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特集：診療科目の紹介



特集

ご挨拶

当院は開院当初より地域でこそ外科の重要性があると考え、最
新の手術を当地に提供してまいりました。柿添圭嗣院長と柿添三
郎副院長はともに日本外科学会専門医・指導医であり、九州大
学消化器・総合外科からきている若手外科医師と共に胃癌、大
腸癌、肝臓がん、すい臓がん、胆道癌などの消化器癌、および胆
石症、虫垂炎、鼠径部ヘルニア、腹壁ヘルニア、消化管穿孔、肛
門疾患（痔）などの良性疾患の多くの手術を行っています。
患者さんに優しい内視鏡外科（小さな傷の手術）も1991年から
行なっています。現在では全身麻酔手術の80％近くが内視鏡外
科で行われています。

また、整形外科町田医師が手術を高齢者に多い大腿骨頸部骨折、事故による下腿、足 その他骨
折やばね指など行っています。
小児の鼠径ヘルニアなど子供の外科手術は小児外科柿添由美子医師が対応します。
いずれの手術でも手術をしただけでは片手落ちです。当院では、術前術後の栄養管理、リハビリ、
がんの場合は定期的抗がん剤による治療そして各種診断機器を用いた定期的な経過観察など、
患者さん自身の状態に合わせたテイラーメイドの治療を心がけています。
冒頭に述べましたようにわざわざ遠くまで行かなくても家族が見守ってくれる平戸で確実な手術を
受ける。それが手術年齢も高齢化している地域での患者さんの幸せと考え、先代の院長の開院当初
からの理念です。 それを踏まえて現在当院は地域の医療を支えようと心掛けている総合診療医の
専門医を目指す若い医師に「柿添病院長崎県平戸地域における外科系診療も加えた総合診療専攻
プログラム」を提案しています。

整形外科・リハビリテーション科

対象とする主な症状

担当医：町田 宏

大腿骨頸部骨折、事故による下腿、足
その他骨折やばね指など

毎週、火～金曜日9：00～12：00 14：00～17：00で整形外科
外来を行っています。
担当医の都合（外部施設への出張、手術）などで、この時間帯
内での診療が困難な場合もありますので、ご留意ください。ま
た、より高度な専門外来が必要な場合、患者さまが望まれる
場合には、適宜、佐世保地域の基幹病院にご紹介させていた
だいております。

担当医
副院長兼診療部長：柿添三郎

副院長就任のお知らせ
このたび、4月1日付けで柿添博史前副院長の後任として
柿添三郎が副院長に就任いたしました。
今後とも前任者同様格別のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。



外科・内科

小児科・小児外科・総合診療・健診

対象とする主な症状

対象とする主な症状

担当医：柿添由美子

小さなお子さんから、大人の方も見させていただいています。
どうぞお孫さんとご一緒にいらしてください。

小児疾患、小児外科疾患、発達障害（幼児～小児）
一般内科、トリガーポイント注射
健診、保健指導

担当医 院長：柿添圭嗣

副院長：柿添三郎

外科 ： 食道がん、胆石症、虫垂炎、すい臓がん、肝がん、鼠径ヘルニア、内痔核

内科 ： 風邪、扁桃腺炎、発熱、胸痛

今回のテーマは柿添病院の各科紹介となっていますので当院を
代表する外科と内科について記したいと思います。

写真は昭和２８年頃のものですが看板の右に外科と書いてあり
ます。背広に往診用の長靴を履いているのが初代院長で消化器
外科医でした。小生をだっこしているのが九州大学で細菌学を研
究していた内科医の母です。 この看板からも分かるように本院は
外科を主体として開業しています。従って開業当初より当時最先端
の閉鎖循環式吸入麻酔器による全身麻酔を導入し胃や腸切除、
重傷外傷の手術を行っていました。 悪性腫瘍の手術も多く時には
大学まで行けない方の為に教授を招いていましたので胃全摘後の
食道と空腸を一瞬にしてつなぐ器械吻合器も県北第一号で使用し
ています。 その後、鏡視下手術の時代になっていくわけですが本
院外科は日本最初の手術が平成２年に行われた翌年の平成３年
に腹腔鏡下胆嚢摘出術を行っています。消化器や外傷外科以外
では昭和５５年に地域唯一のマンモグラフイーを導入し乳がんの早
期発見、治療に取り組んでいます。

次に内科について記しますが当院において内科は診断に重きをお
いており昭和３８年遠隔操作透視台、昭和４０年にはファイバース
コープの先端にカメラが付いた本来の意味での胃カメラ等常に地域
第一号で導入しています。 これらは消化器外科手術にとって重要
な診断装置でしたが、他方脳卒中の診断を飛躍的に向上させる第
一世代の頭部ＣＴを昭和５６年地域に先駆けて導入し以後現在の６
代目へと受け継がれています。 内科治療については昭和４８年北
松地域で最初となる人工透析を開始し現在に至っています。残念な
がら地域に先駆けて開始した心臓カテーテルによる検査治療は専
門医の確保困難や諸事情により現在休止し県北地域の基幹病院に
お願いしていますが今後も常に地域の皆様の健康な生活を支える
ための新たな模索、努力をして参る所存です。



皮膚科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

毎週金曜日９：００～１２：００に佐世保共済病院の山田潤先
生が診療をおこなっております。
泌尿器とは腎臓、尿管、膀胱、尿道のことを言います。それ
らの病気を主に治療する診療科です。

必要に応じ佐世保共済病院に紹介するなど連携をとっており
ます。

毎週月曜日の１０：３０～１２：００、１４：００～１６：００診療をお
こなっております。（月曜日が祝日の場合はお休みです）
九州大学耳鼻咽喉科から毎週来て診療をしています。
耳、鼻、のどに関する病気の治療を行う診療科です。内耳の
異常で起こるめまい、耳鳴り、難聴などは耳鼻咽喉科の担当
です。

対象とする主な症状

対象とする主な症状

対象とする主な症状

難聴､中耳炎､耳の中の傷、喉の痛み､声が嗄れる･声を出
しづらい、（脳疾患後遺症などで）食物の飲下しがうまくい
かない など

尿路結石、前立腺疾患、尿路腫瘍、過活動膀胱 など

火～木曜日の９：００～１２：００、１４：００～１５：００で診療を
しております。湿疹、接触皮膚炎、蕁麻疹、アトピー性皮膚
炎など一般的な皮膚疾患を中心に診療します。

そのほか、皮膚に生じたトラブルであれば、ほくろ、ニキビ、
いぼ、水虫、かゆみ等の気になる皮膚症状、お気軽にご相
談下さい。

担当医：丸田 眞澄

担当医：山田 潤

・湿疹、虫さされ、じんましん、かぶれなどの皮膚炎
・アトピ―性皮膚炎、・にきび、 ・皮膚のかゆみ、かさかさ
・手足の異常（汗疱、帯状疱疹、やけど、たこ、ウオノメ、イボ ）
・真菌症（水虫、たむし） など

担当医：中川 尚志



循環器内科

脳神経外科

歯科

対象とする主な症状

対象とする主な症状

対象とする主な症状

毎月第３土曜日に診察を行っております（午後は要予約）。

福岡大学筑紫病院循環器内科より清水さや華先生に来院し
ていただき診療していただています。

循環器とは、体内を血液が巡る際に道筋とする、主に心臓と
血管の事を言います。内科の中でもこの循環器に関する病
気の治療を行う科が循環器科です。

第１、３金曜日午前に長崎労災病院、脳神経外科の北川直毅
先生に来院していただき診療をしていただいています。

診療対象患者の多くは脳血管障害（脳卒中）です。脳卒中に限らず、
頭部外傷、脳腫瘍、機能的疾患（三叉神経痛、顔面けい
れん）などを治療します。
長崎労災病院と密に連携をとることにより診察日以外でも２４時
間３６５日対応おこないます。

頭痛、頭部･顔面の打撲、めまい、ふるえ、顔面の痙攣、
歩行時のふらつき、手足の麻痺、痺れ、ろれつが回らない

動悸､不整脈､ 胸部痛､高血圧､ 顔や足のむくみ､息苦しい

担当医：柿添澄子

担当医：清水さや華

担当医：北川直毅

むし歯、歯周病、口腔粘膜疾患、歯牙欠損
口腔乾燥、口臭、顎関節症

平成2年5月より、本院5階歯科室において外来および入院
患者様に対してむし歯や歯周病の治療、義歯作製などの
一般歯科診療を行っております。
術前、術後および抗がん剤治療中の患者様に対しての
口腔ケア、口腔内トラブル等の対応しております。



疾病予防運動施設とは…
医療法42条に基づいて認可された、

医療法人が運営する運動療法施設

（メディカルフィットネス）です。

健康増進・疾病予防・疾病改善を目的として、医師の管理のもと、厚生労働

省認定の専門スタッフ（健康運動指導士等）が正しく安全な運動療法を提供し、

会員さまの健康増進に必要な知識・予防・自立性を支援していく施設です。

医療法人 医理会

疾病予防運動施設

Misick Gym
ミシック ジム

料金のご案内 ※会員の方は、ご利用回数制限なしとなっております ※各料金は税込み価格です。

当施設では様々な機械を設置しております。 ご不明な点はお気軽にご相談ください

種別 一般 メディカル 学生 非会員（１時間）

料金/月
(１人分)

５０００円 ４０００円 ２０００円 １０００円／回

対象者 ・１６歳以上
・半年に１回は当院にて
メディカルチェックが必要

（３０００円／回）

・医師より生活習慣病（糖尿病・
高血圧症・脂質異常症）などの
診断をされており、療養計画書
を提出された方。月1回クリニッ
クにて診察が必要。
・半年に１回は当院にて
メディカルチェックが必要

（３０００円／回）

・中学生・高校生
・半年に１回は当院にて
メディカルチェックが必要

（３０００円／回）
メディカルチェック
（身体機能評価

+
医師による問診）

・１６歳以上

特徴 医師による状態確認あり
メディカルチェック

（血液・尿検査、心電図）

医師による状態確認あり
メディカルチェック

（血液・尿検査、心電図）

学生証の提示と
保護者の同意が必要
メディカルチェック

１ヶ月４回まで

＊５回目からの
ご利用はできません



加齢による衰えのひとつで「口」に関連する機能が低下しつつある状態のことです。
この状態は嚥下障害（※1）や構音障害（※２）の手前の状況といわれています。

オーラルフレイルは適切な対処をすることで機能低下を予防できるといわれています。
オーラルフレイルを予防するにはお口の健康を守り栄養をしっかりと取ることが重要です。

今年度はお口の健康を保つ方法や体操・栄養・食事についてシリーズでお届けします。

「ぱ」5秒繰り返す 「た」5秒繰り返す 「か」5秒繰り返す 「ら」5秒繰り返す

唇をしっかり閉じる。 舌の先を歯の裏
につける。

舌の付け根を
意識する。

舌を丸める。

よだれが出る。
飲み物を吸えない。

食べ物がつぶせな
い。

うまく飲み込めな
い。

食べ物を丸められ
ない。

滑舌が悪くなった 食べるのに時間がかかる

ムセが増えた 硬いものを食べない

食事量が減った

※１ 嚥下障害とは「物を食べる」ことは、食べ物を「認識し」「口に入れ」「噛んで」「飲み込む」までの
一連の動作からなります。このうちの「飲み込む」という動作が「嚥下（えんげ）」にあたります。

※２ 口唇や舌などの運動障害によってしゃべりにくくなっている状態の事を言います。



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 リハビリテーション科
【院 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/

