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看護部

上江洲 里奈（４F）

優先順位を考えながらテキパキと業務をこなせるよう、

たくさん学んで成長していきたいです。

島袋 愛花梨（４F）

患者さんが安心して過ごせるよう一生懸命がんばります！！

下地 美夢（5F）

まだ業務に慣れず、不安や緊張がありますが、分からないことは先輩方に

質問をし、積極的に行動をして1日でも早く病棟に慣れてチームの力に慣

れるよう努力していきます。

渡口 翔子（６F）

宜野湾記念病院では、「地域の人が安心して健康に生活できるよう社会人として倫理を守り最良の医療を目指す」

という病院理念を掲げています。看護師として患者さんが安全・安楽な入院生活を送れるよう提供していきたいと思

います。

また、少しでも先輩看護師に近づけるよう１つ1つの業務に責任をもち、笑顔を忘れず知識と技術を習得できるよう

にしていきたいと思います。

圍 さやか（６F）

早く仕事に慣れ、戦力として働けるようにがんばります。

地域包括支援センター

松田 圭加

皆さん、初めまして！念願の地域包

括支援センターで働けることを嬉しく

思います。地域に貢献できるよう笑顔

で元気いっぱい頑張りますので、よろ

しくお願いします。なにか困りごとが

あればぜひ、お気軽にお電話ください。

(*^_^*)

相談室

仲地 怜菜

4月からMSWとして働か

せて頂きます仲地と申しま

す。先輩方を見習い病院へ

貢献出来るように頑張りた

いと思います。これからよ

ろしくお願いします。

医事課

玻名城 久子

４月から医事課にて働かせて頂きます。玻名城と申します。

一生懸命頑張ります。よろしくお願い致します。

幸喜 未夢

４月から医事課にて働かせて頂きます。幸喜と申します。一日でも早く仕事

を覚え先輩方を見習い一日でも早く仕事を覚え成長し、戦力となり病院に貢献

出来るように頑張ります。これからよろしくお願いします。

新年度を迎え、宜野湾記念病院にも様々な変化がありました。本号では新入職員の皆さん、検査機器、電子カルテシステ

ムを紹介します。患者様をはじめ、ご家族や関係者の皆様により良いサービスを提供できるよう、今年度も職員一同努力

してまいります。
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リハビリテーション部

真境名 未結（理学療法士）

4月から入職しました5階担当理学療法士の真境名未結と申します。

私は患者様が笑顔で自分らしく社会復帰できるようその方の生活を

見据えたリハビリテーションを提供できる理学療法士を目指します。

現在は、技術面、患者様への接遇面など先輩方の背中を見ながら沢

山のことを吸収し、日々学んでいます。

どんな方にも悩んだり、喜んだりと沢山の感情を感じてもらえるよ

うに、そして患者様の思いを形にできるよう、初心を忘れず日々精進

して参ります。

どうぞよろしくお願いします。

髙森 雄貴（作業療法士）

お一人お一人に寄り添ったサポートができるよう、日々成長していきます。

山城 理奈（言語聴覚士）

初めまして、4月から入職しました言語聴覚士の山城理奈です。知識や技術では、まだまだ未熟者ですが、先輩方か

らの的確なアドバイスを受けながら日々学び充実しています。

これから多職種と協働し、患者様ひとりひとりに寄り添う姿勢を忘れず、毎日一歩ずつ成長していきたいと思います。

今後、宜野湾記念病院の職員として社会に貢献できる人材になれるよう頑張ります。よろしくお願い致します。

宜野湾記念病院検査室では、今年4月よりロシュ・ダイアグノ

スティックス社製の免疫自動分析装置であるcobas e 411 plus

を導入しました。

本装置は最新の装置であり全世界ですでに25000台以上の採

用実績があります。

県内では大学病院をはじめその他検査センターなど多くの施設

でも利用されているため、信頼性の高いデータの取得が可能とな

りました。

また感染症マーカーや腫瘍マーカー、性腺関連ホルモン、甲状

腺ホルモン項目など60項目以上の検査が1台で同時に測定でき、

その測定時間は約18分と他の分析装置と比較してより迅速に

データを得ることができるようになりました。

当院の検査室では、主に甲状腺ホルモン関連、感染症マーカー

関連そして心筋マーカー項目を測定し、より早く正確な結果をお

返しできるよう努めています。

宜野湾記念病院では、2021年５月1日より株式会社ソフトウェア・サービス社製の電子カルテシステムを導入致

しました。本システムは県内でも多くの導入実績（徳洲会病院、沖縄県立南部医療センター、浦添総合病院、ハート

ライフ病院など）があり、安心して使用することができます。

また、電子カルテシステム導入によって、業務効率化、検査機器との連携（検査結果の自動取込など）、誤薬防止

といった様々なメリットが考えられます。これらは医療の質の向上につながり、患者様へ提供するサービス向上にも

つながります。

しかし、電子カルテ導入当初は職員も不慣れなため、思わぬトラブルが起こることも予想されます。当院を利用す

る皆様にはご不便をおかけする場合もあるかと存じますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
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 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）
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TEL（098）893-2101㈹
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mail   info@ginowan-kinen.or.jp
web   www.ginowan-kinen.or.jp

 

理事長 末永 正機   院 長 湧上 聖 

INFORMATION
★面会について

感染対策のため、現在「面会禁止」になります。入院患者様の洗濯物の受け渡しは各階詰所前で

お願い致します（午後２時 ～ ５時）。

入院・退院時の付き添い、面談などの際には正面玄関（または受付）の職員へお申し出ください。

※来院の際にはマスクの着用をお願い致します

★電子カルテ導入について

2021年5月1日より、電子カルテシステムを導入致しました。

電子カルテシステムによって、診療の効率化、医療の質の向上など患者様へ提供するサービス向上

に寄与できると考えています。導入当初は診察時間・待ち時間などが長くなり、皆様にはご迷惑を

おかけするかと存じますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、当院職員以外の者（電子カルテシステム担当者）が診察室などに出入りする場合がございま

す。予めご了承下さい。

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

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
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 石田　友樹
池宮城　秀一

-循環器-

※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

(14:00～16:00)

湧上　聖
(16:00～18:00)

午
前

許田　盛之 山城　敏光 許田　盛之 石田　友樹 石田　友樹
輪番制

許田/山城/八幡

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)

安藤　美月
-心臓血管-
※予約制

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

検
診

午
前

石田　友樹 岩田　剛 八幡　浩信 山城　敏光

令和3年2月13日現在

整
形
外
科

外
科

午
後
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