部切除36件

浦添総合病院

全国
※1

35.6％

31.9％

膵全摘 8件

※1　全国がんセンター協議会加盟施設によるデータ

門脈合併切除が行われたのは34件（30.1％）
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胆管

▶  5年生存率

▶  男女別手術件数

▶  術式別手術件数

▶  ステージ別手術件数

平均年齢
67歳

5年
無再発率
24.3％

外科主任部長 兼 内視鏡外科部長　亀山 眞一郎

Information

当院ホームページにて

がん医療
について公開中！
ぜひご覧ください♪

浦添市在住のT.Yさんより
感謝のお手紙頂きました！

　今年の初めに健診で診察を受け、突然ステージⅡの膵臓が
んの疑いがあると診断されました。その後、外来での検査や手
術前の化学療法治療を経て、入院そして手術を受け、現在術後
の化学療法治療中です。発見から、早期に治療まででき、浦添
市内に総合的に見てもらえる病院があることのありがたさに
加え、主治医の先生含め多くのスタッフの皆様の外来から入
院、退院後の継続的な支援に感謝です。

Special Thanks

●切除部位

●切除部位

●切除部位
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患者さんを 支えています。
当院ではさま ざまな専門家が

“ぴたっ”と寄り添う

　かけはしは患者さんやご家族からの生活、経済的な相談、制度
の利用やかかりつけ医に関することなどさまざまな相談の窓口
です。「治療をしながら仕事は続けられるだろうか」「仕事に復帰
したいが体調にあった仕事を見つけることができるだろうか」

と就労に関する不安につい
ては、治療と仕事の両立支援
として、沖縄産業支援セン
ターとハローワークと連携
し院内出張相談も定期に開
設しておりますので、相談希
望の方はかけはしまでご連
絡ください。

　膵臓がんの手術後は消化不良による下痢や食事量が減ってしまうことがあ
ります。また、抗がん剤治療中は副作用で食欲低下や吐き気、味覚異常などの症
状がでることもあり、食事への不安を持つ
患者さんは少なくありません。そこで栄養
士は、症状に合わせた食事内容や食べ方の
工夫などを伝えながら栄養のサポートを
行っています。食べる楽しみを多く感じな
がら治療を乗り切れるよう患者さんに寄り
添いながらこれからも支援していきます。

　私は緩和ケア認定看護師として外来と病棟を横断的に活動しています。ご病気
の診断期から積極的治療を終了した方に対し、身体症状の困りごとや心の相談を

受けています。苦痛症状の緩和を、緩和ケアの
専門の医師と協同してサポートしています。
　膵臓がんという病気を正しく知ること、ご
自身の状況をしっかり理解することがとても
大切だと思います。主治医含む医療チームで
お支えしていきたいと思っています。どうぞ
ご相談ください。

　膵臓がん治療は手術、放射線療法、抗がん剤治療
を組み合わせて行われます。その過程で、さまざま
な症状や思いを抱えて日常を過ごされている患者
さんは、少なくありません。心身がリラックスし、
治療に向き合えるよう看護師は、支援しています。
病棟ではアロマオイルも準備していますので、ア
ロマの香りとともに看護師へ不安な思いなどを吐
き出して下さい。私たちが一番の理解者になり、患
者さんや家族
の意思を尊重
できるようサ
ポートいたし
ます。

緩和ケア専門の医師と協同してサポート
食べる楽しみを多く感じながら

がん治療と仕事の両立をサポート

こころと体の安定をサポート 多職種と協力しながらサポート がん患者さんが「自分らしく」過ごしていけるように

Tota
l Support

あなたに

腫瘍治療病棟看護師
井上真由美、 照屋乃里花

緩和ケア認定看護師　金城りか

薬剤師　川上博瀬

特定行為修了生
訪問看護師　比嘉玲子
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がん治療と仕事の両立をサポート
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安心・安全の薬物治療をサポート

　膵臓がんの治療の中に、化学療法という抗がん薬を用いた治
療法があります。抗がん薬はがん細胞の増殖を抑える一方で、正
常な細胞にも影響を与えるため、副作用の対策が必要です。薬剤
師は、副作用を抑えながら治療効果を最大限に発揮できるよう
に、お薬の用量やスケジュー
ルを確認し、副作用の対策を
指導・提案することで、患者
さんの薬物治療をサポート
しています。副作用やお薬で
困りごとがありましたら気
軽にお声掛けください！

　訪問看護は看護師がご自宅に訪問し、ご本人やご家族が安
心して療養生活が送れるようにサポートします。日々の訪問
の中では、体調観察を行いがんによる痛みや不快な症状を和
らげていきます。その他、治療やお薬の副作用、療養に関する
こと、大切なご家族のことなどに関するお悩みを医療チーム
と連携しながら、一緒に考え自宅で「自分らしく」過ごしてい
けるように、24時間サポートします。
いつでもお気軽にご相談ください。

　膵臓がんに使用される抗がん剤には手術前後の
治療や病気の勢いを抑える延命目的の治療があり
ます。近年は使用される抗がん剤治療薬も増えて長
期間治療を受ける方もいます。副作用も選択される
治療によって異なり、脱毛や吐き気、痺れ、下痢など
があります。 比較的進行して見つかることの多い
病気ですので食欲不振や体重減少、痛みなどにも目
を向けながら、薬剤師・栄養士と協力して副作用や
症状に対するケアの指導を行っています。
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管理栄養士　金子沙織

社会福祉士　与那城恵美
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湧く湧く防災訓練
コロナ禍における

▲ 講師 3名 森田看護師・藏下医師・喜納看護師
（左から）

◀スタッフの皆さん
　ダンスの準備
　もばっちり！

▲ 授業終了後も、生徒の皆さんの熱い要望
　 にて手指衛生のミニレクチャー開催

身体（どぅーてぃー）ふぁんふぁん
鼻（はな）ぴーぴー
喉（ぬーでぃ）いがいが
ちゃーやがやー？

①マスク着けましょう
鼻まで着けましょう
手洗い指の間まで
しっかり洗いましょう～♪

②マスク着けました
手洗いも完璧
次はソーシャルディスタンス
どぅー守（まむ）てぃ
ちゅいしーじ～♪

in 浦添小学校

▲ 湧き水会と当院とのコラボで 
　 ワクワクする授業を届けるこ
　 とが出来ました！

WAKU
WAKU
ポーズ！

当日の様子は
QRコードより
ご覧ください

＼CHECK／

集中治療・重症管理部長
那須 道高

全ての方に臓器提供という選択肢を

ICU師長
安里 宏美

自分の意思を家族と共有することが第一歩

もっと知って、もっと話そう。臓器提供の意思表示。もっと知って、もっと話そう。臓器提供の意思表示。

　臓器移植の意思表示について知っ
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インタビュー動
画に当院の那須医師、安里師長が協力
しました。

━ 私たちは患者さんやご家族とともにいのちの選択に向き合います ━

運転免許証

マイナンバーカード

マイナンバー
カード健康保険証 意思

表示カード
インター
ネット

グリーンリボ ン イン タビュー 動 画

　臓器移植に携わっているなかで印象に残って
いるのは、家族が院内で臓器提供のパンフレット
を見かけ、意思表示カード所持があり提供の方向
となったことがあります。家族は「誰かの役にた
ちたい」という患者の願いがかなえられたと安堵
の涙を流されていました。家族にも葛藤があった
と思います。移植は命のバトンともいわれるよう
に両方の命をつなげていくこと、もちろん強制で
はありません。自分が提供される
側・提供する側となる可能性もあ
ります。選択するのは難しい、
自分の意思を家族と共有する
機会を設け一緒に臓器移植
の事を考えてみませんか？

予防上手くまさん

ちゅいしーじーソング
～体調管理の３原則～

楽しい“ワクワク”する感染対策

どぅーまむてぃ ちゅいし～じ～♪

地域の皆さまとともに

　今回、浦添中学校区コミュニティづくり推進委員会の中の分科
会である「湧き水会」の取り組みで、浦添小学校の5年生を対象に
“コロナ禍における『湧く湧く防災訓練』”が11月24日（木）に開催
されました。この日は１日を通して、災害時に生き抜くための授
業が企画され、１校時目は、“楽しいワクワクする感染対策講話”
と題して当病院のスタッフが一緒に担当させてもらいました。

　授業の構成は、湧き水会の主要メンバーの皆さんと当病院の地
域連携室および感染防止対策室のメンバーが話し合いを重ね、感
染対策において子供たちにぜひ知ってもらいたい知識を楽しく、
ワクワクしながら身につけてもらうような内容にすることとな
りました。講話のテーマは「どぅーまむてぃ　ちゅいし～じ～（自
分を守り、相手を守る）」です。正しいマスクの着用や手指消毒な
ど基本的感染対策をとることの意味、また体調が悪いときは親や
先生にきちんと伝えて休むことが、自分の身を守り、周囲の大切
な人も守ることにつながるという内容の授業を、替え歌やダンス
を交えて楽しく進めていきました。授業中の子供たちの無邪気な
笑顔と真剣な眼差し、また授業終了後に子供たちからもらった
「先生、お家に帰ったら家族にも教えます」の言葉に、参加した当
病院のスタッフ一同が心を打たれ、皆で一緒に授業を創ってきて
大変良い経験ができたと感じました。

　今回、湧き水会の皆様にはこの様な機会を与えていただき心よ
り感謝いたします。今後とも浦添総合病院は保健、医療、福祉の分
野で地域社会に貢献できるように、地域の皆様と共に様々な活動
に取り組んでいきたいと思います。

━ 意 思 表 示 を す る 方 法 ５つ ━

医師篇 看護師篇12 13

　日本の臓器提供数は最も多いアメリカと比較
するとその約1.6％程度に過ぎません。 私達は全
ての方に臓器提供という選択肢提示することを
心がけています。患者さんを救命できないこと
は、我々救急集中治療医にとって非常に辛いこと
です。しかし、救えない命を目の前にしたときに
臓器提供に関する権利について患者さんがどう
考えていたのか、ご家族としっかり話し合い、患

者さん自身の意思がどこにある
のかを共に考えていく。それが
選択肢提示です。この難しい
選択にご家族と共に向き合
うことが、我々の誠実さで
あると信じています。

者さん自身の意思がどこにある
のかを共に考えていく。それが
選択肢提示です。この難しい
選択にご家族と共に向き合
うことが、我々の誠実さで

はありません。自分が提供される
側・提供する側となる可能性もあ
ります。選択するのは難しい、
自分の意思を家族と共有する
機会を設け一緒に臓器移植
の事を考えてみませんか？



浦添総合病院の連携医療機関のご紹介

　当院には内科医師と小児科医師が常勤して
おり、お子様からご年配の方まで、全ての方か
らご相談いただくことができます。
　特に小児科では低身長、内科では消化器内
科(胃カメラ・大腸カメラ)を専門に行なって
おりますが、一般外来も対応しております。よ
ろしくお願いいたします。

休診日：木・日・祝日（病児保育は木曜も営業）

医療法人がんじゅう　安謝ファミリークリニック

〒900-0002　那覇市曙2-9-2　高良ハウス医療ビル２F
TEL：098-869-0660 FAX：098-869-5171

《診療科目》　小児科、内科、消化器内科

午前の部

午後の部

8:30～12:00

14:00～17:30

月　火　水　木　金　土　日受付時間

◯

◯

◯

◯

◯

◯

／

／

◯

◯

◯

◯

／

／

地域の医療機関との『連携』のご紹介
医院・病院の先生方や診療所・クリニックを開業された先生方を連携医
療機関として紹介させて頂いております。
　患者さまが、当病院で入院・治療・特殊な検査を必要とする時、連携医
療機関の先生と当病院の医師が、密に連携を図り継続した医療を提供して
います。

地域医療連携（各施設がそれぞれの特性を生かし、地域全体で患者さまの健康を守るシステム）

浦添総合病院

連携

外来受診、入院等に
関する調整等

“かかりつけ医” への紹介、転院、
転所などに関する調整等

地域医療・介護施設かかりつけ医

お問い合わせ窓口

医療相談・医療連携支援室かけはし
TEL 098-879-0630

院長　髙良　吉迪先生

外観
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案内図

9 月は 世界アルツハイマー月間 です！
在宅総合
センター

　浦添市地域包括支援センターさっ
とんでは、世界アルツハイマー月間の
ことを知ってもらおうと令和４年9月に
ポスター展示やラジオ出演など色々
な取り組みを行いました。9月21日は
世界アルツハイマーデーとなっており
全国で行われるライトアップイベント
に合わせて、浦添中学校区の自治会
や介護施設、医療機関などにも協力
して頂き、手作りでペットボトルのライ
トアップを実施しました。ペットボトル
は介護施設の利用者様や地域の子
供たちなどに自由な発想でデコレー
ションしてもらい個性豊かなものがた
くさんできあがりました。来年以降も規
模を広げながら実施し、将来的には
浦添市全体でライトアップイベントが
できたらと思っております。

■
ココ

琉球銀行
●

浦添総合
病院

外来診療表は
こちらからご覧ください

外来診療案内

受付時間

※土曜午後・日曜・祝日は休診となっております

救急外来は 24時間365日 いつでも診療しています

午前

午後

  8：00 ～ 11：00

12：00 ～ 16：00

  9：00 ～ 12：30

14：00 ～ 17：00

診療時間

紹介状を持参しないで受診される患者さまに対しては、「初診時選定療養費」として7,700円
を徴収させていただいております。
また、他の医療機関へのご紹介を申し出た後も、当病院での診療を希望し受診される患者
さまに対しては、「再診時選定療養費」として3,300円を徴収させていただいております。

GS

あじゃず

沖縄銀行

●交番

●

郵便局

14 15

I n f o r m a t i o n 主 催： 日本消化器病学会 九州支部

▲ラジオ出演の様子

▲ペットボトルの手作りライトアップ

がんになったときの
意思決定支援について
緩和ケア認定看護師
金城 りか

膵がんのお話
消化器内科主任部長
小橋川 嘉泉

肝臓がんのお話
肝胆膵外科部長
伊禮 俊充

大腸がんのお話
下部消化管外科部長
佐村 博範

炎症性腸疾患のお話
消化器病センター顧問

金城 福則

今こそ！

TEL：098‐878‐0231（平日9 時～ 17 時）

浦添総合病院　診療部支援課

アイム・ユニバース てだこホール 市民交流室

2023 3/4 土 13：00 ～ 16：00

知っておきたい 消化器の病気
―ここまで進んだおなかの病気の診断と治療―

市市 民民 公公 開開 講講 座座

会 場

日 時 お問い合わせ

参加
無料
申込不要
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仁愛会の理念
◦地域住民のニーズを満たす保健・医療・福祉 ◦信頼と人間性豊かな保健・医療・福祉
◦働き甲斐のある職場 ◦仁愛会の職員であることが誇れる企業

社会医療法人 仁愛会

●介護老人保健施設アルカディア
●訪問リハビリテーションアルカディア

TEL：098ｰ879ｰ1000
（上記２事業所共通）

●アルカディア通所リハビリテーション
TEL：098ｰ878ｰ1675

●ヘルパーステーションらくだ
TEL：098ｰ870ｰ1026

●浦添市地域包括支援センターみなとん
TEL：098ｰ876ｰ3710

●浦添市地域包括支援センターさっとん
TEL：098ｰ877ｰ3103

●ことぶき指定居宅介護支援事業所
TEL：098ｰ875ｰ4165

●浦添市事業所内保育事業認可保育園　もこもこ保育園　TEL：098ｰ878ｰ7171
●内閣府所管企業主導型保育事業　　　にこにこ保育園　TEL：098ｰ878ｰ5223

発行　社会医療法人仁愛会　事務局：経営企画課　TEL：098‐878‐0231（代表）

浦添総合病院
〒901-2132 浦添市伊祖四丁目16番1号

TEL：0120ｰ979ｰ706 （予約センター）
TEL：098ｰ878ｰ0231 （代表）

●つるかめ訪問看護ステーション
　　　　　　　  TEL：098ｰ877ｰ0645

浦添総合病院健診センター
〒901-2132 浦添市伊祖三丁目42番15号

TEL：0570ｰ010ｰ986

在宅総合センター
〒901-2132 浦添市伊祖四丁目16番1号

TEL：098ｰ879ｰ1000 （代表）
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