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院長 柿添 圭嗣

新年あけましておめでとうございます。

昨年は年頭から世界中の誰もが予想だにしなかった新型コロナウイルスの脅威にさらされるままに過ぎてい
きました。 正に見えない敵との戦いがいつ終わるともなく続いているわけですが一般的な概念における戦争
と違い 国土、国境、人種、宗教やイデオロギー等に関係なくあたかも少年時代に読んだSF小説における宇
宙人の襲来のごとく全世界を翻弄しています。先進国、開発途上国などの別なく世界の国々は夫々の形で懸
命に対処しているようですがニュースやネットで見る限り一部の国を除き大多数の国々は狼狽しているように
見えてなりません。 又、運の悪いことにこの歴史的保健衛生の恐慌に対しWHOを中心に世界が一丸となる
べき時代に居合わせた世界のリーダーたる国の指導者がWHOを巻き込んで責任の擦り合いをするさまは政
治家というより人間としての程度の低さにあきれるばかりです。 選挙に負けても退任したがらなかったりワク
チンが出来そうになると自分の功績であると言い張ったり今まで我々が描いていた大統領＝偉人のイメージ
はかけらもなく侍の正反対に位置する見下げ果てた存在に思えます。この愚人に比べると我が国の政治家は
少なくとも選挙の結果という軍配にたてつくことなく負けを認める侍として妙に見直してしまいます。

自分の国を一番と言ってはいますが結局は自分が一番であり国民の深層にある敵対心や差別心をあおっ
て分断している様を見るにつけリンカーン大統領や歴史上の大統領まで本当に尊敬すべき人格であったのか
疑念を持ってしまいます。それはこの愚かな大統領がある意味一部のアメリカ人の本音を子供じみて吐露し
たことにより長崎人としては戦争終結の大義名分で飾られてもゲルマン民族には使わないものを黄色人種に
使ってしかも最初はUを使って降参を表明する間も与えず続けてPuを使ってみたトルーマンさんはどの程度
の人格であったか考えたくないことを考えてしまいます。
我が国の閣僚で一般的にはあまり受けが良くないようですが世界各国に比して新型コロナが爆発的に広が
らないのは民度の違いといった政治家がいます。この発言は国内で評判悪くむしろ海外の批評家からは自国
の国民の民度を自慢するのは当たり前との評価が多かったようです。私も自分の功績を自慢する大統領と清
潔習慣が身についている自国民を自慢する元総理では雲泥の違いがあると思います。昔ホークスの王監督
が『試合に負けたら自分のせい勝ったら選手のおかげ』と言われていますがまさに侍だと思います。

今年こそは安全な新型コロナワクチンや特効薬が出来て世界中の人々に平穏で幸せな楽しい暮らしが訪れ
ることを願ってやみません。
今まで誰もが当たり前と考えていた国内や海外旅行、会食や宴会、バーベキュー、学会、研修会、コンサート、
観劇、数え上げたらきりがないほどの事柄が影響を受けています。私の周りでも義母や叔母の米寿祝い恩師
の白寿祝い、知人の結婚式が延期になって今年を迎えており皆様の中にも同様な方々が大勢おられると思い
ます。又、4年に一度開催されるのが当たり前と思われていたオリンピックも今年に延期になっています。

我々は医療従事者として微力ではありますが地域レベルで皆様の安心で楽しい暮らしが回復するよう全力
を尽くして参りますので今年もよろしくお願い申し上げます。
世界規模、全国規模、そして県内における新型コロナの動向を意識し地域の保健衛生に役立て貢献します。

Think Globally Act Locally

年頭所感



柿添病院付属中野診療所 所長 木寺一希

木引田健康クリニック 院長 鳥谷和洋

令和三年辛丑（かのとうし）です。
辛丑は「相生」の関係にあり、相手の力を生かし強め合う関係をいい、緩やかな
衰退、痛みを伴う幕引きと、新たな命の息吹が互いを生かし合い、強め合うこと
を意味するのだそうです。『衰退や痛みが大きければ命の初動が大きくなり、芽
吹きが大きければその分、激烈に枯れる。辛いことが多いだけ、大きな希望が芽
生える年になる』とされているようですが、昨年はウイルス感染症はもとより台風
などの風水害など辛いことが多かっただけに新たな芽に期待したいところです。
個人的には、前回の丑の年に前任地を離れ平戸に来ておりまして、その前の丑
の年には医師国家試験に合格した年でもありました。丑年は何かと個人的に変
化のある年のようで、今年また何か大きな変化が訪れるのか気になるところです。
変わるところ、変えるべきところをしっかりと見定めながら、未来に向かう新たな
芽を吹かせることができればと考えています。
全く新しいことにチャレンジするのに適した年とも言えるようですので、何か新
しい趣味でも探してみようかと思います。
皆さんはいかがでしょうか。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
昨年はいかに感染症が怖いものか我々医療従事者もあらためて感じさ
せられる年でした。世界中で既存の生活様式に変更をきたす必要性が訴
えられ多くの努力がなされています。COVID-19に対するワクチンの開発
や治療法の開発などが徐々に進み2021年には少しは良い兆しがみられ
ることを期待しています。
2020年にはほとんどの医学系学会がWebでの参加と発表になり、私も
病院にいながらにしてリモートで発表するばかりでした。ある意味では出
張することなく学会に参加できて便利にはなりましたが、現在各病院がど
のように疾患に取り組み、いかに治療しているのか、その潮流を感じ取る
ことはWebではいささか困難なこともありました。今後そのようなWebで
の欠点が払拭されより良い医学の発展がみられるようになると思います。
我々も地域の医療を担う病院として、様々なネットワークを利用しながら
地域完結型の新しい医療の必要性を感じ、平戸市および周辺の先生方あ
るいは施設の方々とも密（最近使いにくくなった漢字ですが）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。

謹んで新年のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り厚くお
礼申し上げます。2019年10月1日 内科リハビリテーション科診療所木引田
健康クリニックを開所致しました。 又、2020年6月1日には併設の疾病予
防運動施設ミシックジムを開設いたしました。
爾来、大過なく診療営業を続けさせていただいております。
これもひとえに地域の皆様、関係各位のご支援、ご愛顧の賜物と感謝してお
ります。
来年も、職員一同地域の皆様が住み慣れたふるさとで自分らしく生活がで
きますよう、微力ながら努めている所存でございます。
皆様の倍旧のご支援、ご愛顧をよろしくお願いいたします。
皆様のご多幸とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

柿添病院 副院長 柿添 三郎



医局 検査課 放射線室検査課 臨床検査室

薬剤課

外来看護課

リハビリテーション課

透析課

栄養課

1病棟看護課

新年に入り、各部署の抱負・目標をあげていただきました。

今年の医理会テーマ『 泰然進化 』に加え、各部署があげた抱負・目標を念頭に

患者様により良い医療、サービスが提供できるよう日々精進してまいります。



情報管理課 庶務課

経理課

保育所

通所リハ 毎快

居宅介護支援事業所

木引田健康クリニック

歯科

中野診療所

2病棟看護課 地域連携室

医事課

2021年も、より一層のご支援、お引立てを賜りま
すようお願い申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

柿添病院 職員一同



院内報告

専門分野：消化器外科・消化器病・肝臓病

経歴：九州大学医学部
東京慈恵医科大学消化器外科
国際医療福祉大学大学院名誉教授
東京慈恵医科大学名誉教授

資格・所属学会等：
日本外科学会認定指導医・外科専門医
日本消化器外科学会認定指導医・消化器外科専門医
日本肝胆膵外科学会認定高度技能指導医
日本外科系連合学会理事長 他

専門分野：循環器科（心臓血管）専門・高血圧専門・総合内科外来

経歴：2001年福岡大学医学部医学科 卒

福岡大学客員准教授
資格・所属学会等：

医学博士
日本内科学会認定医・総合内科専門医・指導医
日本循環器学会認定専門医
日本高血圧学会認定専門医・指導医・評議員
日本心血管インターベンション治療学会認定医・専門医
日本旅行医学会認定医
日本動脈硬化学会会員
日本禁煙学会会員
日本心臓リハビリテーション学会会員
臨床研修指導医

やなが かつひこ

矢永 勝彦 医師

おかむら けいすけ

岡村 圭祐 医師

専門分野：消化器外科

経歴：
九州大学大学院消化器・総合外科

資格・所属学会等：
日本外科学会専門医

やの ひろこ

矢野 博子 医師

診察日 第1、第３土曜日
※午前のみ、午後予約のみ

第１週担当医 岡村 圭祐 医師

第３週担当医 清水 さや華 医師

診察日

矢永 勝彦 医師 毎月第４土曜日午前中

矢野 博子 医師 月～土（木曜日は内視鏡）

※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。



２０２０．１２．１０柿添病院と医理会ホールで防火訓練をおこないました。当法人
では年２回消防署立ち合いの元、防火訓練をおこなっています。
今回は昼間想定でおこないました。

病院前、医理会ホールでの防火訓練の様子

病院での防火訓練の様子 消防署からの総評

当院では感染対策として玄関に体温モニターの設置をしております。
当院に入る際は必ず玄関口モニターで体温を確認して入室お願いいたします。

万が一熱がある場合は

アラームが鳴りますので

そのまま玄関でお待ちください。

当院職員が対応いたします。



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/
【面会について】 現在、感染予防の為、面会制限を行っております。

詳しくはお問い合わせください。

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）
岩井 輝臣（火・水・金 内視鏡）

○ ○ ○ ○ ○
○
岩井
（休）

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 14:00～14:30
休 〇 〇 〇 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
第1土曜 岡村圭祐 第3土曜 福岡大学筑紫病院 清水さや華
毎月第1 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

疾病予防運動施設 ミシックジム
TEL 0950-22-7700 FAX 0950-22-7701
【営 業 日】 月～金 ［営業時間］ 9:00～20:00

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

