
＜ 誌 上 ギ ャ ラ リ ー ＞

春近し 橋口 良紘 ２(２)
春爛漫 橋口 良紘 ３(２)
こいのぼり 橋口 良紘 ４(２)
たうえ 橋口 良紘 ５(２)
翁 橋口 良紘 ６(２)
夏の空 橋口 良紘 ７(２)
まつり 橋口 良紘 ８(２)
棚田のにぎわい 橋口 良紘 ９(２)
穣の守り 橋口 良紘 ��(２)
小春日和 橋口 良紘 ��(２)
雪の橋 橋口 良紘 ��(２)

＜ 公 示 ＞

鹿児島市医師会理事の補欠選挙について (公示)
６(５)

＜ 年 頭 の あ い さ つ ＞

新年のご挨拶 海江田 健 １(２)
年頭の御挨拶 迫田 晃郎 １(４)
人とまち 個性が輝く 元気都市・かごしま

赤崎 義則 １(６)
新年のご挨拶 池田勝一郎 １(７)
年頭のご挨拶 森原 久樹 １(８)
退任のご挨拶
今村 正人・服部 行麗・�島 信一

４(５)
新執行部のご挨拶
海江田 健・有馬 桂・林 茂文・
浅野 庄三・松本 清志・谷口 良康・
清水信一郎・伊東 祐久・有村 敏明・
久保 秀徳・濱田 陸三・市来 健生・
上津原甲一・池田 耕治 ４(８)

鹿児島大学医学部離島医療学講座教授就任の
ご挨拶－ウイルス学から離島医療学へ－

園田 俊郎 ５(５)
退任のご挨拶 野村 秀洋 ８(５)
就任のご挨拶 三宅 智 ８(６)
就任の御挨拶 坂本 泰二 ９(５)
就任のご挨拶 河野 嘉文 ��(５)
就任のご挨拶 佐野 輝 ��(７)

＜ 論 説 と 話 題 ＞

年始会開催 ２(５)
平成��年仕事始め式 ２(６)
シリーズ：ＩＴで変わる医療と情報 (�)
｢電子カルテ｣ 熊本 一朗 ２(８)

第��回臨時総会議事録 ３(５)
シリーズ：ＩＴで変わる医療と情報 (�)
ＥＢＭと情報ネットワーク 熊本 一朗 ３(９)
第���回定時代議員会 ４(��)
平成��年度鹿児島市医師会事業計画 ４(��)
株式会社の医業経営参入に異議あり

小田原良治 ４(��)
平成��年度診療報酬改定の要点とその影響度
その１：診療所編 野村 秀洋 ４(��)
平成��年度診療報酬改定の要点とその影響度
その２：病院編 (���床以下を中心に)

野村 秀洋 ５(８)
来年度の実現に向けて動き出した医師会病院
の機能拡大 清水信一郎 ６(６)
第��回九州首市医師会連絡協議会
有馬 桂・池田 耕治・浅野 庄三・
濱田 陸三・松本 清志・久保 秀徳・
谷口 良康・清水信一郎・市来 健生・
伊東 祐久・有村 敏明・林 茂文��(９)
鹿児島市医師会会員受賞祝賀会 ��(５)
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����年 (平成��年) を振り返って
有馬 桂 ��(��)

鹿児島市小児科医会 ����年, この一年
～小児科医会のこと, こどものことなど～

今村 正人 ��(��)
鹿児島市整形外科医会 今年を振り返って

桑畑 昭洋 ��(��)
鹿児島市産婦人科医会 この１年間を振り返っ
て思うこと 昇 眞寿夫 ��(��)
鹿児島市泌尿器科医会 ��������������������

今村 厚志 ��(��)����年を振り返って 下船 昭美 ��(��)
鹿児島市医師会平成��年の動き ��(��)

＜ 論 説 ＞

病院改革・経営の戦略～ターニングポイント
を迎えたこれからの病院経営～第２回アドミ
塾公開講座に参加して
久保 秀徳・鏡堂 至明・東 耕治

７(��)
第��回九州地区医師会立共同利用施設連絡協
議会 特別講演３より
医師会共同利用施設の未来像－ ｢経営｣ の視
点から 前田由美子 ８(７)��月改正は何を医療機関へもたらすのか？
～診療所・���床未満の中小病院編～

野村 秀洋 ９(６)
医師会看護専門学校創立��周年を迎えて

伊東 祐久 ��(５)
＜ 話 題 ＞

鹿児島市医師会病院増改築工事請負契約調印
式及び地鎮祭 ７(５)
今村正人前副会長がご寄贈～マルチメディア・
プロジェクター～ ７(８)
第��回日本プライマリー・ケア学会
有村 敏明・久保 秀徳・松本 清志・
市来 健生・谷口 良康 ７(９)
第���回定時代議員会 ８(��)
第��回定時総会 ８(��)

第��回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会
浅野 庄三・清水信一郎・有村 敏明・
久保 秀徳・野村 秀洋・谷口 良康・
濱田 陸三・市来 健生・池田 耕治・
松本 清志・上津原甲一・林 茂文・
有馬 桂・伊東 祐久 ８(��)
第��回定時総会特別講演 逃避の山 屋久島

三井 純夫 ９(��)
鹿児島市医師会看護専門学校創立��周年記念・
鹿児島市医師会混声合唱団サザン・エコー創
立５周年記念 鹿児島市医師会音楽会 心の
こもった音楽祭 松本 清志 ��(８)
＜鹿児島市医師会看護専門学校創立��周年記念特集＞

鹿児島市医師会看護専門学校創立��周年記念
座談会 ��
鹿児島市医師会看護専門学校創立��周年記念
行事 ��

＜医師会病院増改築工事日誌＞

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その１)��(��)
〈医師会病院増改築工事日誌〉(その２)��(��)
〈医師会病院増改築工事日誌〉(その３)��(��)

＜ 医 療 ト ピ ッ ク ス ＞

古くて新しい医療, 在宅医療－チーム医療と
しての在宅医療－ 中野 一司 ５(��)
麻疹撲滅を願う �島 信一 ６(��)
｢好酸球性中耳炎により聾となった患者に対
する人工内耳手術の経験｣

鹿児島市立病院耳鼻咽喉科 ７(��)
糖尿病眼手帳の配布に寄せて 有村 仁志 ８(��)
当院における産婦人科内視鏡手術

伊藤 正信・波多江正紀 ９(��)
変わりつつある院内感染の概念
－その対策を中心に－

鹿児島市医師会病院ＩＣＴ ��(��)
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どこが違う？(�) 自家移植と同種移植
武元 良整 ��(��)

病後児保育施設｢ダーグ･ヘム｣オープン ��(��)
皮膚科領域におけるレーザー機器の導入

野元 茂 ��(��)
どこが違う？(�)
自家移植と同種移植－悪性リンパ腫(�)

武元 良整 ��(��)
くすり一口メモ
吸入補助器の特徴 湯川 久信 ��(��)
検査一口メモ
多項目自動血球分析装置による血液像の検査と
再検方法について 有村 義輝 ��(��)
どこが違う？(�)
化学療法と同種移植 (悪性リンパ腫－２)

武元 良整 ��(��)
くすり一口メモ
薬剤性血小板減少症 島本 恭子 ��(��)
検査一口メモ
インフルエンザウイルス抗原検査について

山口 憲一 ��(��)
＜ 学 術 ＞����������������の一例

鹿児島市医師会病院産婦人科・病理部,
うのきクリニック ２(��)
腎�������管癌の１例

鹿児島市医師会病院病理部 ３(��)
腹腔鏡下胆襄摘出術中に高度皮下気腫が原因で
呼気終末二酸化炭素分圧上昇を来した一症例

鹿児島市医師会病院麻酔科 ４(��)
後腹膜変性型神経鞘腫の１例
鹿児島市医師会病院放射線科・外科・病理,
内科・山口アーバンクリニック ６(��)���(���������������������������, 陽電子放

射断層撮影法) 概説～癌診療新時代の幕開け～
陣之内正史 ７(��)

鹿児島市内科医会総会講演
慢性肝炎の新しい治療～Ｂ型肝炎とＣ型肝炎～

酒井 浩徳 ７(��)
小児切断指再接着

鹿児島市立病院形成外科 ８(��)

鹿児島市内科医会７月例会講演会
｢心不全を伴う高血圧症の治療－カルシウム拮
抗薬を中心として－｣ 半田俊之介 ８(��)
卵巣に転移した胸腺腫の１例
鹿児島市医師会病院病理部･産婦人科 ９(��)
降圧薬舌下投与によって発症, 増悪した脳梗
塞の２例
国立病院九州循環器病センター神経内科��(��)
鹿児島市内科医会９月例会講演会 合併症の
ある高血圧治療 河野 雅和 ��(��)
内視鏡的に摘出しえた胆道回虫迷入症の１例
鹿児島市医師会病院消化器内科 ��(��)
消化器疾患が疑われた急性心筋梗塞の３症例
鹿児島市医師会病院循環器内科 ��(��)
鹿児島市内科医会��月例会講演会
喘息治療をめぐる病診連携確立の試み

堀場 通明 ��(��)
＜ 各 種 報 告 ＞

理事会報告 ２(��)
委員会報告 ２(��)��月･�月に開催された学術講演会 ２(��)
平成��年度生活習慣病予防 ｢親と子のはつら
つ健康教室｣ 開催 ２(��)
学校医会役員会開催 ２(��)
平成��年度第２回鹿児島市薬剤師会との打合せ

２(��)
平成��年度鹿児島市地域保健協議会 (総会)

２(��)
平成��年度桜島火山爆発総合防災訓練

有村 敏明 ２(��)
第��回鹿児島市学校保健研究協議大会

２(��)
第４回支部長会 ２(��)
区長・副区長懇談会 ２(��)
第��回医業経営研修会 久保 秀徳 ２(��)
鹿児島市医療三師会 ２(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (��･�月分)

２(��)
休日在宅医制来院患者数(��･�月分) ２(��)
理事会報告 ３(��)
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委員会報告 ３(��)
２月に開催された学術講演会 ３(��)
全国医療情報システム連絡協議会第��回定例
会議報告 伊東 祐久・濱田 陸三 ３(��)
第��回若年者心疾患対策協議会総会
清水信一郎・奥 章三・市来 健生・
野村 裕一 ３(��)
夜間急病センター関係医局長との懇談会

３(��)
平成��年度鹿児島市医師会学校医会幼稚園・
保育園部会研修会 ３(��)
第��回鹿児島市医師会囲碁大会

宝来 誠・牧 美輝 ３(��)
平成��年度鹿児島市医師会生活習慣病予防検
診を終えて
鹿児島市医師会生活習慣病対策委員会 ３(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (２月分)

３(��)
休日在宅医制来院患者数(２月分) ３(��)
理事会報告 ４(��)
委員会報告 ４(��)
３月に開催された学術講演会 ４(��)
平成��年度夜間急病センター施設見学報告書

有村 敏明 ４(��)
第５回支部長会 ４(��)
診療報酬改定説明会 ４(��)
第��回訪問看護研修会 ４(��)
平成��年度鹿児島市医師会学校保健活動
(後半期) ４(��)
平成��年度鹿児島市医師会健康教育活動
(後半期) ４(��)
平成��・��年度鹿児島市医師会役員及び業務
分担 ４(��)
平成��･��年度鹿児島市医師会区長･副区長

４(��)
平成��年度鹿児島市医師会支部長･副支部長

４(��)
平成��･��年度鹿児島市医師会代議員･予備代
議員 ４(��)
平成��・��年度鹿児島市医師会各種委員

４(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (３月分)

４(��)

休日在宅医制来院患者数(３月分) ４(��)
理事会報告 ５(��)
委員会報告 ５(��)
４月に開催された学術講演会 ５(��)
第１回支部長会 ５(��)
平成��年度病医院職員研修会 ５(��)
第��回鹿児島市医師会親善ゴルフ大会

５(��)
Ａ組優勝 脇田 政康 ５(��)
Ｂ組優勝 田村 裕道 ５(��)
Ｃ組優勝 伊集院吐夢 ５(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (４月分)

５(��)
休日在宅医制来院患者数(４月分) ５(��)
理事会報告 ６(��)
委員会報告 ６(��)
５月に開催された学術講演会 ６(��)
日本臨床内科医会 (地区内科医会学術講演会)
報告 市来 健生 ６(��)
学校医会役員会 ６(��)
平成��年度救急医療先進地域視察

有村 敏明 ６(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (５月分)

６(��)
休日在宅医制来院患者数(５月分) ６(��)
理事会報告 ７(��)
委員会報告 ７(��)
６月に開催された学術講演会 ７(��)
新規学校卒業者採用セミナー(求人受理説明会)

７(��)
第��回医業経営研修会 ７(��)
鹿児島市 (老人) 訪問看護ステーション連絡
協議会 ７(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (６月分)

７(��)
休日在宅医制来院患者数(６月分) ７(��)
理事会報告 ８(��)
委員会報告 ８(��)
７月に開催された学術講演会 ８(���)
第２回支部長会 ８(���)
鹿大医局長との懇談会 ８(���)
平成��年度鹿児島市医師会学校医研修会

８(���)
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第��回桜島・錦江湾横断遠泳大会 ８(���)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (７月分)

８(���)
休日在宅医制来院患者数(７月分) ８(���)
理事会報告 ９(��)
委員会報告 ９(��)
８月に開催された学術講演会 ９(��)
第��回全国有床診療所連絡協議会総会

新村 龍夫・松本 清志 ９(��)
第��回九州ブロック学校保健・学校医大会,
平成��年度九州学校検診協議会
清水信一郎・西 征二・前田 忠・
橋口 純・�島 基泰・森山 一郎・
池田 耕治 ９(��)
自民党鹿児島市議会議員団との懇談会開催

９(��)
川内市･鹿屋市･鹿児島市医師会理事懇談会

９(��)
第��回医業経営研修会 谷口 良康 ９(��)
第��回訪問看護研修会 ９(��)
第��回中国･四国･九州地区医師会看護学校協議会報告
有村 敏明・星原 一美・西 昌平
市来 健生・福迫 利江 ９(��)

第��回九州学校保健学会 清水信一郎 ９(��)
第��回日本人間ドック学会

尾辻 義人・津崎 文雄 ９(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数(８月分)

９(��)
休日在宅医制来院患者数(８月分) ９(��)
理事会報告 ��(��)
委員会報告 ��(��)
９月に開催された学術講演会 ��(��)
第��回全国医師会共同利用施設総会
浅野 庄三・久保 秀徳・清水信一郎・
土橋 一正・松本 清志 ��(��)
執行部・病院各部門職員懇談会 ��(��)
第��回産業保健活動推進全国会議

松本 清志 ��(��)
第３回診療情報提供の環境整備のための講習
会 ｢電子カルテ－その利点と課題－｣

濱田 陸三・上津原甲一 ��(��)
平成��年度救急医療週間を終えて

上津原甲一 ��(��)

平成��年度鹿児島市学校心臓検診を終えて
鹿児島市学校心臓検診委員会 ��(��)

平成��年度鹿児島市学校腎臓検診を終えて
鹿児島市医師会学校腎臓･糖尿検診委員会��(��)
平成��年度鹿児島市学校糖尿検診を終えて
鹿児島市医師会学校腎臓･糖尿検診委員会��(��)
平成��年度鹿児島市医師会学校保健活動
(前半期) ��(��)
平成��年度鹿児島市医師会健康教育活動
(前半期) ��(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (９月分)��(��)
休日在宅医制来院患者数(９月分) ��(��)
理事会報告 ��(��)
委員会報告 ��(��)��月に開催された学術講演会 ��(��)
第３回支部長会 ��(��)
第��回日本小児保健学会
鉾之原 昌・今村 正人 ��(��)
第��回南日本新聞社との懇談会 ��(��)
平成��年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
尼子 春樹・野村 秀洋・上津原甲一��(��)
第８回日本保育園保健学会
清水信一郎・池田 耕治・川畑 清春・
藤田 虎夫 ��(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (��月分)��(��)
休日在宅医制来院患者数(��月分) ��(��)
理事会報告 ��(��)
委員会報告 ��(��)��月に開催された学術講演会 ��(��)
第��回市民健康まつり 濱田 陸三 ��(��)
市民糖尿病講演会 ��(��)
平成��年度緊急消防援助隊九州ブロック合同
訓練 上津原甲一 ��(��)
第��回全国学校保健研究大会

清水信一郎 ��(��)
平成��年度第��回全国学校保健・学校医大会
清水信一郎・永井 慎昌・森山 一郎・�島 基泰・池田 耕治 ��(��)
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平成��年度第２回鹿児島市児童虐待防止協議
会報告 今村 正人 ��(��)
第７回武見セミナーに参加して

市来 健生 ��(���)
鹿児島市医師会主催学術講演会開催 ��(���)
第��回四医師会病院連絡懇談会・
第��回四医師会検査センター運営協議会報告
浅野 庄三・清水信一郎・久保 秀徳・
三宅 智・鏡堂 至明・山王 伸二��(���)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (��月分)��(���)
休日在宅医制来院患者数 (��月分) ��(���)

＜ 附 属 施 設 だ よ り ＞

(看護専門学校)
平成��年度看護専門学校高等課程卒業式

３(��)
看護専門学校専門課程第��期生卒業式

木脇 靖子 ３(��)
高等課程講師懇談会報告 ４(��)
専門課程講師懇談会報告 ４(��)
平成��年度看護専門学校入学式 ４(��)
平成��年度高等課程講師名簿 ４(��)
平成��年度専門課程講師名簿 ４(��)
平成��年度委託医療施設長会議

高橋 芳子 ５(��)
入学して思うこと 生徒作文 ５(��)
新入生(��回生)研修報告 赤崎 里美 ６(��)
新入生宿泊研修を終えて 生徒作文 ６(��)
第��期生歓迎レクリエーション＆第５回クラ
スマッチ 福迫 利江 ６(��)
(看護専門学校・高等課程)
平成��年度学校訪問報告 豊重奈穂子 ８(���)
第��回九州地区准看護師教育学会を終えて

小村 直子 ９(��)
第��回生戴帽式 ��(��)
戴帽式を迎えて 学生作文 ��(��)
修学旅行に参加して 学生作文 ��(��)
ミニバレーボール大会を終えて

学生作文 ��(���)

(看護専門学校・専門課程)
北海道研修旅行を終えて 学生作文 ８(���)
(医師会病院)
利用状況 (��・１月分) ２(��)
利用状況 (２月分) ３(��)
利用状況 (３月分) ４(��)
利用状況 (４月分) ５(��)
利用状況 (５月分) ６(��)
利用状況 (６月分) ７(��)
利用状況 (７月分) ８(���)
利用状況 (８月分) ９(��)
利用状況 (９月分) ��(���)
利用状況 (��月分) ��(��)
利用状況 (��月分) ��(���)
(夜間急病センター)
受診状況 (��・１月分) ２(��)
受診状況 (２月分) ３(��)
受診状況 (３月分) ４(��)
受診状況 (４月分) ５(��)
受診状況 (５月分) ６(��)
受診状況 (６月分) ７(��)
受診状況 (７月分) ８(���)
受診状況 (８月分) ９(��)
受診状況 (９月分) ��(���)
受診状況 (��月分) ��(��)
受診状況 (��月分) ��(���)
(訪問看護ステーション)
利用状況 (��・１月分) ２(��)
利用状況 (２月分) ３(��)
利用状況 (３月分) ４(��)
利用状況 (４月分) ５(��)
利用状況 (５月分) ６(��)
利用状況 (６月分) ７(��)
利用状況 (７月分) ８(���)
利用状況 (８月分) ９(��)
利用状況 (９月分) ��(���)
利用状況 (��月分) ��(��)
利用状況 (��月分) ��(���)
(在宅介護支援センター)
利用状況 (��・１月分) ２(��)
利用状況 (２月分) ３(��)
利用状況 (３月分) ４(��)
利用状況 (４月分) ５(��)
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利用状況 (５月分) ６(��)
利用状況 (６月分) ７(��)
利用状況 (７月分) ８(���)
利用状況 (８月分) ９(���)
利用状況 (９月分) ��(���)
利用状況 (��月分) ��(��)
利用状況 (��月分) ��(���)
(指定居宅介護支援センター)
利用状況 (��・１月分) ２(��)
利用状況 (２月分) ３(��)
利用状況 (３月分) ４(��)
利用状況 (４月分) ５(��)
利用状況 (５月分) ６(��)
利用状況 (６月分) ７(��)
利用状況 (７月分) ８(���)
利用状況 (８月分) ９(���)
利用状況 (９月分) ��(���)
利用状況 (��月分) ��(��)
利用状況 (��月分) ��(���)

＜ 各 種 部 会 だ よ り ＞

平成��年度鹿児島市外科医会秋季例会 ２(��)
鹿児島市内科医会１月例会

市来 輝也 ２(��)
閉塞性動脈硬化症の診断と治療

淀野 啓 ２(��)
鹿児島市内科医会２月例会＜鹿児島市医師会
病院臨床病理検討会＞ 清水信一郎 ３(��)
平成��年度鹿児島市医師会勤務医会研修会開
催 ４(��)
平成��年度鹿児島市外科医会春季例会

４(��)
平成��年度鹿児島市医師会学校医会総会

４(��)
平成��年度鹿児島市整形外科医会総会 ５(��)
鹿児島市内科医会総会及び講演会

有馬 寛雄 ６(��)
平成��年度鹿児島市医師会婦人部会総会

６(��)
平成��年度鹿児島市医師会勤務医会総会

７(��)
平成��年度鹿児島市外科医会総会 ７(��)

平成��･��年度鹿児島市内科医会役員 ７(��)
鹿児島市内科医会７月例会

上山 達典 ８(��)
平成��年度鹿児島市刀圭会夏季例会報告

黒木 敦郎 ８(��)
鹿児島市内科医会９月例会

田之畑修朔 ��(��)
平成��年度鹿児島市刀圭会秋季例会

朝隈真一郎 ��(��)
福祉ふれあいフェスティバル ｢わくわくバザー｣
に協力 ��(��)
平成��年度鹿児島市医師会婦人部会秋季例会��(��)
鹿児島市内科医会��月例会

中村 教子 ��(��)
＜ 区 ・ 支 部 だ よ り ＞

中洲支部長就任にあたり 武田 錬 ４(��)
区長に就任して 小田原良治 ５(��)
｢西区区長就任挨拶｣ 柳 悦朗 ５(��)
伊敷支部だより 宇根 文穗 ５(��)
武岡支部だより 村岡 敏宏 ７(��)
郡元支部だより 南 武嗣 ７(��)
上町支部だより 上別府篤行 ８(��)
郡元・紫南地区三師会の御報告

南 武嗣 ９(��)
平成��年度西区総会を開催して

柳 悦朗 ��(��)
＜ 随 筆 ・ そ の 他 ＞

高地トレーニングは, 物理的ドーピングであ
る �田良二郎 １(９)
河野左宙先生のこと 川井田 勝 １(��)
デジフォト・桜島 曲田 公光 １(��)
新春の朝焼け (九重連山：大船山����ｍ)

永田 政幸 １(��)
鹿児島への愛着－名古屋より－

井形 昭弘 １(��)
ＢＭＷ・Ｒ��とＲ��がやって来た

小牧専一郎 １(��)
｢同窓会｣ 松本 啓 １(��)
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出しっぱなしのお湯 大囿 純也 １(��)
私たちのニューライフ 沖野あつ子 １(��)
医療法人の類型化と出資額限度法人

小田原良治 １(��)
遠い崖 村田 長芳 １(��)
須賀川の松明あかし―���年を超える怨念か？

朝倉 哲彦 １(��)
五木の民謡を訪ねて 鮫島 潤 １(��)
少子化防止と子育て支援 �島 信一 １(��)
アフガン侵攻と日本の選択 鈴木 了五 １(��)
価値のある生き方 鶴留 靖典 １(��)
無限に樹三穀す 酒井 久吉 １(��)
國策とホームランボール 中島 晢 １(��)
百済の秋 有村 周雄 １(��)
『・・・老いれば駄馬』 河野 岩造 １(��)
ＨＡＮＡからのメッセージ

大山 勝 １(��)
鹿児島県言語聴覚士会設立にあたって

熊倉 真理 １(��)
鹿児島タラソテラピー研究会発足に向けて

古川 誠二 １(��)
ハンバーグが食べられない

有川 賢司 １(��)
開業医より勤務医へ 高椋 正俊 １(��)
甑島里村を旅す 丹下 克郎 １(��)
テロの報復合戦を憂う 村山 力 １(��)
ペイオフ凍結解除の年か 栗毛野 隆 １(��)
養護学校の学習発表会 荒田 弘道 １(��)
花のシリーズ(その��)梅 水枝谷 渉 １(��)
シリーズ：旅について (��)
｢����年度内藤寿七郎国際育児賞特別賞授
賞式｣ に出席して 南 武嗣 ２(��)
まゆみワールド (�)
｢闘病記｣ 吉田真由美 ２(��)

どこが違う？
骨髄移植･末梢血幹細胞移植･臍帯血移植

武元 良整 ２(��)
｢学校保健の向上に関する事業の助成｣ 報告
甲突川流域の人間･社会･自然の健康づくりの中
で, 子供たちの心と体を健康に育む実践的研究

納 利一・沖野秀一郎 ２(��)
切手が語る医学 (№��)
【赤十字切手①】 古庄 弘典 ２(��)

くすり一口メモ
空腹時の服薬意義 桐野 玲子 ２(��)
検査一口メモ
血清補体価 (����) 検査について

轟 栄人 ２(��)
シリーズ：旅について (��)
ベスビオス・ポンペイ・そしてナポリ

鮫島 潤 ３(��)
クンジュラブ峠越え 山口慶一郎 ３(��)
｢懐かしき共産主義国家｣ (前編)

三毛 紀夫 ３(��)
まゆみワールド (�)
文集 『葵』 雑記パート２より

吉田真由美 ３(��)
どこが違う？ (�)
骨髄バンクとさい帯血バンク

武元 良整 ３(��)
切手が語る医学 (№��)
【赤十字切手②】 古庄 弘典 ３(��)
花のシリーズ (その��) 梨ナシ

水枝谷 渉 ３(��)
くすり一口メモ
経腸栄養剤の味の改善と注意点

湯川 久信 ３(��)
検査一口メモ
アルカリホスファターゼ(���)アイソザイ
ム検査の臨床応用 濱田ミズ子 ３(��)
シリーズ：旅について (��)
あっ, あれが南十字星だ！

朝倉 哲彦 ４(��)
まゆみワールド (�)
新潟大会の思い出 吉田真由美 ４(��)
｢懐かしき共産主義国家｣ (後編)

三毛 紀夫 ４(���)
どこが違う？ (�)
血縁者間移植と非血縁者間移植

武元 良整 ４(���)
切手が語る医学 (№��)
【乳幼児救済･予防接種･それを発見した偉
大な医学者】 古庄 弘典 ４(���)
くすり一口メモ
皮内反応を実施することが望ましい薬剤

島本 恭子 ４(���)
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検査一口メモ
血小板凝集時の対処方法について

有村 義輝 ４(���)
切手が語る医学 (№��)
【国連開発計画･インドの医学】

古庄 弘典 ５(��)
花のシリーズ (その��) 山吹ヤマブキ

水枝谷 渉 ５(��)
どこが違う？ (�)
造血幹細胞と胚性幹細胞 (ＥＳ細胞)

武元 良整 ５(��)
第４回鹿児島ドクターズ写真展 水間 良信 ５(��)
くすり一口メモ
金属カチオン含有消化性潰瘍剤とニューキ
ノロン系抗菌剤 入佐 晴美 ５(��)
検査一口メモ
集団院内感染を起したセラチアとは

山口 憲一 ５(��)
シリーズ：旅について (��)
夏のオーロラ 浜田 和郎 ６(��)
切手が語る医学 (№��)
【禁酒・禁煙・薬物禁止とエイズ撲滅】

古庄 弘典 ６(��)
第１回鹿児島電子カルテ研究会の報告

外山 博一 ６(��)
くすり一口メモ
ポルフィリン症に禁忌の薬剤

服部安希子 ６(��)
検査一口メモ
【乳癌内分泌治療における免疫組織化学の
役割】 内村 清孝 ６(��)
シリーズ：旅について (��)
(�) しらせから大陸へ運ばれる

福田 正人 ７(��)���㎞を完走するということ
―阿蘇カルデラスーパーマラソンに参加して―

森山 一郎 ７(��)
切手が語る医学 (№��)
【麻薬撲滅】 古庄 弘典 ７(��)
花のシリーズ (その��)
石
ザ

榴
クロ

水枝谷 渉 ７(��)
くすり一口メモ
毒へび咬傷 山王 伸二 ７(��)

検査一口メモ
依頼書と検体の不一致の現況について

大山 照彦 ７(��)
涼夏(菊池市, 菊池渓谷) 入佐 俊昭 ８(��)
一読十笑百吸千字萬歩 直江 俊一 ８(��)
暗記, 暗誦に思うこと 谷口 良康 ８(��)
初めてのマスプロ講義 村田 長芳 ８(��)
｢望郷｣ の原題は 大囿 純也 ８(��)
イタリア・不思議紀行 沖野あつ子 ８(��)
鍛えるべきときに鍛える 下馬場 勉 ８(��)
医療法人の類型化と出資額限度法人の位置づ
け－出資額限度法人の位置づけの誤解を解く－

小田原良治 ８(��)
ベトナム・ホーチミンの旅

林 敏雄 ８(��)��歳過ぎての運転免許 鹿島 友義 ８(��)
玉手箱の煙 �田良二郎 ８(��)
我家の国際化 (留学生 ｢Ｎ君｣ の思い出)

熊谷 信晴 ８(��)
いで湯の町から 田畑傳次郎 ８(��)
暑熱に思う 森原 久樹 ８(��)
夏が来れば思い出す 鮫島 潤 ８(��)
ハンディキャップ 中島 晢 ８(��)
アルバイト 西橋 弘成 ８(��)
暑さの中で思うこと 荒田 弘道 ８(��)
こころの話と芸術創作活動

竹元 隆洋 ８(��)
パークスとペッテンコーフェルの墓標

松下 敏夫 ８(��)
こんにちは, 鹿児島県看護協会です

今井 洋子 ８(��)
星空にゆかれた白尾先生 田代 正盛 ８(��)
切手が語る医学 (№��)
【薬物乱用防止と麻薬撲滅】

古庄 弘典 ８(��)
くすり一口メモ
ノルウェー疥癬の感染を防ぐには

寺師 守彦 ８(��)
検査一口メモ
依頼書に性別のマークがないときの基準範
囲は？ 大橋 正道 ８(��)
シリーズ：旅について (��)
(�) 内陸旅行の準備 福田 正人 ９(��)
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アルバイト (�) 西橋 弘成 ９(��)
花のシリーズ (その��)
竜胆
リンドウ

水枝谷 渉 ９(��)
切手が語る医学 (№��)
【マラリア撲滅・ポリオ根絶】

古庄 弘典 ９(��)
くすり一口メモ
薬の起源 野間口 寛 ９(��)
検査一口メモ
Ｍ－蛋白について 轟 栄人 ９(��)��年前の写真 河村 秀敏 ��(��)
切手が語る医学 (№��)
【目・眼科に関する切手】

古庄 弘典 ��(��)
くすり一口メモ
緑内障に禁忌の薬剤 桐野 玲子 ��(��)
検査一口メモ���／クレアチニン比の活用

濱田ミズ子 ��(��)
シリーズ：旅について (��)
(�) Ｓ��みずほ 福田 正人 ��(��)
えびの高原－すすき紀行－

朝隈真一郎 ��(��)
切手が語る医学 (�����)
【文明発展, 医療・保健サービス①】

古庄 弘典 ��(��)
花のシリーズ (その��)
葛
くず

水枝谷 渉 ��(��)
看護師・竹下さんに職業奉仕賞を贈る鹿児島
中央ＲＣ ��(��)
切手が語る医学 (�����)
【文明発展, 医療・保健サービス②】

古庄 弘典 ��(��)
＜ 書 評 ＞

(�) 『藪も歩けば書に当たる』
藪 閑人 ５(��)

『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ６(��)
『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ７(��)
『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ８(��)
『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ９(��)
『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ��(��)

『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ��(��)
『藪も歩けば書に当る』 藪 閑人 ��(��)

＜ サ ロ ン ＞

(��) 子供の感性 �・� ２(��)
(��) クールー病 �・� ３(��)
(��) 実演販売 �・� ４(���)
(��) 医院風景 �・� ５(��)
(��) 昔話し �・� ６(��)
(��) あべこべ �・� ７(��)
(��) 問診 �・� ８(��)
(��) 子供の眼 �・� ９(��)
(��) 超能力 �・� ��(��)
(��) ハローワーク �・� ��(��)
(��) 未 (羊) 年考 �・� ��(��)

＜ 会 の 動 き ＞

〈会の動き〉 ２(��)
〈会の動き〉 ３(��)
〈会の動き〉 ４(���)
〈会の動き〉 ５(��)
〈会の動き〉 ６(��)
〈会の動き〉 ７(��)
〈会の動き〉 ８(���)
〈会の動き〉 ９(���)
〈会の動き〉 ��(���)
〈会の動き〉 ��(��)
〈会の動き〉 ��(���)

＜ 訃 報 ＞

池田�郎先生ご逝去 会長弔辞 ３(��)
川畑 坦先生ご逝去 会長弔辞 ��(��)
冨永 功一先生ご逝去 ��(��)
永吉 浩先生ご逝去 ��(���)

＜ 鹿 市 医 郷 壇 ＞

〈鹿市医郷壇〉 １(��)
〈鹿市医郷壇〉 ２(��)
〈鹿市医郷壇〉 ３(��)
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〈鹿市医郷壇〉 ４(���)
〈鹿市医郷壇〉 ５(��)
〈鹿市医郷壇〉 ６(��)
〈鹿市医郷壇〉 ７(��)
〈鹿市医郷壇〉 ８(���)
〈鹿市医郷壇〉 ９(���)
〈鹿市医郷壇〉 ��(���)
〈鹿市医郷壇〉 ��(��)
〈鹿市医郷壇〉 ��(���)

＜ お 知 ら せ ＞

〈お知らせ〉 １(��)
〈お知らせ〉 ２(７)
〈お知らせ〉 ３(��)
〈お知らせ〉 ４(��)
〈お知らせ〉 ５(��)
〈お知らせ〉 ６(��)
〈お知らせ〉 ７(��)
〈お知らせ〉 ８(���)
〈お知らせ〉 ９(��)
〈お知らせ〉 ��(��)
〈お知らせ〉 ��(��)
〈お知らせ〉 ��(��)

＜ 編 集 後 記 ＞

〈編集後記〉 (編集委員全員) １(��)
〈編集後記〉 野元 茂 ２(��)
〈編集後記〉 鹿島 直子 ３(��)
〈編集後記〉 溝口 博夫 ４(���)
〈編集後記〉 伊東 祐久 ５(��)
〈編集後記〉 有村 敏明 ６(��)
〈編集後記〉 鹿島 直子 ７(��)
〈編集後記〉 溝口 博夫 ８(���)
〈編集後記〉 �島 幸二 ９(���)
〈編集後記〉 南 武嗣 ��(���)
〈編集後記〉 中野 一司 ��(��)
〈編集後記〉 柳 悦朗 ��(���)

＜編集委員会だより＞

〈編集委員会だより〉
有村 敏明・荒田 弘道・野元 茂・
鮫島由規則・服部 行麗 ４(���)
＜平成��年度職員事務分掌表＞

〈平成��年度職員事務分掌表〉 ��(���)
＜ 第 ��巻 総 目 次 ＞

〈第��巻総目次〉 ��(���)
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