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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

毎週金曜　午後　　堤　 （病理診断科）　※完全予約制
セカンドオピニオン外来

禁煙外来

はるひ呼吸器病院　外来診察担当表

午
前

外来診察時間
 9：00 ～  12：00

（受付  8：30～11：30）

第1

診察室
小橋

（呼吸器内科）
齊藤

（呼吸器内科）
小橋

（呼吸器内科）

第3

診察室
加藤

（循環器内科）
米田

（呼吸器内科）
-

第4

診察室

齊藤
（呼吸器内科）

第2

診察室
中嶋

（内科）
小佐野
（内科）

中嶋
（内科）

佐々木
（消化器内科）

小佐野
（内科）

小橋
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

直海
（呼吸器内科）

休診
夕
方

外来診察時間
 17：00 ～  19：30

（受付  17：00～19：00）

齊藤
（呼吸器内科）

- 渡邊
（呼吸器外科）

直海
(呼吸器内科)

- --

齊藤
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

佐々木
（消化器内科）

- -

専
門
外
来

病理外来

             毎週火曜　午前　　米田 （呼吸器内科）

　　　　　　　第2木曜　 午後　　齊藤  （呼吸器内科）　※完全予約制

毎週金曜　午後　　堤　 （病理診断科）　※完全予約制

齊藤
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

※はるひ呼吸器病院では、救急対応を行っております。
    急な発熱・喘息発作等の内科的疾患は、24時間対応させていただきます。

須ヶ口クリニック　外来診察担当表

午
前

外来診察時間
 9：00 ～  12：00

（受付  8：30～11：30）

米田
（呼吸器内科）

小橋
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

米田
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

● 8月26日（土） はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 小橋 休診

市民公開講座
9月9日（土）に当院の病理部長 堤医師が市民公開講座を開催します。『「病理医」だからこそ、患者さんのためにできるこ

と「患者さんに顔のみえる病理医」の実践』をテーマに講演します。

病理医の仕事である病理診断とは、主に顕微鏡を用いることによって、患者さまから採取した臓器や組織、一個一個の細胞

の標本を観察し、病気の診断をします。そして、この診断が患者さまの治療方針を決める根拠になります。病理医は、普段な

かなか接する機会がないので、あまり知られていません。ぜひこの機会に病理医のお話しを聞いてみませんか。

みなさま、お気軽にご参加ください♪

日時 2017年9月9日（土）13：30～15：00

会場 はるひ呼吸器病院 ５階会議室
（〒452-0962 清須市春日流8番地1）※駐車場 70台

プログラム 『「病理医」だからこそ、患者さんのためにできること
「患者さんに顔のみえる病理医」の実践』

講師 はるひ呼吸器病院 病理部長 堤 寛（つつみ ゆたか）

定員 先着40名（事前予約制）参加無料
※ 軽食付き ※ オーボエ演奏付

予約締切日 2017年8月31日（木）17：00まで
※名鉄犬山線西春駅より無料送迎車 臨時運行

ご希望の方は、予約時にお申し付けください

≪お申込み・お問い合わせ先≫ はるひ呼吸器病院 052-400-7111(代表)

8月号

・市民公開講座のご案内

・法人の話

ー呼吸器内科ー

・堤病理部長のイベント

・今月の一品

・診療実績

・診察担当表

・休診・代診のお知らせ

診察担当表 対象期間：8月1日～8月31日
予定は変更となる場合もございます。ご不明な点は、
総合窓口または外来受付にお問い合わせください。

送迎車乗り場

はるひ呼吸器病院 前
はるひ呼吸器病院正面玄関 きよすあしがるバス バス停

須ヶ口クリニック

須ヶ口クリニック 正面 敷地内駐車場

西春駅

西春駅 西口 ロータリー内（下の図が乗り場です）

平日（土日、祝日除く）に「はるひ呼吸器病院」の白のワゴン車で
無料送迎を行っています。

ココ

医療法人清須呼吸器疾患研究会

はるひ呼吸器病院
〒452-0962 愛知県清須市春日流8番地1

電話番号:052-400-7111 FAX:052-400-7133

須ヶ口クリニック
〒452-0905 愛知県清須市須ケ口2332番地2

電話番号:052-400-5281 FAX:052-400-7097

発行日：2017年7月25日 発行：医療法人清須呼吸器疾患研究会

Facebookを始めました！
QRコードはこちら→

8:20 発 9:15 発 8:50 発 9:55 発

9:35 発 10:40 発 10:15 発 11:15 発

11:00 発 12:00 発

西春駅　西口 はるひ呼吸器病院　前 須ヶ口クリニック　前 はるひ呼吸器病院　前

↓ ↓ ↓ ↓

　　はるひ呼吸器病院 西春駅　西口 はるひ呼吸器病院　前 須ヶ口クリニック　前

※休診・代診のお知らせ

休診日：日曜日・祝日

しあわせのパンTokiさん

無料送迎車時刻表

※交通事情により、発着の遅延、降車場所の変更等がある場合があります。
※やむをえず、予告なく運休になる場合がありますのでご了承ください。

● はるひ呼吸器病院では、お盆期間中も通常通り診療いたします。
● 須ヶ口クリニックでは、8月11（金）～15日（火）まで夏期休診とさせていただきます。

※お盆期間診察のお知らせ

講師：病理医 堤 寛 医師
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6月18日（日）に堤病理部長が、あいち健康プラザで「健康の日イベン

ト」に出展しました。今回のイベントでは、「“Wellbeing program”for 

CANCER がん患者・サポート・ネットワーク」をテーマにブースを設け、

活動紹介、パネル展示、資料、チラシ配布を行いました。堤病理部長はご

来場いただいた方に、堤病理部長の著書を提示し、病理医のことや当院で

行っている病理外来についての説明を行いました。

イベントにご参加いただいた方からは、「病理医という医師がいること

を知らなかった」「がんの診断の確定は、病理医が顕微鏡で見て行ってい

ることを初めて知った」等のご意見をいただきました。今回のイベントで

は、市民の方々とお話しをすることで、がんの告知をする際の確定診断を

病理医が行っていることへの認知度がまだ低いことを実感できました。

堤病理部長が

イベントに出展しました

今月の一品
ロコモコ丼

＜材料＞ 1人分
ごはん 適量
卵 １個 ☆

ウスターソース 大さじ２
ケチャップ 大さじ２
赤ワイン 小さじ２

＜作り方＞
①みじん切りにしたたまねぎを炒め、粗熱をとってから★の残りの材料を入れてこね、ハンバー

グを作り、フライパンで焼く。
②ハンバーグを焼いたフライパンに☆の調味料を入れて加熱する。
③目玉焼きを焼く。
④ご飯の上にハンバーグ、ソース、目玉焼き、付け合わせのアボカド、トマトを添えてできあがり。

マヨネーズはお好みで。
※付け合わせはレタス、かいわれ大根など好みで変えてください。

＜豆知識＞
肉にはたんぱく質、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、特に豚肉はビタミンB1が多く、ビ

タミンB1は炭水化物の代謝を助け、エネルギー作りに貢献します。体力が低下してしまうこの
季節には是非食べて欲しい食材です。

法人の話 第14回「呼吸器内科」

医療サイドからの医療知識の情報

提供は、「患者さまの知る権利」を

尊重する大切なことであると思いま

す。今後も情報提供の場を設け、医

療情報の発信を継続的に行っていき

たいと思っています。みなさまのご

参加お待ちしております。

2016年5月 2017年6月（年間実績）

呼吸器内科は、呼吸器疾患を扱う内科の専門診療科目であり、病気には、気

管および気管支，肺，胸膜のさまざまな病気が含まれています。咳，痰，血痰，

喀血，息切れ，呼吸困難，胸痛などの症状をもつ人や、胸部のX線検査で異常

が疑われた方などが対象となる診療科です。呼吸器に異常がみられた場合は、

是非当院にご相談ください。

東海地区で唯一の呼吸器疾患門病院として、当院の呼吸器内科の特徴につい

て紹介します。

①肺機能検査やCT撮影にて、慢性咳嗽の正確な診断が可能。

②間質性肺炎のエキスパートがおり、病理診断も実施できることから、間

質性肺炎の正確な診断が可能。

③常勤の病理医がおり、肺がんや間質性肺炎の正確な診断が可能。

④呼吸器リハビリに力を入れており、慢性呼吸不全のリハビリも実施可能。

⑤急性期から慢性期、在宅まで一貫した治療が可能。

⑥慢性呼吸器疾患認定看護師が在籍しており、看護の面からも専門的なケア

が可能。

また、睡眠時無呼吸症候群の診断治療、訪問看護と居宅介護支援事業と連携

した医療・介護の提供も行っています。

今後も引き続き、呼吸器専門病院の使命として、専門医やスタッフの育成の

ほか地域の医療機関との連携や勉強会など

を通して、呼吸器疾患治療の向上に貢献してま

いります。

HPに当法人の活動を随時更新しております。

是非ご覧になってください。

合びき肉 １００g
たまねぎ 1/4個
卵 1/4個
パン粉 大さじ１
牛乳 小さじ２
塩コショウ 少々

★
アボカド 適量
トマト 適量
マヨネーズ少々(無くてもOK)

(実人数) (実人数)

7月20日（木）に呼吸ケア教室を開催しました。今回は寺澤薬局長が「患者さんの知らないジェネリック医薬

品の世界」をテーマに講演しました。

ジェネリック医薬品が低価格である理由、利点や欠点についての説明がありました。ジェネリック医薬品は、

有効成分や効果は先発医薬品と同じですが、特許が切れた先発医薬品のデータを使用し製造するため開発費を抑

えることができ、低価格で販売できる利点があります。しかし、供給不足や販売中止になることも多いなどの欠

点もあります。今回の講演では、普段なかなか知ることのないジェネリック医薬品についてお伝えしました。ま

た、ジェネリック医薬品について正しい知識を得ることの大切さもお伝えしました。

次回日時
◎8月17日（木）15：00～15：30

テーマ：「ＨＯＴ(在宅酸素療法)における社会資源」
講師：医療連携室相談員

◎9月21日（木） 15：00～15：30
テーマ：「COPDとのつきあい方」

講師：西村主任
どなたでも参加可能です。
参加希望の方は当日直接会場（４F ラウンジ）にお越しください。

呼吸ケア教室

診療実績

慢性咳嗽 836名 肺炎 160名 内視鏡検査(上部） 303件

気管支喘息 460名 間質性肺炎 85名 内視鏡検査(下部） 62件

高血圧症 157名 睡眠時無呼吸症候群 71名 嚥下内視鏡検査 4件

急性気管支炎 140名 胸部異常陰影 44名 内視鏡的胃瘻交換 30件

胸部異常陰影 106名 慢性閉塞性肺疾患 34名 気管支内視鏡検査 80件

慢性副鼻腔炎 67名 気管支喘息 33名 PSG(ポリソムノグラフィー）検査 127件

インフルエンザＡ型 57名 慢性呼吸不全 32名

肺気腫 56名 マイコプラズマ肺炎 31名 20件

間質性肺炎 48名 肺気腫 31名 16件

糖尿病 42名 肺腺癌 23名 12件

気胸

外来上位疾患数 入院上位疾患数 内視鏡検査数・PSG検査

手術実績

間質性肺炎

肺がん


