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『柔軟に、積極的に』

特集：２０１９年
柿添病院の抱負

アンコールワットの朝日 2018年 カンボジア研修旅行より



現在、正に少子化による労働力不足という重病に陥っている我が国の中でも、とりわけ地方社会は超
高齢状態に当然ながら付随してくる在宅医療や介護、認知症対策問題などで正に瀕死の状態にあります。
このような末期的な状態の国を救うには如何にするべきかを考えなければなりません。政治家が考えた
のは外国人労働者を増やす入管難民法改正等でありますが医師の立場から先ず考えるのは健康寿命の延
伸に他なりません。

昔から「上等の医者は国を治し、中等の医者は人を治し、
下等の医者は病気を治す」と言われますが言葉ではなんと
なく解るものの政治家でもない医者が如何にして国を治す
かといわれると今一つピンとこないものが有ると思います。

2000年以上前の中国の書物に「聖人は未病を治す」と書いてあります。「未病」とは発病に至ら
ないものの軽い症状がある状態をいいます。例えば何ともないのに健診でコレステロールが異常と
言われたとかメタボに当てはまるって言われたといった状態です。つまりこのような全く自覚は無
いけれども確実にそのままでは健康な80歳を迎えられないような人の健康を護ってこそ聖人たる医
師の仲間入りが出来るのではないかと考えています。

健康寿命の延伸は通年の願いですが、今年特にチャレンジしたいことは患者さんの気持ちを憂鬱
にすることにより日常生活の質の低下を招く「痛み」に対して徹底的に取り組むことと「未病」の
人を救う策を全力で講じることであります。

要するに人生100年、定年80歳、楽しく旅行や趣味が出来る体力を残した余生を20年といったところ
が目標になるかと思います。そのために成すべきことを具体的に考えて前述の古語にあてはめるとする
と、例えば足腰が痛くて歩けない人に対し下等な医者として徹底的に寄り添い痛みをとるための万策を
講じて治療をする、痛みが無くなった人はやがて気持ちも朗らかになり仕事や趣味を始める、ここまで
くれば人を治すという中等の医者の仕事を果たしたことになってきますが同様に続けて何人も何人もこ
のような幸せな健康人を増やすことによりやがて地域やひいては国が活気づくと遂に上等な医者に辿り
着いたということかと思います。

但しどうしても治らない病気や後遺症の残る外傷があるのも厳然たる事実です。このような患者さん
に対してこそ、現代では医師だけでなく寄り添い支える優しい看護や代償機能を取り戻すリハビリテー
ション他、様々な専門職種によるチーム医療が形成されています。病気や外傷は完治しなくても一番大
事な患者さんの「心」が健康を取り戻し地域社会に溶け込んでいただければ上等なチーム医療といえる
のです。上等な医者になるのは難しいと思われますが其々の専門性を持ったスタッフが一人の患者さん
の為に全力を尽くすことにより上等な医療チームになることは十分可能です。とはいえ健康寿命の延伸
の為には更に非常に大事なことがあります。そのためには上等な医者を超えて「聖人」に成らなければ
なりません。

今年も全力で地域医療に取り組んで
まいりますので
よろしくお願い申し上げます。

新年あけましておめでとうございます



謹んで新春のお慶びを申し上げます。輝かしい
新年を迎え、私たち医事課職員は、病院に来院
された方々に笑顔と安心を提供し、地域医療機
関、介護福祉施設との連携に尽くしてまいりた
いと思います。 平成３１年 元旦

医局

噛めるお口を目指す！

歯科治療・予防の
サポート

イヤがらないで！！
厳しい目で
厳しいチェック！
笑顔で対応努めます

地域の皆様の期待に応え、活き活きと
した在宅生活を支えられるように、全て
のスタッフが信頼と責任を自覚し、目配
りと気配りが利いたリハビリサービスを
目指します。また、ＩＳＯを活用し継続的
な改善を行うことで、質の高いサービス
の提供を実現し、利用される皆様の満
足度が更に向上するように努力します。

訪問看護では住み慣れた地域、家庭で、自分
らしさを大切に暮らしていただけるよう

柿添病院附属中野診療所 訪問看護

病院との密な連携
で、安心、安全、快
適に過ごせるよう個
人個人に合った質
の高い在宅訪問看
護を提供致します。

2019年 医理会
新年の抱負

働きやすい職場づくりと採用活動ま
でスタッフに寄り添う人事課でありた
いと思います。

人
事
課

各部署の今年の抱負です。

職員一同、本年も地域社会に貢献
できるよう頑張ります。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

多様化している昨今の医療で患者さんお
よび家族の方々にどのような治療法、ある
いは対応が必要かを考え患者さんファース
トの精神で今年も頑張りたく思います。また
地域の医療を担う病院として、平戸市およ
び周辺の先生方あるいは施設の方々とも密
に連携を取り職責を果たしたく思っています。
今年もよろしくお願いいたします。



放射線室

いつも笑顔で

事業所内保育施設 イエローハウス
今年の目標

こどもと共に心身の健康第一に
明るく楽しい場所を作る！

今年の目標は
看護部の理念にもあるように、
「信頼される看護」を目指します。

昨年９月にＭＳＷ﨑村が育休より復帰いたし
ました！

本年はより一層相談業務、連携業務に力を入
れてまいります。今年も宜しくお願い致しま
す。

あたたかい声かけ

2病棟看護課

やさしく
ていねいなケア

病院設備の事、
駐車場の事なら正確な情報把握をおこない即対応
致します。いつでも私たちにお声かけください！

情報管理課

医療情報機器の管理
をしっかりと行い、診療
に支障が出ないようサ
ポートしていきます。

医理会



思いやりがある
温かみに満ちた
心に響く美味し
い食事の提供に
栄養課一同

“一食入魂”

利用者の幸せを
願って猪突猛進！

◆◇ かきぞえ居宅介護支援事業所 ◇◆

新年 明けましておめでとうございます。
かきぞえ居宅介護支援事業所は介護保険の施行と共
に歩んで、今年で19年目となります。地域の皆様に

支えられ、これからも「医療」と「介護」の橋

渡しを「丁寧」におこなってい
きたいと思います。

目標:整理整頓、転倒ゼロ
抱負: 笑顔・体力2割増し

「心も体も健康な
リハビリテーションスタッフ」

リハビリテーション課

臨床検査室

安全・安心の
できる質の高
い薬物療法を
提供できるよう
に心掛けます。

チーム医療の一員として医師・看護師・その他ス
タッフと連携をとり患者様に満足していただけるよう
に努力します。

薬剤課

～健康はまず食事から～

栄養課

患者様を元気
にするために
も、まず自分
達から健康で
若々しい体作
りを目指しま
す！！

年間テーマ



２日目、早朝からガイドさんに世界遺産であるアンコールワットに
案内してもらい朝陽を見に行きました。アンコールワットに渡る橋が
ウォーターベットの上を歩いている様にふわふわしており、走ったり
飛び跳ねたりして楽しみました。朝陽が出る頃には薄ピンクの空が広
がり、湖面にアンコールワットが反射してとてもきれいで感動しまし
た。昼間はアンコールトムとアンコールワットの遺跡をガイドさんに
説明して頂きながら歩きました。この日は風もなく太陽が照る中、汗
だくになりながら１８㎞も歩きました。普段こんなに歩くことはない
のでビックリしました。

12月８～11日の2泊4日でカンボジアに
研修旅行に行ってきました。

初めての海外旅行で不安と期待でいっぱい
でした。カンボジアは乾季と聞いていました
が、日本の夏の様に蒸し暑く感じました。１
日目はベトナムのハノイ経由で空路、カンボ
ジアのシェムリアップ空港に移動しました。
到着したときにはすっかり暗くなっており一
緒に行ったメンバーと食事を楽しみました。 カンボジアシェムリアップ空港

３日目は、トンレサップ湖の水上生活の様子を船に
乗って見学しました。学校やお寺、商店だけでなくお
墓までもが水上にあって驚きました。その後はオール
ドマーケットというバザーで買い物を楽しみました。
交渉して買い物するのはとても楽しかったです。

夕方、日本への帰路に就いたのですが夜間の飛行機
は初めてで、機内食が出たのは驚きました。

今回の研修旅行で日本では感じる事の出来ない体験
をし、言葉の違いや文化の違いなど多くの事を学ぶこ
とが出来ました。そして、世界共通語の英語を少し勉
強しようかな・・・と思いました。

（2病棟看護補助 松山絵美）

朝陽の射したアンコールワット遺
跡（左上）と昼間のアンコールワッ
ト遺跡（左下）
パブストリート（上）

アンコールワットへの橋

研修旅行第1班（12月5～8日）トンレサップ湖にて

研修旅行第2班（12月8～11日）アンコールトムにて

トンレサップ湖
の水上生活の
様子（右）



当院では一緒に働く方を募集しています。
急性期医療や地域医療に興味ある方は是非ご連絡
ください。詳細は下記まで。
柿添病院
人事課 柿添るみ（代）0950-23-2151

頭の中で素早く
計算できます

か？

①34②33③38④27⑤37⑥24⑦33⑧35⑨34⑩32

答え

９：５０お集まり 牛乳・ミルクの時間 読み聞かせの時間

室内遊びや散歩のようす

お昼寝の時間zzz

そして１５：００ おやつ です。終わったら好きな遊びを
自由に楽しみながら、お迎えを待ちます。
仕事で疲れても、子ども達の笑顔を見たりおしゃべりしたり・・・
親御さんも私たちも癒されています(#^^#)
今年も、楽しく仲良く元気いっぱいなイエローハウスにしたいと思います。

イエローハウス・スタッフ一同

１１：３０お昼ご飯

ママの手作り
弁当です💕

こんにちは！イエローハウスです。今回は子ども達の一日
の様子をご紹介したいと思います。



医療法人医理会 柿添病院
〒859-5152
長崎県平戸市鏡川町278番地
TEL 0950-23-2151
FAX 0950-22-5131
http://www.kakizoehospital.or.jp/
【面会時間】 平日・土曜日：13:00～20:00

日曜・祝祭日：10:00～20:00
医理会ホール 通所リハビリテーション『毎快』
〒859-5112 長崎県平戸市宮の町596番地1
TEL 0950-23-2151
FAX 0950-22-5131

医療法人医理会 柿添病院附属中野診療所
かきぞえ通所リハビリテーションセンター

〒859-5141 長崎県平戸市山中町696番地3
TEL 0950-20-4100
FAX 0950-20-4101
[診療時間】 平日 9:00～12:00

14:00～17:00
※午後の診療は事前にお問い合わせ確認を

お願い致します。

病院までのアクセス

月 火 水 木 金 土

外
来

外科・内科
柿添圭嗣（ 木 病棟回診）
柿添博史（ 水・金 内視鏡）
柿添三郎（ 月・木 内視鏡）

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療は行っておりません
※柿添三郎 水曜 午前 肝臓外来

外科
九州大学病院 第二外科

○ ○ ○ ○ ○ ○

整形外科
町田宏

休 ○ ○ ○ ○ 休

小児科
柿添由美子

○ ○ ○ ○ ○ ○

午後の診療についてはご連絡ください

歯科
柿添澄子

○ ○ ○ ○ ○ 不定休

専
門
外
来

皮膚科 丸田眞澄

9:30～12:00 14:00～15:00
休 ○ ○ ○ 休 休

耳鼻咽喉科 九大耳鼻咽喉科

10:30～12:00 14:00～16:00
○ 休 休 休 休 休

泌尿器科
佐世保共済病院 山田潤

休 休 休 休 ○
※午前のみ

休

循環器内科
福岡大学筑紫病院 清水さや華

毎月 第３ 土曜日 ※午前のみ 午後予約のみ

脳神経外科
長崎労災病院 北川 直毅 毎月 第３ 金曜日 ※午前のみ

診療日のご案内 ※医師予定については変更等がございますので、
来院される前にご確認願います

【診療時間】 平日：9:00～12:00 14:00～17:00 土曜：9:00～12:00

au

※月曜日が祝祭日の場合その週はお休みになります

http://www.kakizoehospital.or.jp/

