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あけましておめでとうございます。
本年も職員一同 地域の医療福祉に
最善を尽くしてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。

「卯」は穏やかなうさぎの様子から安全・温和の意味と、うさぎのように跳ね上がるという意味があり、卯年
は何かを開始するのに縁起がよく、希望があふれ、景気回復・好転するよい年になると言われています。

今年の「癸」と「卯」の組み合わせは、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し飛躍するような年になると
考えられています。

昨年末に大学病院勤務時代の諸先輩方と数年振りに会う機会があり、当時の懐かしい話をしました。いろ
いろとチャレンジしていた頃を思い出し、それなりに歳はとりましたが、また一段ジャンプアップする年にした
いと思いました。ずっと我慢する日が続きましたので、今年はみんなが笑顔で跳ねる年になるといいですね。

医療法人医理会 理事長 柿添圭嗣

附属中野診療所 所長 木寺 一希

令和５年，今年の干支は癸夘（みずのとう）です。十干の10番目にあたる癸
と、十二支の4番目にあたる卯の組み合わせで、十干十二支では40番目に

あたる組み合わせです。陽五行説では、癸が水の陰のエネルギーを表し、
卯が木の陰のエネルギーを表すそうです。

「癸」は雨や露、霧など静かで温かい大地を潤す恵みの水を表し、十干の
最後にあたる癸は、生命の終わりを意味するとともに、次の新たな生命が成
長し始めている状態を意味するのだそうです。

この数年間というもの正にウイズコロナとしてマスク生活を
余儀なくされていますが2019年12月に中国で新しいウイルス
が発見されたとのニュースを初めて聞いた頃は それまで何
度か諸外国で新しい感染症が発生してもわが国には大きな
影響はなかったという自分自身の人生経験を尺度に油断して
いたように思います。

我が国の歴史において近来まで感染症として国民の生命の危機に影響を与えてい
たのは結核ですが結核が国民の死亡数の首位であったのは昭和25年迄で26年から
は脳血管疾患（脳出血や脳梗塞等）に代わられてその後、昭和56年に悪性新生物（癌
など）が首位になり現在に至っています。私は昭和27年生まれなので生まれたときから
医師になった昭和52年迄日本人の死因として重大な病気は脳疾患であったわけです。
国民みんなが心底恐れていた結核の猛威はとうに忘れてしまい それまで病院の受付
やナースステーションにあったガラスの境は取り払われ昭和40年代頃からは新築の施
設は大学病院から診療所に至るまでオープンカウンターに代わっていきました。 一部
の専門医を除いて多くの医師は感染症の世界的蔓延に対して平和ぼけがあったのか
もしれません。
近来では1997年高病原性鳥インフルエンザ、2002年ＳＡＲＳ，2009年新型インフルエ
ンザと世界的にはかなり恐れられた感染症も我が国は大きな影響なく乗り越えてきた
ため今回の新型コロナのニュースを聞いても大半の医療関係者は今まで通りの対処を
していけば必ずや早々に乗り越えられると確信していたと思います。然し現実は第7波、
第8波ととめどなく磯に打ち寄せる波のごとく続き、当初待望したコロナワクチンが開発
され実施された時にはよもや4回目5回目の接種まで受けることになろうとは想像してい
ませんでした。
世界からのニュースを見るとゼロコロナ政策をして都市封鎖をしている国からスポー
ツ観戦などでも誰一人マスクをしていない国まであり地域や国による対応はかなり分
かれてきているようです。
しびれを切らしやすかったり我慢強かったり国民性にもよると思いますが私自身は我
慢強い日本人としてもいつまで続くか読みにくいコロナ禍で最早このまま只じっと我慢
を続けるのではなく良い意味で我慢すべきところを我慢しつつしびれを切らして動くべ
きなのではないかと考えています。



バス停まで遠くて

運転免許証返納した・・・

バスの時間が遅くて・・・

通院するのが大変で・・・

朝は息子が送ってくれるけど
帰りがバスで・・・

ケガして運転できない

【ご利用対象者・注意事項】

〇 当院（柿添病院・附属中野診療所）受診の方で交通手段のない方

〇 一人で車に乗降できる方

〇 事前予約が必要です

〇 月水金の送迎バス運行（桟橋～大久保方面）はこれまで通りおこないます

医療法人医理会 柿添病院 送迎サービス向上委員会



リハビリ特化型
通所介護毎快
としてリニューアルオープン

通所介護毎快では、1日に2回、午前と午後に分かれ3時間コースのリハビリを行っています。

理学療法士の個別リハビリや、言語聴覚士・歯科衛生士による口腔内の確認をしています。
その他、安心して相談に対応できるベテラン看護職員と介護職員がお待ちしています。

木引田介護

「スクエア」には「広場」という
意味があります。
木引田町を中心に介護の
広場ができてみんなが集まる
場所にしたいと思います。

歯科衛生士による口腔チェック

＜営業時間＞
月曜日から金曜日
午前 8：30～12：00

午後 13：30～17：00

最近転倒するようになった」「一人だと運動が
続かない」など、筋力低下を感じておられる
方は、悩まずお気軽にご相談ください!!

生活相談員 木山藤子

地域密着型通所介護



かきぞえ
居宅介護支援事業所

新しい事務所に移転しました！

（玄関入ってすぐの右手が事業所です）

令和４年１０月１日より木引田介護スクエア

へ移り、新しい事務所にて皆様をお待ちしてお
ります。お気軽にお寄りください。

プライバシーにも配慮し、
ゆっくりとお話を伺えるよう
別室に相談室も設けております。

介護や生活でのお困りごとがありましたら
一人で悩まず、是非ご相談ください。

〇介護・福祉に関わる相談、援助
介護保険申請の代行手続き、ケアプランの作成

〇医療・福祉・介護サービス機関等への連絡調整
など

ご希望があれば、

訪問車で御自宅に

もお伺い致します。

営業時間
月～金 8：30～17：00
土曜日 8：30～13：30 TEL ： 0950‐22-7153

ケアマネジャーが

お話をお聞きします

まずは、ご連絡下さい

スクエア



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。
前回は「食事」についてでしたが、ブレインフード試してみました？
最後となる今月のテーマは「趣味」です。

第４回「趣味活動を始めよう！続けよう！」

皆様は趣味はお持ちですか？（私は釣りが趣味です。）

・趣味活動が脳に与える効能
①意欲向上（やる気アップ）
②偏った脳のバランスを整える
③前頭葉（脳の前部分）の活性化（創作や戦略のあるスポーツ）
④ストレス緩和
⑤達成感や自己肯定感による脳内物質（ドーパミン）の産出
⑥仲間とのコミュニケーションで更に脳活性化！

第1回目にスケジュール（計画）を立てて、規則正しい生活を送り

ましょうと言いましたが、時々は非日常的な刺激も脳には必要で
す。

日本人の余暇の過ごし方
1位：テレビ・新聞
2位：家族団らん
3位：買い物・飲食

ある調査によると・・
受け身的
な活動

脳活性にオススメの趣味活動

〇グランドゴルフ・ゲートボール：
ルールや戦略があり、適度に体を動かすため、脳血流の増加に良いです。
〇歌：
歌詞を思い出しながら歌う、音程を意識する、リズムを取ることは、脳の活性
化につながります。肺活量アップも期待できます。
〇将棋・オセロ（知的ゲーム）：
戦略をたてて勝利を目指すゲームは、思考力・計画力が必要です。
〇旅行：
計画を立てることはもちろん、新しいものを見たり体験することは脳の活性化
に効果があります。

最後までお付き合い頂きありがとうございました！
良い脳生活をお送りください。 作業療法士 永石光



※当施設は病院併設の疾病予防運動施設ですので、感染症対策には万全を期しております

※祝・祭日も営業しております。
※定休日：土曜日、日曜日
※シャワー室完備
※鍵付きロッカー完備
※動きやすいシューズ必須となります

お問い合わせはこちらまで➡0950-22-7700

木

営業時間 月 火 水 木 金 土 日

9：00～20：00 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

ミシックジムの特徴
・どなたでも利用できる地元のトレーニング施設
・医師による健康状態の管理があるため安心して利用が可能
・幅広い料金設定と月会費制で利用回数制限なし！
・学生でも利用しやすい学生会員有り
・体成分分析機InBody設置！（筋肉量等が測れます）
・7機種16種類の筋トレマシンと豊富な有酸素運動機器設置！

ミシックジム

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／１回

対象者 ・１６歳以上

・InBody、問診表記入のみ

・メディカルチェックは
希望者のみ

（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回の医理会での診察が必要。
・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

・初回から半年に1回の
メディカルチェック
（身体機能評価

+
問診表の記入）

・１６歳以上

・１ヶ月４回まで
＊５回目からの
ご利用はできません
・回数券をお持ちの方
は回数分利用可能

特徴 医師による状態確認あり
メディカルチェック＊希望者
（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

お得な回数券あり
5回分：4000円
11回分：8000円

柿添病院の
向かい側です！

見学・体験
大歓迎！



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

医療法人医理会 木引田介護スクエア
〒859-5113 長崎県平戸市木引田町414番地

リハビリ特化型通所介護 毎快
TEL 0950-22-7154 FAX 0950-26-0033

かきぞえ居宅介護支援事業所
TEL 0950-22-7153 FAX 0950-26-0033

木引田介護
スクエア

ミシックジム

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