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特集：外科 救急
～当院でできる事とできない事～
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私は、患者さんの疾病ばかりか、性格、職業など地域に根差した病院の外科医として手術を勧め
ます。外科指導医2名、九州大学からの外科医1名と麻酔専門医そして研修医とすぐれた当院の看
護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、それに加えて手術費用などの相談に乗るMSW, 事務職
員と最高のチームで手術を行う予定にしているのできっと当院で手術をした方が、この患者さんに
とっては最善のことと思われるときに手術を勧めます。そして手術後を今後診る場合、癌の状態、
遺残の可能性など細やかな点など知って診させてもらうのが印象に強いことは事実です。

柿添病院にできること
できないこと

【所属学会】
日本外科学会指導医 日本内視鏡外科学会評議員

日本消化器病学会専門医 日本肝臓外科学会専門医
日本がん治療認定医機構認定医 日本臨床外科学会

日本消化器外科学会 日本ヘルニア学会 米国肝臓学会
日本プライマリケア学会指導医 日本救急医療学会 診療部長 柿添三郎

グラフ①柿添病院手術件数推移

グラフ①は柿添病院で行われている手術件数
の過去3年間の推移です。
年間約260～300件の手術を行っています。
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今回は日頃感じていることを歯に衣を着せずに
話したいと思います。

当院では、胃、大腸、肝臓、胆嚢、膵臓、鼠径ヘルニア、肛門疾患、
一部の乳がんそして整形疾患などは専門的に手術および術前術後の抗
がん剤治療など行っています。脳外科疾患、心臓・血管疾患、肺癌、
食道がん、甲状腺がん、泌尿器疾患などは専門外来で見ていただき他
病院を紹介しています。もし手術を受けなければいけない病気を宣告
された場合、遠慮なく当院外科医師にご相談ください。

日頃、患者さんを診させていただき、不幸にして
手術をしなければならない病気が見つかった際、
私は外科医として患者さんに手術を説明します。
そして手術の予定など立てると、数日後に家族の
方から『都会の病院を紹介してください』などと
いう連絡が来ることがあります
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柿添病院 平戸市内他院 佐世保への搬送 Drヘリ

表①は平成30年3月から平成31年2月までの1年間の平戸市救急件数の合計と月別のグラフで
す。1年間で1585件の救急搬送件数のうち平戸市内への搬送が約8割を占めており比較的高い割
合で地域完結型の医療が行えています。その中でも柿添病院への搬送は年間通して約3割程度が搬
送されております。

搬送件数 割合

平戸市内他院への搬送 846 53.4％

佐世保市への搬送 272 17.2％

ドクターヘリでの搬送 37 2.3％

柿添病院への搬送 430 27.1％

合計 1585 100％

表① 平戸市救急搬送数
（H30.3月～H31.2月）

グラフ④は柿添病院へ平成30年3月から
平成31年2月までの救急車搬送の総件数
です。年間で454件の救急車が来ていま
す。
その内、9割以上の430件が平戸市内か
らの救急搬送です。24件は平戸市外の松
浦市や江迎町、鹿町町などの佐世保市か
らの搬送です。
これらの平戸市外からの救急搬送は緊急
性が非常に高いものが多く手術になるこ
とも少なくありません。

24

430

平戸市外からの搬送 平戸市内からの搬送

総件数：
454件

グラフ④柿添病院年間救急搬送数
（H30.3～H31.2）

右のグラフ③は平成28年から平成
30年にかけての柿添病院の救急件
数と疾患の内訳です。
平均して年間約460件の救急件数
があります。疾患別にみると内科疾
患が多く全体の約6割を占めていま
すが外科、整形疾患も4割程度みら
れます。
これらの中には手術が必要なものも
含まれています。

グラフ③柿添病院救急件数

グラフ②平戸市救急搬送数
（H30.3月～H31.2月）



この度、厚生労働大臣表彰の栄養指導業務功労者
として受賞させて頂きました。

今回の受賞は思いがけないまさかの出来事で大変
光栄に思います。と共にこの上なく恐縮に思ってい
る次第です。これからも入院されている患者様に心
から美味しいと言って喜んで頂ける食事作りと、治
療食としての心配りされた食事を提供していきたい
と考えています。

改めて医療現場の中で食に関わる管理栄養士とい
う仕事に携われた事を誇りに思いこの感謝の気持ち
を大切にしながら日々精進していきたいと思いま
す。今後とも宜しくお願い致します。

院内報告

（地域医療連携室：MSW 﨑村千尋）

（看護部紹介：看護部各課長主任の紹介）（柿添三郎診療部長による柿添病院温故知新）

（柿添圭嗣院長による開会の挨拶と沿革説明）

平成31年3月22日（金）医理会ホールにて、平戸
市内の医療機関、地域包括支援センター、居宅介護
支援事業所、介護保険サービス事業所等の職員の方
をお招きし、第1回医理会医療介護連携の会～
ILIKAI Care Cure Circle～を開催いたしました。

第一部は当院の紹介、第二部は懇談会を行いました。初めての取り組みではありましたが、総勢
19施設33名の方にご参加いただき、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。今後もこ
の会を継続し、平戸市の医療と介護の連携強化の一助となればと考えております。

（診療部栄養課：管理栄養士 後藤洋子）



３日目は、なんばグランド花月で本場の
「お笑い」を堪能しました。

京都・大阪は外国人観光客も大勢きてお
り、あちらこちらで見かけたことが、印
象的でした。

３日間通して長崎とは違う食文化に触れ
ることができたことも良い経験でした。

２泊３日の行程は、とても貴重な体験が
出来たと思います。

院内研修旅行に行ってきました。

映画村は時代劇や映画などで
目にしたことのある街並みや
風景に感動しました。
座禅体験は、静寂の中、自分
と向き合う貴重な体験ができ
ました。

２日目のコースは、二条城～
京都御所、東寺へ行き、宇治
で昼食。平等院鳳凰堂見学
後、大阪へ移動しました。

二年坂・三年坂は清水寺ま
で続く参道の一部で、京都
らしい風情のある街並み
や、数多くの土産店などを
ゆっくり歩きながら散策し
ました。将軍塚青龍殿は京
都を一望できる大舞台が有
名で、その広い舞台から眺
める京都の景色は一見の価
値があります。

２班に分かれて、京都・大阪旅行に２泊３日の研修旅行に
いってきました。
第１班は、京都へ移動ののち、東映太秦映画村を見学後、
退蔵院での座禅体験。
第２班は、二年坂・三年坂の散策後、将軍塚青龍殿を見学しました。

（看護補助：森田千鶴、瀧山加奈美）



新入職員紹介 (2018年７月～１２月）

毎日笑顔で元気に仕事をして
います。内視鏡検査室がより
よく行えるようにこれからも

頑張ります。

まだまだ分からないことも
たくさんありますが、精一杯頑
張っていきますのでよろしくお
願いします。

元エンジニアです。ハタバラ
でなくハタハラです。
よろしくお願いします。

これからもよろしくお願いしま
す。お世話になります。

何かとご迷惑をおかけすると思
いますが、温かいご指導のほど
よろしくお願い致します。

調理師の免許を取得できるよう
に頑張っていきたいと思います

患者様からの温かいご指導、共
に笑いも頂き楽しく仕事をさせ
て頂いてます。

子供達は孫のようで、毎日楽し
く過ごしています。

患者様が少しでも早く回復され
笑顔になれるよう食事提供に努
めて行きたいと思います。

明るく元気に頑張ります。
よろしくお願いします。

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

リハビリテーション課
理学療法士

外来看護課
看護補助

おがわ あきな
小川 亮奈

ふくの みらい

福野 未来

医事課
事務員

たけもと いずみ
竹元 泉

医事課
事務員

いそもと あずみ
磯本 あず実

庶務課
はたはら まさゆき

畑原 雅之

院内保育施設
保育助手

まつだ かずこ
松田 和子

栄養課
調理師

ふくだ りか
福田 利香 栄養課

調理員
みまた りんか

三股 凜香

ふるさと ふゆみ
古里 ふゆみ

栄養課
調理員

むらかみ きよみ
村上 清美

栄養課
調理員



随時、釣果情報を掲載していきます。
海の清掃活動も積極的に実施していきます！
病院ＨＰにも掲載予定です。

体の機能を保っていくには一定の運動が重要になってきます。
使わない筋肉はどんどん衰えていってしまいます。それを
予防するためには筋力トレーニングがおすすめです。
簡単な筋力トレーニングでも継続して行けば徐々に効果が
感じられます。
そこでおうちで出来る簡単な運動を４回に分けて紹介します。

＜正しい例＞ ＜悪い例＞

② もも上げ運動
＜方法＞
① 骨盤を起こして背筋を伸ばす
② 膝を胸に近づけるようにして動かす
③ 体が後ろに倒れないように維持する

＜正しい例＞ ＜悪い例＞

正しく膝伸ばしが行えていれば、膝の前側の筋肉を
使った感覚と膝裏が伸びた感覚があります。痛みの
ない範囲で膝伸ばし運動を実践してみましょう。

膝伸ばし運動と同じ「背筋を伸ばして骨盤を立て
ること」が重要です。 体が丸まっている姿勢で
もも上げ運動を実践しても、効果が半減してしま
します。

柿添病院には様々な同好会やクラブ活動があるのを
御存じですか？
誰も知らない柿添病院のクラブ活動をシリーズで紹
介していきます。
第１回目は出来たてほやほや釣り同好会「釣柿友会
（＝つりしようかの意味）」です。

リハビリテーション課 理学療法士 古川博斗

① 膝伸ばし運動
＜方法＞
① 背筋を伸ばす
② 骨盤を起こす
③ 膝を伸ばす（5秒そのまま）
④ 足首を自分の方に反る

どちらの運動も１０回、１日２～３セットを目標にしましょう



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/

