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令和２年７月より、在宅部門は宜野湾記念病院道向かいの新たな施設に移転いたし

ました。今後ともよろしくお願い致します。

● 通所リハビリテーションぎのわん

● 地域包括支援センターぎのわん

● 居宅介護支援事業所ぎのわん

● 訪問看護ステーションぎのわん

● 訪問リハビリテーション

● ヘルパーステーションぎのわん

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
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通所リハビリテーションぎのわん

通所リハビリテーションぎのわんでは、現在看護師２名・介護士８名・リハビリスタッフ４

名・マッサージ師１名の計15名で運営しています。

通所リハビリテーションでは、要支援・要介護状態になった在宅生活の方々や怪我や病気で入

院され在宅復帰された方々が住み慣れた地域で、できる限り自立した「その人らしい生活」を送

られるためにサービスを提供しています。リハビリを根底に置き、できる事はご自身で行っても

らい、個別リハビリではご本人様・ご家族様のニーズに沿って個々の機能や能力や生活スタイル

に合わせたリハビリや自主トレーニングの指導をしていきます。

令和２年７月６日より宜野湾記念病院向かいの別館へ移転し、約60名が利用できる規模へ拡大

しており、室内では自主トレーニングのできる空間も広く、トレッドミルやエアロバイクなどの

器具も設置し、自分のペースで安心して運動のできる空間と

なっています。興味のある方は、見学・体験等もできますので、

いつでもご相談ください。

管理者： 喜屋武 隆秀

TEL： 098-893-2101

FAX： 098-892-8863

地域包括支援センターぎのわん

「地域包括支援センター」は市町村から委託を受けた機関で、高齢者のみなさんが住み慣れた

まちで安心して暮らしていけるように、介護、福祉、健康、医療など、さまざまな面から高齢者

のみなさんやそのご家族を支えています。地域包括支援センターぎのわんでは、主任ケアマネー

ジャー、看護師、社会福祉士などが中心となり、お互いに連携を取りながら、「チーム」として

活動しています。

高齢者のみなさんの総合相談窓口となっていますので、

困ったことは、なんでもご相談ください！

管理者： 金城 敬

TEL： 098-896-1339

FAX： 098-896-1340
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居宅介護支援事業所ぎのわん

居宅介護支援事業所ぎのわんでは、介護支援専門員（ケアマ

ネージャー）が4名在籍し、介護保険サービスについてご相

談・サービスの紹介を行い、ご希望に沿ったケアプランを作成

し、ご利用者さまがご自宅で安心した生活が送れるようにお手

伝い致します。お気軽にご相談ください。
a

管理者： 渡名喜 未女

TEL： 098-896-2552 FAX： 098-894-1766

訪問看護ステーションぎのわん

スタッフは常勤看護師・非常勤看護師・理学療法士（兼務）

です。

疾病や、障害のある方、医療依存度の高い方（人工呼吸器・

終末期）など、在宅で療養されている方を主治医・看護師・理

学療法士・ケアマネージャー・他職種・病院と連携し、本人・

家族の意向を聞きながら、住み慣れたご自宅でその人らしい在

宅療養生活を送る事が出来るよう、生活の質の向上を目指し予

防的支援から看取りまでを支えていきます。
a

管理者： 幸地 かおり

TEL： 098-894-1760 FAX： 098-894-1766

訪問リハビリテーション

「自分で買い物をしたい」「トイレは自分でしたい」「お出か

けしたい」といった利用者様の希望を伺い、ご自宅に訪問しリ

ハビリテーションの評価・訓練を通して生活を援助します。具

体的には、自主トレーニング指導・筋力強化と転倒予防・基本

動作訓練・生活動作訓練・自助具の調整・福祉用具と自宅改修

の調整・コミュニケーション手段の検討・余暇や楽しみの援

助・家事動作の援助等を行っています。
a

管理者： 玉城 高信

TEL： 098-894-1760 FAX： 098-894-1766

ヘルパーステーションぎのわん

ヘルパーステーションぎのわんでは、利用者の皆様が安心し

て、自立した生活を送ることができるよう、日常生活の支援

（そうじ・食事・入浴介助・買い物）を行っています。個性豊

かなスタッフが揃い、勉強会等も楽しく行っています。現在、

登録ヘルパー大・大・大募集中です!!よろしくお願いします。
a

管理者： 新城 綾子

TEL： 098-896-1330 FAX： 098-894-1766
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平成30年８月にCT、同年10月にMRが機能を向上し新しくなりました。

前CTが画像情報を得る列数が２列のヘリカルCTだったのに対し、今回の新CTは16列同時に情報を得ら

れるタイプにバージョンアップしています。

MRも同様に、画像情報を得る磁場のチカラが常伝導0.2テスラだったのに対し、今回の新MRは超伝導

1.5テスラにバージョンアップしました。以前の装置より騒音も軽減されています。

どちらの装置も撮影時間の大幅な短縮、より診断に適した高画像の作成が可能になります。患者様

にはより速く、より安心な検査を受けて頂けます。

これからも患者様を第一に安心、安全を心掛けていきます。

放射線科について
当院の放射線科は、一般撮影装置、マルチスライスCT、MRI、透視装置、マンモグラフィー撮影

装置、骨密度測定装置、ポータブル撮影装置を完備し、正確な診断や治療に役立てる画像作成を

しています。

主治医や看護師をはじめ他職種と協力しながら、患者様に速くて安全な検査を受けて頂けるよ

うスタッフ一同頑張ります。

マンモグラフィー

撮影装置 骨密度測定装置透視装置

CT

MRI
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発熱を認める患者様の診察を中庭駐車場内、仮設診

察室（もしくは救急診察室）で行っております。

正面玄関からではなく中庭駐車場側の裏口にてイン

ターホンを押していただくか、お電話にてご連絡く

ださい。医事課職員が対応させていただきます。

沖縄県による電話相談窓口（コールセンター）の利用

電話番号： ０９８－８６６－２１２９（２４時間対応）

最寄りの（かかりつけ）病院を受診すべきかどうかなど、相談窓口より指示があります

来院前に確認できること

当院の対応

お車でお越しの方： 立体駐車場1階にお車でお待ち下さい

徒歩、自転車でお越しの方： 裏口横のベンチでお掛けになってお待ち下さい

院内の患者様への感染防止のため、ご協力をお願い致します。

中部地区医師会による問診サイトの利用

アドレス：

https://pcr.chubu-ishikai.or.jp/form

いくつかの項目を入力し（あり・なし等選択式）、

新型コロナウイルス感染症の検査が必要かどうかを

判断するシステムとなっています。検査が必要な場

合には診察、検体採取を行う医療機関（中部地区の

協力医療機関）を紹介します。

※紹介となった場合はご自身で医療機関への

電話予約が必要です

※QRコードからのアクセスも可能です
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一般駐車場は在宅部門裏手になります。

ご利用の際は駐車券が発行されますので、お帰りの前に病院受付にご提示ください。

受付で処理した駐車券を出口精算機に通してください。ご利用料金は無料です。

※ 病院中庭側の駐車場は発熱外来専用になります

※ 在宅施設周囲の駐車スペースは公用車用になります

満車の場合

（「満」の表示に

なっている場合）

は一般駐車場入口

のバーが上がりま

せん。

ご注意ください

中庭側駐車場

（発熱外来専用）

一般駐車場

在宅部門を超えて左折し、

奥側が一般駐車場になります



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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前


