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あけましておめでとうございます。

今年も職員一同地域医療に最善の努力をしてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

この二年間というもの世界中の人々がそれまで当たり前と思っていた生活のリズムやパターンを

奪われ、いつ終わるとも知れないコロナ禍の中でもがいています。

日々のニュースで世界や国内の感染者数を見ては一喜一憂し、今度こそは何とか治まってくれ

るのでは、と淡い期待を抱くと新たな変異株が現れて来たりして心が折れるような日々が続いて

います。 そのような中で海外では少し感染が収まってきたと思ったらマスクもつけずに大騒ぎし

て以前にも増しての大流行を招いたとの映像が放送され唖然とさせられます。

子供のころに親と行った映画館で「負ケラレマセン勝ツマデハ」という映画を見た記憶がありま

す。内容は全く覚えていないのですが、とにかく同じ曲名の挿入歌が子供心に響いて「負けられ

ません勝つまでは！」と勝負所では口ずさんだものです。

コロナ禍の今こそまさに日本国民は諸外国と一線を画して、新型コロナが絶滅するまではどん

なに感染者が減ってきても油断することなくマスク着用怠りなく三密回避で耐え抜こう、というテー

マ曲にピッタリではないかと思います。 この映画は後に調べてみたら坂口安吾原作で豊田四郎

監督、森繁久彌が主演しその当時の錚々たる俳優が共演した長編劇映画でした。 音楽担当は

芥川也寸志であり、さすが子供にもインパクトのある曲だったといまさらながらに感動しました。

子供の頃、父が軍医として出征し、終戦で捕虜となり長いシベリヤ抑留の後、昭和24年12月に

舞鶴港に帰って来るまでの話を時々聞かせてくれました。

生きて帰られるか分からないまま何度も年を越し復員船にやっと乗れた時も出港後も後ろから

沈められるかもしれない状況で、油断しなかったことや祖国に帰ってからの入局先、研究したい

事を考えていたといったことでした。 捕虜収容所生活で正月には恩赦で帰られる。とか期待し

て結局毎年何事も起こらず気落ちして弱っていった仲間の話も聞きました。

当時この話を聞いているときには思いもよらなかったことですが、コロナ禍で改めてその内容が

注目されている「夜と霧」という書籍の内容にハッとさせられました。アウシュビッツ収容所から生

還した精神科医で心理学者として有名なヴィクトール・E・フランクルの著書ですが、収容所の中

でクリスマスには解放されることを楽しみにしていたユダヤ人が解放されないと知って心身ともに

衰弱していったことを記しています。そのような過酷な状況下で彼は、解放される事そのものを楽

しみにするのではなく、いつか解放されたら論文を書こうと計画していたので生きながらえたと

いった内容ですが、だからといって現状、将来を楽観しすぎるのは危ういと説いています。

極めて優秀な著者による非常に高度で難しい思考ではありますが、この先どこまで新型コロナ

ウイルスに翻弄されるのか予測もつかず、コロナ前と全く同じ生活が戻ってくる保証もない状況に

おいて凡人の私なりにコロナ禍の生き方として解釈すると「どんなに感染者や重症者数が減って

も絶対油断せず安易に気を緩めないこと。希望や目標をコロナ終結の日に設定せずにいつかそ

の日が来たらそのあと何をするかを考えて計画すること」ではないかと思っています。

年頭所感
柿添病院 院長 柿添圭嗣



2022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

副院長兼診療部長 柿添三郎

令和３年は、COVID-19との戦いに明け暮れる年でしたが、未だに油断できない状況で

す。この原稿を書いている現在、我が国では感染者も減少し、少し安心できる状況ですが、

諸外国の状況は厳しい状態で、令和４年の正月にどのような状況にあるか読めないところ

がこの感染症の厳しいところと感じます。それでも振り返ると、開催に関して賛否両論があ

りましたが東京オリンピックおよびパラリンピックでは多くの感動があり、米国での大谷将

平選手の活躍は我々に勇気を与えるものでした。 当院では、コロナワクチン接種の推進

と効率化を図りながら、ご家族の方などには大変ご不自由を感じさせていると思いますが、

病棟直接面会を中止し、リモート面会を行い、積極的なコロナ対策がとれるようになってき

ています。

一方で、認知症患者さんが増えている現在、認知症の患者さんがより良い人生を送れ

るようなユマニチュードの手法を取り組む試みも行っています。 また、SDGｓの取り組み

の一つとして手術室からのプラスチック廃棄物を問題視した論文も発表しました。

アフターコロナの新時代の幕開けになるであろう令和４年に向けて、平戸地区の医療を

リードする当院の立ち位置を理解しながら、急性期と慢性期療養の２刀流でとどまらず多

方面での医療サービスの改革を図りたいと思っています。

令和４年 年頭に初春のお喜びを申し上げます。



が健康保険証として利用できます

● 顔認証で受付が出来るので難しい操作は不要です

〇 限度額適用認定証がなくても限度額以上の医療費の
一時支払いは不要です

●「マイナポータル」というスマホアプリを使えば、
おくすり手帳がなくても過去の診療、薬の情報が確認できます

ぜひ、お持ちの方は一度ご利用されてみませんか♪

〇 転職、結婚、引っ越ししても保険証の発行を待たずに
手続きが完了次第利用できます

顔認証ｏｒ暗証番号入力

受付側で情報を取り込む

完了

マイナンバーカードを
窓口に設置された
カードリーダーに置く

受付方法



診察においての注意点

来院されたら受付簿に氏名を記入。

※希望の医師がいましたら
医師の名前も記入してください。

診察券をお持ちの方は提出してください。
※月の初めには必ず保険証を忘れずにお願いします。

一旦、外出する際は必ずその旨を記入するか
受付の職員にお伝えください。

難病、肝炎ウイルス等の管理表、他院からの紹介状を
お持ちの場合は受付で提出してください。

自分自身の為にも、
他の患者さんの為にもマスク着用
を忘れないでくださいね★



今回は自宅でできる簡単な有酸素運動です。
外を歩きたくない、長距離が苦手などと思われている方でも
自宅の中で簡単にできるものをご紹介します。

踏み台昇降運動

その場で足ふみ運動

踏み台、階段など段差1段あれば簡単にできます！
腰・膝・足首が痛い場合は無理をしないようにしましょう！

道具いらず！手軽に楽しく始めましょう！

木引田町にあります木引田健康クリニック内にどなたでも
ご利用可能な「疾病予防運動施設ミシックジム」がございます。
幅広い年齢層の方が、当施設を利用されています。

立って行うのが難しければ
座って行ってもOKです！！

何でもよいので音楽に合わせ
て行うと楽しくできます！

左右各10回ずつから
始め50回を目標にしましょう

20回を1セットに最大
5セットを目標にしましょう



今年もよろしくお願い致します

イエローだより

12月は、クリスマス会＆ミニお遊戯会を保護者の方々と一緒に行いま
した。サンタさん登場や保護者、保育者、子ども達のそれぞれ出し物を
披露するなど、楽しい時間を過ごすことができました。

事業所内保育所イエローハウスです。
現在、０歳児１名、１歳児３名、２歳児２名、計６名の
子ども達をお預かりしています。ここ１、２年はコロ
ナの影響で中止や延期になった行事があり、
少々寂しいような…。
そこで今回は、子ども達が少しでも楽しめるよう
にと、室内で行ったハロウィンの様子を紹介したい
と思います

11月12月

・InBodyに乗ること自分の筋肉量や体脂肪量を
測定することができます。
・会員の方は月1回無料・一般の方は１回500円で
測定できます。

体組成分分析器



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）
柿添圭成（ 毎週 水曜日）

○ ○ ○ ○ ○
○

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・小児外科
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 木曜日 ※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/

