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『人情とDXの融合』

特集：
ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

とは・・・2、3
『人情とＤＸの融合』とは・・・4

DXとは「Digital Transformation」
の略語です。



DX（デジタルトランスフォーメーション）って何？

DXとは「Digital Transformation」の略語で、最新のITツールやデジタ

ル技術を活用して業務効率化や生産性向上を実現することです。身

近なDXの事例としてはアップル社（Apple）のiPhone、グーグル

（Google）の検索エンジンやアンドロイド（Android）などでしょうか。どれ

も我々の生活を便利で豊かなものにしている点が特長です。ちなみに

「DT」と略さない理由は、欧米では「Trans」を「X」と省略する習慣があ

るためです

皆さんはＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

という言葉を聞いたことがあるでしょうか？

どこかで見たことがあるでしょうか？実はこの広

報誌の表紙にある医理会の今年のテーマに『人

情とDXの融合』とあるのですがご存知でしたか？

はじめて見た方はＤＸって何？と思われる方が居

るかもしれません。今回はこのＤＸについて説明

したいと思います。

デジタル化との違いは？

デジタル化は、一言で表すと「アナログ

からデジタルへ置き換えること」です。

たとえば、パソコンやインターネットが登場

する以前、ビジネスにおける情報伝達手

段は電話やFAX、書類などが一般的でし

たが、現在ではメールやチャット、ビデオ

会議システムなどへ多様化しています。

これらはコミュニケーション手段のデジタ

ル化ともいえ、時間や場所にとらわれるこ

とのないコミュニケーションが可能になり

ました。 これらのツールを使って業務の

負担軽減や効率化を高めていき生産性を

アップさせることがDXになるのです。

ビデオテープ

ＤＶＤ化
メディアカード

クラウドや
スマホへ

ビデオショップで直接レンタル

ＤＶＤ化することで省スペースへ

クラウド化することでいつでもど
こでもレンタル可能

例）映画のレンタル

従業員の働き方
ショップの場所が変化

業務の効率化・生産性の向上

デジタル化・ＩＴ化 ＤＸ化



AmiVoice Ex7は音声入力システムです。誰でもすぐに使

用でき、手軽に、そして正確に入力できます。電子カルテ

の入力や診断書など作成の業務効率化に役立っています。

柿添病院が取り組んでいるDX

当院では2010年に県北地区では最初に電子カルテの

導入をおこないました。今年で12年目になります。

本院での電子カルテ化だけでなく法人関連診療所も

全て電子カルテ化しておりそれぞれの場所で同じ患者

様のカルテ情報が閲覧できるようになっています。また、

レントゲン（一般撮影、ＣＴ、ＭＲＩなど）の画像や検査

データなどもすべて電子カルテ上で確認する事が出来

ます。

全国的に高齢者が増え、働き盛りの人たちが減ってきています。

特に地方でその傾向が強くなっているのは皆さんご存知の通りだ

と思います。医療分野でも団塊の世代が75歳以上となる2025年。

医療や介護の需要が一段と高まり、看護師等の専門職のニーズ

がますますふえることが予測されています。これは「2025年問題」

と呼ばれ大きな社会的課題となっており、人口減少にともない医

療従事者の減少は避けられません。将来を見越した人手不足を

補う仕組みの整備は急務です。そこで業務効率化システムの構

築が必要になってくるのです。

2017年より厚生労働省がデータヘルス改革を推進していましたが、

新型コロナウイルスの感染拡大によって、医療現場のデジタル化

による変革の必要性はますます高まっています。

電子カルテの導入

医療向け音声入力システム
AmiVoice EX７の導入

医療分野でのDXとは？

※電子カルテイメージ画像 実際の画面とは異なります



医理会 今年のテーマ
『人情とDXの融合』とは

柿添病院で今後取り組む予定のＤＸ

外来トータルシステムの導入

外来トータルシステムとは再来受付機、受付番号案内機、自動精算機

（セルフレジ）、Web番号案内の導入を予定しています。これらを導入す

ることで患者様方の待ち時間を短縮し受付から診察、検査、精算まで

がスムーズにできるようになります。今夏導入予定です。

ＡＩ問診システムの導入

AI問診は、患者様ごとにAIが最適な質問を自動生成・聴取し、

医師のカルテ記載業務の効率化を実現するWEB問診システム

です。患者様の待ち時間短縮にもなると考えています。

当法人は例年、年度テーマを掲げておりますが今年のテーマは

『人情とDXの融合』としました。『DX』については巻頭から解説して

おりますので重複を避けますが『人情』については皆さん普通に

使っている言葉とはいえ改めて文献からの解説文を記します。人

情とは「人が自然に備えている人間らしい感情すなわち優しさ、思

いやり、感謝など」と表しています。次に『融合』ですがこの言葉で

思い浮かぶのは『融和』ではないかと思います。

これからは私の主観となりますが融和というと外交など政治の世界で国と国との融和政策のように使

われ、歩み寄りによって得られる一体感ではないかと感じられます。一方融合は金属と金属の融合のよ

うに２つ以上のものががっちりと一体化する事ととらえています。そこで敢えて融合としたのは基本的に

地域の医療福祉の世界では人情が最優先でありその人情を最大最良に発揮するためにはDXが絶対必

要であると考えたからです。つまり生半可に人情とDXが共存するのではなく我々医療介護福祉に携わる

者が地域の人々の為に最善の貢献をする手段としてDXを融合させる必要があると考えています。

柿添病院 院長 柿添圭嗣



作業療法士の脳活性に役立つおはなし

皆様こんにちは。私は柿添病院で作業療法士をしております、
永石（ながいし）と申します。
今月から４回に分けて、脳活性に役立つお話をさせていただきます。
第１回目となる今月のテーマは「スケジュール（計画）」です。

第１回「スケジュールを立ててみましょう」

皆様は１日または１週間を過ごす時に、計画を立てますか？

月曜は病院に行って、
水曜にはお客さんが
来るから・・・

明日は10時には
スーパーに行って、
13時には宅急便が来る

なぁ・・

物事を順序立てたり、計画や
企画をするのは前頭葉（黄色
の部分）が働いています。

・認知症になられる方の多くに前頭葉の萎縮（小さくなる）がみられます。
・予定を覚えたり逆に思い出したりすることで、前頭葉が活性化します。
・計画を立て、規則正しい生活を送ることで、脳の働きが良くなります。
・特に睡眠時間は重要です。（次回お話しします）
・下のスケジュール表に明日の予定を計画してみましょう！

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23



所属部署 ・ 職種 ・ 氏名
①出身地
②令和４年 チャレンジしたい事！２０２１．９月～２０２２．２月

どうぞよろしくお願い致します。

①平戸市

②ﾕﾏﾆﾁｭｰﾄﾞについて勉強したいです

①松浦市
②庭に花壇をＤＩＹして、花や野菜を

植えてみようと計画中です。

①松浦市
②救急対応が素早く出来るようになる

運動を取り入れ、身体を鍛える

①福岡県久留米市
②出来る事（仕事）を１つでも増やす

車かバイクの免許を取る。

①佐世保市世知原町

②患者様の名前を早く覚え、信頼
関係が築ければと思います。

①平戸市

②富士山に登る

①福岡県
②魚釣りが趣味です。五島で様々な

魚種釣りに挑戦したいです

中野診療所 検査課

外来看護課 検査課/透析室

２病棟/中野 医事課

医事課

介護福祉士

看護補助

臨床検査技師

臨床工学技士准看護士

事務

事務
診療録管理士

まるお たけし

丸尾 健
ふじやま たくや

藤山 卓也

すぎもと ゆか

杉本 由佳

あだち まなみ

安達 まなみ
ふかまち みさ

深町 美沙

まつがの ゆい

松ケ野 唯
あべ まなみ

阿部 真奈美



新玉ねぎがアクセント 卵サンド

新玉ねぎを、みじん切りにし塩もみしたもの

を入れるだけで、玉ねぎの食感や玉ねぎの味
がアクセントになってとても美味しいですよ。

＜材料＞ 2人分
ゆで卵 2個
マヨネーズ お好みで
塩・胡椒 少々
市販のロールパン 4個
新玉ねぎ 20g程
スライス胡瓜 お好みで
パセリ お好みで

＜作り方＞
①新玉ねぎをみじん切りにし、一つまみの塩で
塩もみし、水気を絞っておく。

②ゆで卵、マヨネーズ、塩、胡椒、塩もみした玉
ねぎで、卵サラダを作る。

③ロールパンに、スライス胡瓜を挟み、卵サラ
ダを挟んでいく。

④最後に、パセリを飾って、完成。

春キャベツであっさり
和風ハンバーグ

ひき肉と春キャベツの相性抜群。春キャベツの甘
味もお肉と混ぜで焼くことで倍増して、とても美味
しいですよ。ぜひ、お試しを。

＜材料＞ 2人分
合いびき肉 150g
塩・胡椒 少々
卵 30g
パン粉 8g程度
牛乳 10㏄

春キャベツ 80g
油 適量
大根おろし お好みで
小葱 お好みで
ポン酢 お好みで

＜作り方＞
①春キャベツは、粗みじん切りにし、少量の塩で塩
もみしておく。

②合いびき肉、塩・胡椒、卵、パン粉、牛乳をしっ
かり混ぜあわせハンバーグ種を作る。

③塩もみした春キャベツの水気を切り、ハンバー
グ種に混ぜ合わせていく。

④フライパンに油を敷き、ハンバーグを焼く。中火
で両面、各3分程度。

⑤焼きあがったら、大根おろし、小葱、ポン酢をか
けて完成。

長崎県菓子工業組合平戸支部様よりコロナ禍の最前線で昼夜を問
わずに尽力している市内医療機関関係者に感謝を示そうと、市内の
医療関連17施設で働く約1200人を対象としておこなわれた事業です。

同支部の会員10社がつくる

どら焼きやマドレーヌなどお
菓子を当院スタッフもいただ
きました。甘いおかしを食べ
て疲れを癒させていただき
ました。
ありがとうございました。



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

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


新玉ねぎがアクセント 卵サンド

新玉ねぎを、みじん切りにし塩もみしたものを入れるだけで、玉ねぎの食感や玉ねぎの
味がアクセントになってとても美味しいですよ。

春の美味しさを詰めた食事

＜材料＞ 2人分
ゆで卵 2個
マヨネーズ お好みで
塩・胡椒 少々
市販のロールパン 4個
新玉ねぎ 20g程
スライス胡瓜 お好みで
パセリ お好みで

＜作り方＞

①新玉ねぎをみじん切りにし、一つまみの塩で塩
もみし、水気を絞っておく。

②ゆで卵、マヨネーズ、塩、胡椒、塩もみした玉
ねぎで、卵サラダを作る。

③ロールパンに、スライス胡瓜を挟み、卵サラダ
を挟んでいく。
④最後に、パセリを飾って、完成。

春キャベツであっさり 和風ハンバーグ

ひき肉のと春キャベツの相性抜群。春キャベツの甘味もお肉と混ぜで焼くことで倍増して、
とても美味しいですよ。ぜひ、お試しを。

＜材料＞ 2人分
合いびき肉 150g

塩・胡椒 少々
卵 30g

パン粉 8g程度
牛乳 10㏄
春キャベツ 80g

油 適量
大根おろし お好みで
小葱 お好みで
ポン酢 お好みで

＜作り方＞

①春キャベツは、粗みじん切りにし、少量の塩で塩もみして
おく。

②合いびき肉、塩・胡椒、卵、パン粉、牛乳をしっかり混ぜ
あわせハンバーグ種を作る。

③塩もみした春キャベツの水気を切り、ハンバーグ種に混ぜ
合わせていく。

④フライパンに油を敷き、ハンバーグを焼く。中火で両面、
各3分程度。
⑤焼きあがったら、大根おろし、小葱、ポン酢をかけて完成。


