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特集：木引田健康クリニック開設



開設にあたって

特
集

新診療所「木引田健康クリニック」並びに短時間通所リ

ハビリテーション、疾患別リハビリテーションの開設にあ

たりご挨拶申し上げます。

かねてより私は少子高齢化の先頭をきる当地において町

や地域を活性化していく為には先ず元気な中高年や青年層

の健康を護り支えていくことが不可欠であると考えていま

した。

平戸市は県下においても特定健診の受診率が非常に高く

高齢者の入所、通所施設も充実しています。しかしながら

健診でメタボリック症候群をはじめとする異常を指摘され

ても気楽に相談できる場や中高年で体力に不安を覚え始め

た時や若年者も含め怪我をして十分な回復が得られないよ

うな時に安心して気軽に通えるような軽症者の為の通所リ

ハビリテ―ションや疾患別リハビリテ―ション施設につい

ては決して充足しているとはいえませんでした。医療法人 医理会
理事長 柿添圭嗣

そこでせっかくの健診結果を少しでも多くの方々の健康に反映できるよう、そして気楽に通

える短時間リハビリで転倒防止や要介護防止につながる基礎体力を維持できるような施設を夢

見て木引田健康クリニックを開設した次第です。

院長には長崎リハビリテーション病院での経験豊富な鳥谷和洋先生をお迎えしております。

この自然豊かな平戸の地において老若男女を問わ

ず地域の皆様が心豊かで健やかな毎日を少しでも

長くおくられるよう気軽な健康相談、気楽に通え

るリハビリテーションなどでお役に立ちたいとス

タッフ一同希望とやる気に満ちておりますのでよ

ろしくお願い申し上げます。



開院のご挨拶

プロフィール

この度木引田健康クリニックが開設されることとなり、院長を

引き受ける事となりました。 鳥谷 和洋（とりや かずひろ）

と申します。皆さま方にご挨拶を申し上げます。

当院は、基本的には内科の外来診療を行うクリニックに通所リ

ハビリテーション（デイケア）を併設しております。 デイケア

施設としては、短時間リハ（1,2時間）を行うこととしております。

利用者としては、介護保険対象者では 要支援1,2 及び要介護

1の方々。医療保険では、手術後又は退院後の方々を想定しており

ます。

つまり、身の回りの事は自分でできるが、日常生活活動に不安

があるという方、地域の行事に参加したい、地域の活動に貢献し

たいがちょっと心配だという方を考えております。

クリニックのスタッフは、医師の私を含め、理学療法士（PT）

１名、作業療法士（OT）1名、介護助手1名、事務1名、看護師2

名の7名でスタートします。

利用者おひとり、おひとりのご要望に沿ったリハビリを行ってい

きたいと考えております。

どうぞよろしくお願い致します。
木引田健康クリニック

院長 鳥谷 和洋

●略歴
1980年3月 長﨑大学医学部医学科卒業
1980年6月 長﨑大学医学部

原研内科学（血液内科学研究分野） 所属
（長崎大学附属病院、日赤長崎原爆病院、
長崎市立市民病院、五島中央病院、
長崎市立病院成人病センター、
長崎労災病院勤務）

1999年12月～ 長崎北病院
2007年1月～ 長崎リハビリテーション病院
2017年7月～ 健友会 大浦診療所

医学博士
認定内科医
日本血液学会専門医
日本医師会認定産業医
介護支援専門員実務研修修了者
認知症に対するリハビリテーション終了
地域包括診察加算・地域包括診療科に

関するかかりつけ医研修会修了

とりや かずひろ

鳥谷 和洋院長



クリニック部分(２階)

外来
待合

受付

診察室

リハビリテーション室(１階)

通常の外来診療を
行っております。
何かお困りのことが
ございましたらいつ
でもご相談ください。

私達がお待ちしております

医療保険対象の外来リハビリテーションと
介護保険対象の短時間（１～２時間）通所リ
ハビリテーションを行います。病気やケガで
お悩みの方や日々の生活でご不安のある方な
ど一度ご相談下さい。また、随時、見学も受
け付けておりますのでご連絡ください。

日々の健康の為にぜひ、当施設をご活用ください！！

ここでお待ちして
おります！！



スタッフ紹介

木引田健康クリニック看護師
たにだ てるよ

氏名：谷田 輝代

余力と笑顔で毎日を
一生懸命頑張りますので
皆さんよろしくお願いし
ます。

木引田健康クリニック
リハビリテーション室 理学療法士

ふるかわ ひろと

氏名：古川 博斗

木引田健康クリニック事務

まつやま きよこ

氏名：松山 清子

木引田健康クリニック
リハビリテーション室 助手

なかむら いくお

氏名：中村 郁雄

木引田健康クリニック主任
リハビリテーション室 作業療法士

ながいし ひかる

氏名：永石 光

木引田健康クリニック看護師
おおたに ちはる

氏名：大谷 千春

スタッフの皆さんと協力
し合い笑顔を忘れずに頑
張りたいと思います。
よろしくお願いします。

何かお困りの事がありまし
たら「永石」にご相談くだ
さい。リハビリで地域の健
康に貢献したいと思います

地域の方々の健康と生活
を全力でサポートいたし
ます。よろしくお願いし
ます。

一生懸命頑張ります。

よろしくお願い致します。

最近、子供が生まれまし
た。
子供と一緒に私も木引田
健康クリニックも成長し
ます！！



院内報告
柿添病院ではキッザニアや学校の職場体験などたくさんの受け入れを
行っております。
この夏も小学生から高校生までたくさんの皆さんが来られました。

今年も行なわれたキッズジョブチャレンジ。
小学生4人が仕事を手伝ってくれました。 看護師さんによる手洗い指導と

血圧・脈拍測定の指導です

今日のお手伝いは
リハビリのお手伝いです。
理学療法士から仕事内容
の説明です。

説明が終わったら実際に
リハビリのお手伝い！

中学校職場体験

今年は平戸中学校、中野
中学校、度島中学校の職
場体験を受け入れました。

スマイルフォーボランティアとは平戸市社会福祉協議会が
行っている医療福祉保育系の職業体験です。
柿添病院では数年前からリハビリテーション専門職を志す高
校生の職業体験を受け入れています。
下記に参加された高校生の感想を抜粋し掲載しています。

医療系の仕事全部に共通することはやはり、患
者さんとのコミュニケーションを積極的に行う
ことが大切だと分かった（猶興館高校3年）

今日の職場体験で、普段体験できない事や
聞けないお話などが聞けてとても勉強にな
りました。（北松農業高校3年）

私は、この体験に昨年も参加させ
てもらって病院では前回よりさら
に詳しい内容のお話をたくさん聞
くことが出来ました。
（松浦高校3年）

見学にこられたみなさんたちが
立派な看護師・医療スタッフに
なって一緒に働いてくれること
を願います。



リハビリテーション課 理学療法士 古川博斗

部活動紹介

歩く動作で特に重要となる筋肉は、お尻の周りにある筋肉です。
この筋肉が弱くなると歩きづらくなったり、バランスがとりづらくなったりします。

今回の運動ではお尻の周りにある、中殿筋と大殿筋の筋力トレーニングをご紹介します。
また、これらの筋肉を鍛えることで歩きやすくなり、さらにヒップアップ効果も期待できます。

＜正しい脚開き運動の方法＞ ＜正しい後ろへの脚上げ運動の方法＞
①椅子を持ち背筋を伸ばす ①椅子を持ち背筋を伸ばす
②つま先を正面に向けながら足を外へ開きます。 ②膝を伸ばした状態で足を後方へ上げます。
※つま先が外を向かないよう注意しましょう。 ※上半身が前へ倒れないよう注意しましょう。

1 12 2

大殿筋中殿筋

モデル リハビリST松尾

柿添病院テニスクラブ

柿添病院のテニスクラブは柿添三郎診療部長を
中心に病院スタッフ等が参加し月一回のペース
で活動しています。
未経験者の方も経験者の方から指導してもらい
色々な人とペアを組んでダブルス中心に楽しく
ゲームを行っています。

テニスを楽しんだ後は
メンバーで食事会

診療部長の華麗な
フォーム！



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
【診療科目】 耳鼻咽喉科・内科
【所 長】 木寺 一希 日本耳鼻咽喉科学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 13:00～17:00
※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1・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

木引田健康
クリニック

医療法人医理会 木引田健康クリニック
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地
TEL 0950-22-7600 FAX 0950-22-7601
【診療科目】 内科
【所 長】 鳥谷 和洋 認定内科医 日本血液学会専門医
【診療時間】 月～金 9:00～12:00 14:00～17:00

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

