
＜���号 記 念 特 集 ＞

あいさつ
『鹿児島市医報』 ���号に寄せて

海江田 健 ��(６)
祝 辞
『鹿児島市医報』 ���号を祝して

坪井 栄孝 ��(８)
今なお激動の医療前線

米盛 學 ��(９)���号に寄せて���号に寄せて, 私の編集歴
金子 洋一 ��(��)

過ぎた歳月 松本 清志 ��(��)
鹿児島を元気に！ 鮫島由規則 ��(��)
医報担当の頃 土橋 一正 ��(��)
『鹿児島市医報』 ���号記念座談会
－“医報”を支える人々－ ��(��)
『鹿児島市医報』 についてのアンケート集計結果��(��)
『鹿児島市医報』 についてのアンケートを行って

有村 敏明 ��(��)
歴代編集担当理事と編集委員 ��(��)

＜ 誌 上 ギ ャ ラ リ ー ＞

梅橋 橋口 良紘 １(��)
梅満開 上田 博章 ２(２)���な花 上田 博章 ３(２)
桜は終わっても・・・ 上田 博章 ４(２)
五月晴れの風景 上田 博章 ５(２)
蝶と田の神さー 上田 博章 ６(２)
雲の中の輪 上田 博章 ７(２)
夏の日の恋 上田 博章 ８(２)
無題 上田 博章 ９(２)
秋の終わりに 上田 博章 ��(２)
釈迦院の秋 上田 博章 ��(２)
乱舞 上田 博章 ��(２)

＜ 挨 拶 ＞

新年のご挨拶 海江田 健 １(２)

年頭のご挨拶 迫田 晃郎 １(４)
市民が主役 ｢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)
事務局長退任のご挨拶 下船 昭美 ４(５)
事務局長就任のご挨拶 土橋 一正 ４(７)
就任のご挨拶 大園 清信 ５(５)
国際島嶼医療学講座教授就任のご挨拶

嶽崎 俊郎 ��(５)
＜ 論 説 と 話 題 ＞

年始会開催 ２(５)
平成��年仕事始め式 ２(６)
拝啓 新米理事 様 池田 耕治 ２(８)
検査センターの現状と未来 三宅 智 ３(５)
平成��年度看護専門学校高等課程卒業式
(第��回生) ３(７)
平成��年度看護専門学校専門課程卒業式
(第��期生) ３(８)
春愁の救急医療～一次救急と二次救急の狭間で～

上津原甲一 ４(９)
平成��年度看護専門学校入学式 ４(��)
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(��)
有事法案･･･密約�� 市来 健生 ５(７)
第��回日本医学会総会
有村 敏明・谷口 良康・浅野 庄三・
濱田 陸三・林 茂文・久保 秀徳・
松本 清志・有馬 桂・三宅 智・
市来 健生・伊東 祐久 ５(９)
三歩, 一歩, 半歩 濱田 陸三 ６(５)
鹿児島市医師会病院の向かう道は？
－設立理念を鑑みて－ 久保 秀徳 ７(５)
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第��回日本プライマリ・ケア学会
伊東 祐久・有馬 桂・有村 敏明・
久保 秀徳・濱田 陸三・清水信一郎・
三宅 智・松本 清志・池田 耕治・
市来 健生 ７(７)
鹿児島県病院厚生年金基金制度の再構築

小田原良治 ７(��)
夜間急病センターと救急医療体制

有村 敏明 ８(５)
第���回定時代議員会 ８(７)
第��回定時総会 ８(８)
第��回地域医療情報ネットワークシステム研
究会 (�������)
濱田 陸三・三宅 智・伊東 祐久

８(９)
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・久保 秀徳・清水信一郎・
三宅 智・宮下 克美・早川 洋高・
松本 清志・松元 成樹・脇 小糸・
有馬 桂・林 茂文 ８(��)
八王子裁判の行方－医療法人の出資持分払戻
し訴訟－ 小田原良治 ８(��)
学校保健と小児結核 清水信一郎 ９(５)
第��回定時総会・特別講演
高木兼寛とウィリアム・ウィリス－その光と影－

村田 長芳 ９(７)
キャッシュバランスプラン導入による基金財
政改革 小田原良治 ９(��)
鹿児島市医報通巻第���号発行によせて

伊東 祐久 ��(��)
第��回九州首市医師会連絡協議会 ��(��)
脳死判定と臓器提供を経験して

谷口 良康 ��(５)
鹿児島市医師会会員受賞祝賀会 ��(７)����年 (平成��年) を振り返って

林 茂文 ��(��)
鹿児島市小児科医会 ����年, この一年

今村 正人 ��(��)
鹿児島市眼科医会 市眼科医会の一年を振り
返って 桑原美智子 ��(��)
鹿児島市泌尿器科医会 人生��年の危機：前立
腺癌と男性更年期障害 今村 厚志 ��(��)
鹿児島市内科医会 ����年の鹿児島市内科医会

林 茂文 ��(��)����年を振り返って 土橋 一正 ��(��)
鹿児島市医師会平成��年の動き ��(��)

＜新夜間急病センターについて＞

〈新夜間急病センターについて〉 ３(６)

＜ ト ピ ッ ク ス ＞

鹿児島市医師会病院新館竣工記念コンサート
９(��)

鹿児島市医師会病院増改築工事竣工及び開設��年並びに臨床検査センター新検査システム
稼動記念祝賀会 ��(��)

＜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４)
２(��)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その５)
３(��)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その６)
４(��)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その７)
５(��)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その８)
６(７)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その９)
７(��)

〈医師会病院増改築工事日誌〉(その��)
８(��)

＜ 医 療 ト ピ ッ ク ス ＞

病児保育室 ｢ダーグ・ヘム｣ スタートして
４か月 南 武嗣 ２(��)
どこが違う？(�) �����と��� (治療成績
の比較) 武元 良整 ２(��)
くすり一口メモ
カモミール 入佐 晴美 ２(��)
検査一口メモ
健診と検診の違い 大橋 正道 ２(��)
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(��)
どこが違う？(�) 急性骨髄性白血病 (ＡＭＬ)
の治療－化学療法と造血幹細胞移植

武元 良整 ３(��)
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くすり一口メモ
女性化乳房を起こす薬剤について

服部安希子 ３(��)
検査一口メモ
血中ＢＮＰ (脳性ナトリウム利尿ペプチド)
測定の有用性 濱田ミズ子 ３(��)
どこが違う？(��) 従来の移植療法とミニ移
植 (����) 武元 良整 ４(��)
くすり一口メモ
薬用植物と有毒植物 山王 伸二 ４(��)
検査一口メモ
診断のための検査の感度と特異性とは

大橋 正道 ４(��)
移植のなぜ(�) 移植後は不妊になる？

武元 良整 ５(��)
くすり一口メモ
総合感冒剤の禁忌項目

寺師 守彦 ５(��)
検査一口メモ
栄養アセスメント蛋白について

轟 栄人 ５(��)
睡眠時無呼吸症候群の診療を開始して

高岡 俊夫 ６(９)
移植のなぜ(�) 骨がもろくなる？

武元 良整 ６(��)
くすり一口メモ
低血糖の副作用に注意すべき内服薬

野間口 寛 ６(��)
検査一口メモ
空中花粉検索法 内村 清孝 ６(��)
移植のなぜ(�) 血液型が変わる, 性格が変わ
る？ 武元 良整 ７(��)
くすり一口メモ
プロスタグランジン関連製剤の分類

桐野 玲子 ７(��)
検査一口メモ
血液像における好中球形態異常：デーレ小
体について 有村 義輝 ７(��)
移植のなぜ(�) 鹿児島県は全国最低レベル？

武元 良整 ８(��)
くすり一口メモ
注射薬の混合順序について

湯川 久信 ８(��)
検査一口メモ
性感染症 (ＳＴＤ) について

山口 憲一 ８(��)

移植のなぜ(�) ＨＬＡ一致ドナーが必要？
武元 良整 ９(��)

くすり一口メモ
食物アレルギーと薬 島本 恭子 ９(��)
検査一口メモ
微生物検査における喀痰品質管理 (�������
分類) について 黒木 力 ９(��)
移植のなぜ(�) 末梢血を使う？

武元 良整 ��(��)
くすり一口メモ
健胃消化薬における禁忌と相互作用について

服部安希子 ��(��)
検査一口メモ
新臨床検査依頼書について

大橋 正道 ��(��)
耳鼻咽喉科における救急疾患
－急性喉頭蓋炎と扁桃周囲膿瘍－

出口 浩二 他 ��(７)
移植のなぜ(�) お寿司を食べられない？

武元 良整・藤原 尚子 ��(��)
くすり一口メモ
高脂血症治療薬の主な副作用と特徴

柿本 智広 ��(��)
検査一口メモ
梅毒検査について 中村 忠二 ��(��)
移植のなぜ(�) 再度, �����は安全？

武元 良整 ��(��)
くすり一口メモ
タキソールとタキソテール ��(��)
検査一口メモ
室温放置による尿成分の変化 ��(��)
＜ 学 術 ＞

鼻副鼻腔領域における内視鏡手術－慢性副鼻腔
炎に対する内視鏡下鼻内副鼻腔手術を中心に－

鹿児島市立病院耳鼻咽喉科 ２(��)
精神症状, けいれん重積を主徴とした亜急性
脳炎の一女性例

鹿児島市医師会病院神経内科 ２(��)
アドレノメデュリンについて

城ヶ崎倫久 ３(��)
鹿児島市内科医会２月例会学術講演会
高血圧の原因：食塩とアンジオテンシン

荒川規矩男 ３(��)
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鹿児島市医師会主催学術講演会
造血細胞移植って何の治療？

河野 嘉文 ４(��)
術前組織診断施行した胆嚢管癌の一例
今村病院外科・今村病院分院・鹿児島大学
第一外科 ４(��)
鹿児島市内科医会１月例会学術講演会
スギ花粉症に対する新しい治療

石川 哮 ４(��)
鹿児島市医師会主催学術講演会
ウイルス学から離島医療学へ

園田 俊郎 ５(��)
鹿児島市医師会臨床検査センター主催学術講演会
日常診療における栄養アセスメントタンパク
測定の有用性について 松尾 久昭 ５(��)
非腫瘍性卵巣茎捻転の症例

今給黎総合病院 ５(��)
鹿児島市内科医会３月例会学術講演会
糖尿病における血圧管理の重要性について

小田原雅人 ５(��)
インフルエンザウイルス迅速診断キット陽性
を呈した化膿性髄膜炎の一例
鹿児島市医師会病院小児科・紫原たはら医院

５(��)
十二指腸潰瘍穿孔の治療法の検討

鹿児島市医師会病院 ６(��)
新生児低酸素性虚血性脳症 (���������������������������������) の治療

鹿児島市立病院 ７(��)
平成��年度鹿児島市内科医会総会特別講演
内科医のための排尿障害の診断と治療

今村 厚志・竹元 雅一 ７(��)
上肢単麻痺を呈する脳梗塞の３例
国立病院九州循環器病センター神経内科

９(��)
日常臨床における心疾患関連検査としての���の有用性 木之下正彦 ��(��)
生活習慣病実地診療のポイント
－期待されるスタチンの多面的作用－

野出 孝一 ��(��)
脳病変を伴った成人Ｔ細胞白血病(���)の４症例
今村病院血液内科･脳神経外科･外科･鹿児
島大学第１内科 ��(��)
膵外発育した膵漿液性嚢胞腺腫の一例
鹿児島市医師会病院放射線科･外科･病理･
大山クリニック ��(��)

精神医学の来し方行く末－鹿児島から国際的
発信を－ 佐野 輝 ��(��)�����������������������������������(����)
を使用した冠動脈ＣＴの試み
中央クリニック循環器内科・放射線科,
中央病院心臓外科・放射線科 ��(��)
頸動脈超音波検査で内頸動脈狭窄を認め頸動
脈内膜剥離術 (���) にて症状改善した脳梗
塞の１例
今給黎総合病院神経内科・脳神経外科��(��)
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(����)によ
るトキシックショック症候群(���)の救命例

濱崎順一郎 他 ��(��)
＜ 随 筆 ・ そ の 他 ＞

年男の命運 �木 利夫 １(��)
５＋��×��＝？ 西橋 弘成 １(��)
凡庸のすすめ (年男の決意)

溝口 博夫 １(��)
年男雑感 山口 淳正 １(��)
てげてげ余生からの挑戦 荒田 弘道 １(��)
薩摩郷句 三條風雲児 １(��)
川柳 三條 芳文 １(��)
新川渓谷の紅葉 田代 正盛 １(��)
美しき言葉の旅 日高 旺 １(��)
私の書道との関わり 直江 俊一 １(��)
船場商人に学ぶ人材育成法

谷口 良康 １(��)
～野わき～ 田畑傳次郎 １(��)
新たな“カタチ”への思い

鈴木 了五 １(��)
士と師 森原 久樹 １(��)
古稀雑感 栗毛野 隆 １(��)
日本病態栄養学会認定病態栄養専門士制度の
スタート 立川 倶子 １(��)
２人きりのロシア旅行 太原 春雄 １(��)
あなた様はどなた様ですか？

今井 洋子 １(��)
次世代へのプレゼント 中島 晢 １(��)
九州山脈縦断の記 (椎葉, 五家荘)

鮫島 潤 １(��)
帽子が帽子であること, 私が私であること？
高次脳機能障害の現況より

熊倉 真理 １(��)
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若き高木兼寛, そのグローバルな視点
村田 長芳 １(��)

花のシリーズ(��)�夫藍 (サフラン)
水枝谷 渉 １(��)

晩秋の霧島連山縦走 土橋 一正 １(��)
切手が語る医学 (№��)【自国の著明な医学
者を描く切手①】 古庄 弘典 ２(��)
眼科医のためいき (その７)

宮園裕一郎 ３(��)
切手が語る医学 (№��)【自国の著明な医学
者を描く切手②】 古庄 弘典 ３(��)
花のシリーズ (��) 菫 (すみれ)

水枝谷 渉 ３(��)
切手が語る医学 (№��)【自国の著明な医学
者を描く切手③】 古庄 弘典 ４(��)��の手習い 沖野あつ子 ５(��)
切手が語る医学 (№��)【自国の著明な医学
者を描く切手④】 古庄 弘典 ５(��)
花のシリーズ (��) ミヤマキリシマ 躑躅
(つつじ) 科 水枝谷 渉 ５(��)
甲突川健康宣言 納 利一 ６(��)
切手が語る医学 (№��)【赤十字・結核】

古庄 弘典 ６(��)
シリーズ：私の趣味について(�) 銃剣道

野間口光男 ７(��)
カメラと少年 (�) Ⅰ ��ｍｍコニカ系

朝倉 哲彦 ７(��)
花のシリーズ (��) ヒメヒオウギスイセン
あやめ科 水枝谷 渉 ７(��)
切手が語る医学 (№��)【心臓・輸血・呼吸
器①】 古庄 弘典 ７(��)
緑韻 (桐原の滝・菊池川)

入佐 俊昭 ８(��)
虹の断層 大山 勲 ８(��)
涼 風 大山 勲 ８(��)
薩摩郷句 三條風雲児 ８(��)
川 柳 三條 芳文 ８(��)
ペット大嫌い, 大好きな人

野添 新一 ８(��)
いきいきィ―｡ 五臓六腑, 氣血の調和

直江 俊一 ８(��)
若人の死生観 村田 長芳 ８(��)
精 霊 舟 西橋 弘成 ８(��)
続・ウニおばさんのこと

大囿 純也 ８(��)
痩せた身につらい夏 荒田 弘道 ８(��)

合宿と夏と花火 宮園裕一郎 ８(��)
三月二十七日 回向茶会 ＝懐良親王の命日
にちなんで＝ 島田 紘一 ８(��)
みちのく桜紀行女三人衆

立川 倶子 ８(��)
白夜とオーロラ号そしてゴンザとソウザ

鮫島 潤 ８(��)
十年一昔 森原 久樹 ８(��)
最近の世相 中島 晢 ８(��)
こんにちは 看護協会です｡

今井 洋子 ８(��)
閑話休題 山方 博文 ８(��)
技師会創立��周年法人化７年記念式典を終え
て－次の��年へ更なる飛躍－

宇都 和治 ８(��)
第２ラウンドの介護保険制度

貴島日出見 ８(��)
カメラと少年 (�) Ⅱ ��ｍｍペンタックス系

朝倉 哲彦 ８(��)
切手が語る医学 (№��)【心臓･輸血･呼吸器
②と骨･移植･糖尿病】 古庄 弘典 ８(��)
河野泰子先生小児糖尿病福祉功労賞受賞

８(��)
無心帰大道～鵬雲斎大宗匠, 中村宗照先生と
私～ (前編) 粟 博志 ９(��)
カメラと少年 (�) Ⅲ ��ｍｍニコン系 (�)

朝倉 哲彦 ９(��)
花のシリーズ (��) サルスベリ 紫薇 (しび)

水枝谷 渉 ９(��)
切手が語る医学 (№��)【Ｂ型肝炎・乳児の
健康・結核】 古庄 弘典 ９(��)
今給黎満幸先生を思う 鮫島 潤 ��(���)
白夜の都, サンクト・ペテルベルグの旅�田 康治 ��(���)
無心帰大道～鵬雲斎大宗匠, 中村宗照先生と
私～ (後編) 粟 博志 ��(���)
カメラと少年 (�) Ⅲ ��ｍｍニコン系 (�)

朝倉 哲彦 ��(���)
切手が語る医学 (№��)【シュバイツァー博
士・健康・麻疹・臓器移植】

古庄 弘典 ��(���)
新書紹介 『絆 ある地方医一族の記録』��(���)
カメラと少年 (�) Ⅳ ��ｍｍコンタックス系

朝倉 哲彦 ��(��)
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切手が語る医学 (№��)【小児科・未熟児・
子供・てんかん・救急医療・医療救護】

古庄 弘典 ��(��)
花のシリーズ (��) ハギ 萩

水枝谷 渉 ��(��)
刀圭会・婦人部会合同秋季例会印象記～うた
の花束をどうぞ～ 沖野あつ子 ��(��)
カメラと少年(�) Ⅴ ライカ･コピーならびに
今まで出てきた以外の��ｍｍカメラ (順不動)

朝倉 哲彦 ��(��)
切手が語る医学(№��)【医療救助・ガン・
ポリオ・パスツール・看護・胃カメラ】

古庄 弘典 ��(��)
新書紹介
『幕末維新を駆け抜けた英国人医師』 －甦る
｢ウィリアム・ウィリス文書｣－ ��(��)

＜ 歴 史 小 説 ＞

日羅伝(�) 台明寺岩人 ��(��)
＜ 書 評 ＞

『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 ８(��)

＜ サ ロ ン ＞

(��) もの忘れ �・� ２(��)
(��) お金にすれば �・� ３(��)
(��) ねこばば �・� ４(��)
(��) ハローワーク(その２) �・� ５(��)
(��) 名付け �・� ６(��)
(��) ｢死｣ を茶化す �・� ７(��)
(��) 珊瑚礁の海に遊ぶ �・� ８(��)
(��) ノスタルジア �・� ��(���)
(��) 揚げ足をとる �・� ��(��)
(��) 仕返し �・� ��(��)

＜ 区 ・ 支 部 だ よ り ＞

北区だより 尾辻 章宣 ３(��)
武岡支部長を終えて 村岡 敏宏 ４(��)
中洲支部長就任にあたり �島 寿充 ４(��)
武岡支部長就任挨拶 柳 悦朗 ４(��)
武岡支部だより 柳 悦朗 ７(��)

上町支部だより 新牧 大彦 ８(��)
谷山支部学術講演会 鮫島 篤史 ９(��)
郡元・紫南支部三師会 櫻井 景紀 ９(��)
荒田支部会 小田代卓也 ９(��)
平成��年度北区懇親会 尾辻 章宣 ��(���)
第３回錦江支部会 福� 誠 ��(��)
上町支部会 新牧 大彦 ��(��)
中洲支部会 �島 寿充 ��(��)
第２回武岡支部会 柳 悦朗 ��(��)

＜ 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月例会開催
枦木 秀生 ２(��)

鹿児島市内科医会２月例会について
市来 輝也 ３(��)

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勤務医会研修会
４(��)

鹿児島市内科医会３月例会
大迫 範行 ４(��)

平成��年度鹿児島市整形外科医会総会
５(��)

平成��年度鹿児島市医師会婦人部会総会
６(��)

平成��年度鹿児島市内科医会総会及び講演会
(５月例会) 清水信一郎 ７(��)
平成��年度鹿児島市外科医会総会 ７(��)
鹿児島市内科医会７月例会

永友 知澄 ８(��)
平成��年度鹿児島市医師会勤務医会総会

８(��)
平成��年度鹿児島市刀圭会夏季例会報告

田畑 峯雄 ８(��)
鹿児島市内科医会９月例会報告

橋口 純 ��(���)
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��年度鹿児島市刀圭会・鹿児島市医師会
婦人部会合同秋季例会 南 武嗣 ��(��)
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＜ 各 種 報 告 ＞

理事会報告 ２(��)
委員会報告 ２(��)��・１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(��)
鹿児島市医師会主催学術講演会開催

２(��)
学校医会役員会 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

上津原甲一 ２(��)
鹿児島県医師会執行部・現地懇談会

２(��)
第��回鹿児島市学校保健研究協議大会

２(��)
医師連盟の役割とは－日本医師連盟若手
(��) 会員研修会に参加して－

市来 健生 ２(��)
鹿児島市医療三師会 ２(��)
理事会報告 ３(��)
委員会報告 ３(��)
２月に開催された学術講演会 ３(��)
県医・市医執行部合同懇談会 ３(��)
第��回鹿児島市医師会囲碁大会

奥田 俊夫・中江 光成 ３(��)
第��回若年者心疾患対策協議会総会
清水信一郎・柴田 邦彦・野元 域弘

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(��)
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(��)
第４回支部長会 ４(��)
全国医療情報システム連絡協議会第��回定例会議
伊東 祐久・濱田 陸三・三宅 智・
林 茂文 ４(��)
平成��年度鹿児島市医師会学校医会総会

４(��)
第��回訪問看護研修会 脇 小糸 ４(��)
第��回鹿児島市医師会親善ゴルフ大会

４(��)
Ａ組優勝 東 洋一 ４(��)

Ｂ組優勝 才川 貞厚 ４(��)
Ｃ組優勝 隣 雅晴 ４(��)
定年退職者送別会 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��年度代議員･各種委員の交代 ４(��)
平成��年度鹿児島市医師会支部長･副支部長

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(��)
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(��)
鹿児島市医師会主催学術講演会開催 ６(��)
学校医会役員会 ６(��)
平成��年度救急医療先進地視察

上津原甲一 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(��)
鹿児島市 (老人) 訪問看護ステーション連絡
協議会 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(��)
鹿児島市における����対策合同訓練 ８(��)
鹿大医学部教授との懇談会 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(��)
第��回桜島・錦江湾横断遠泳大会 ８(��)
生活習慣病予防講演会 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
市来 健生・愛甲 隆俊・前田 忠

９(��)
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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 (年次大会)
清水信一郎・有馬 桂・橋口 純・
大堀八洲一 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 田良島るみ子 ９(��)
第��回九州学校保健学会
清水信一郎・池田 耕治・川畑 清春

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��回日本人間ドック学会を聴いて
尾辻 義人・津崎 文雄 ��(���)
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 ��(���)
鹿児島市医師会・鹿児島市眼科医会共催学術
講演会 ��(���)
第３回支部長会 ��(���)
救急医療週間行事を終えて

上津原甲一 ��(���)
平成��年度鹿児島市学校心臓検診を終えて
鹿児島市医師会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)��(���)
理事会報告 ��(��)
委員会報告 ��(��)��月に開催された学術講演会 ��(��)
平成��年度鹿児島市医師会介護認定審査会合
議体長連絡会 ��(��)
平成��年度全国医師会勤務医部会連絡協議会

外山 芳史・重盛 廉 ��(��)
全国医療情報システム連絡協議会第��回定例会議
三宅 智・林 茂文・伊東 祐久��(��)

第９回日本保育園保健学会
清水信一郎・南 武嗣・池田 耕治・
太原 博史 ��(��)
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 ��(��)
糖尿病予防講演会 ��(��)
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・
池田 耕治 ��(��)
第���回九州医師会総会・医学会

谷口 良康 ��(��)
第��回南日本新聞社との懇談会 ��(��)
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
浅野 庄三・清水信一郎・久保 秀徳・
三宅 智・鏡堂 至明・山王 伸二��(��)
＜ 附 属 施 設 だ よ り ＞

(看護専門学校)
高等課程講師懇談会報告 赤崎 里美 ４(��)
専門課程講師懇談会報告 居細工久子 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(��)
(看護専門学校・高等課程)
平成��年度委託医療施設長会議

有馬千津子 ５(��)
入学して思うこと 学生作文 ５(��)
新入生 (��回生) 宿泊研修報告

松村 治子 ６(��)
新入生宿泊研修を終えて 学生作文 ６(��)
平成��年度学校訪問報告 秋山 浩子 ８(��)
第��回九州地区准看護師教育学会

桶田美紀子 ９(��)
第��回生戴帽式 ��(��)
戴帽式を終えて 学生作文 ��(��)
ミニバレー大会を終えて 学生作文 ��(��)
(看護専門学校・専門課程)
第��期生歓迎レクリエーション＆第６回クラ
スマッチ 鹿島三千代 ６(��)
北海道研修旅行を終えて 学生作文 ８(��)
(臨床検査センター)
緊急検査室を医師会病院内に移転 ��(��)

…………………………
………………

…………………

……………………………………
……………………………
……………………………

………

…………
……

………………………

…………………………………
………………………

………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
……………………………
……………………………

………

…………………………

………

……………………………………

…………………………
……………………………
……………………………

………
…

……………………

…………………………

………………………
……

……………………………………

…
…

………
………

………………………
…………

………………………
…
…

………………………
………………………
……………

…

…………………
…

…

鹿児島市医報 第��巻第��号 (通巻���号) ����(平成��年)

[第��巻総目次]

�



＜附属施設等利用･受診状況＞

(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(��)
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) ��(���)
(全夜間輪番在宅医制来院患者数)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (��･�月分)

２(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (２月分)

３(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (３月分)

４(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (４月分)

５(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (５月分)

６(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (６月分)

７(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (７月分)

８(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (８月分)

９(��)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (９月分)��(���)
全夜間輪番在宅医制来院患者数 (��月分)��(��)
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)
休日在宅医制来院患者数(��･�月分) ２(��)
休日在宅医制来院患者数(２月分) ３(��)
休日在宅医制来院患者数(３月分) ４(��)
休日在宅医制来院患者数(４月分) ５(��)
休日在宅医制来院患者数(５月分) ６(��)
休日在宅医制来院患者数(６月分) ７(��)
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休日在宅医制来院患者数(７月分) ８(��)
休日在宅医制来院患者数(８月分) ９(��)
休日在宅医制来院患者数(９月分) ��(���)
休日在宅医制来院患者数(��月分) ��(��)
休日在宅医制来院患者数(��月分) ��(���)

＜ 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 ＞

柊元 洋先生ご逝去 会長弔辞 ２(��)
西岡 徳典先生ご逝去 会長弔辞 ２(��)
永谷 義治先生ご逝去 会長弔辞 ７(��)
森 正樹先生ご逝去 会長弔辞 ７(��)
前田 鹿三先生ご逝去 会長弔辞 ７(��)
稲森 正愛先生ご逝去 会長弔辞 ９(��)
徳永 益美先生ご逝去 会長弔辞 ��(���)

＜ 職 員 事 務 分 掌 表 ＞

〈平成��年度職員事務分掌表〉 ４(��)
〈職員事務分掌表〉 ��(���)

＜ 鹿 市 医 郷 壇 ＞

〈鹿市医郷壇〉 １(��)
〈鹿市医郷壇〉 ２(��)
〈鹿市医郷壇〉 ３(��)
〈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(９)
〈お知らせ〉 ２(��)
〈お知らせ〉 ３(��)
〈お知らせ〉 ４(６)
〈お知らせ〉 ５(６)
〈お知らせ〉 ６(��)
〈お知らせ〉 ７(��)
〈お知らせ〉 ８(���)
〈お知らせ〉 ９(��)
〈お知らせ〉 ��(７)
〈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〉 伊東 祐久 ２(��)
〈編集後記〉 有村 敏明 ３(��)
〈編集後記〉 鹿島 直子 ４(���)
〈編集後記〉 溝口 博夫 ５(��)
〈編集後記〉 �島 幸二 ６(��)
〈編集後記〉 南 武嗣 ７(���)
〈編集後記〉 中野 一司 ８(���)
〈編集後記〉 柳 悦朗 ９(��)
〈編集後記〉 伊東 祐久 ��(���)
〈編集後記〉 有村 敏明 ��(���)
〈編集後記〉 鹿島 直子 ��(���)

＜ 第 ��巻 総 目 次 ＞

〈第��巻総目次〉 ��(���)

…
…
…
…
…

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……
……
……
……
……
……
……

……
…………………

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

……………………

鹿児島市医報 第��巻第��号 (通巻���号) ����(平成��年)

[第��巻総目次]

��


