
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。

昨年は「はるひ呼吸器病院」の開院をはじめとして「須ヶ口クリニック」「訪問看護ステーションゆう」
「ケアプランハウスゆう」と事業所を新しく開設し、当法人の医療提供体制をより充実させることがで
きた一年となりました。

今後も、基本理念であります「病気を診ずして病人を診よ」を念頭にスタッフ一同取り組んでまいり
ます。 今年もあたたかいご支援とご助言をこころよりお願い申し上げます。

対象期間：1月1日～1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。

はるひ呼吸器病院
〒452-0962 愛知県清須市春日流8番地1
TEL：052-400-7111(代) FAX：052-400-7133(代)

須ヶ口クリニック
〒452-0905 愛知県清須市須ヶ口2332番地2
TEL：052-400-5281 FAX：052-400-7097

訪問看護ステーション ゆう
〒452-0905 愛知県清須市須ヶ口2332番地2
TEL：052-400-5282 FAX：052-400-5285

ケアプランハウス ゆう
〒452-0905 愛知県清須市須ヶ口2332番地2
TEL：052-400-5283 FAX：052-400-5285
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休診・代診のお知らせ

●今月の休診予定はございません。

・はるひ呼吸器病院 齊藤院長挨拶
・須ヶ口クリニック 米田院長挨拶
・RST 小橋医局長挨拶
・看護部 牧野統括師長挨拶
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

　午後：健康診断・予防接種

　毎週火曜日、米田医師により禁煙外来を実施しております。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

はるひ呼吸器病院　外来診療担当表

午
前

診療時間
 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）
直海

(呼吸器内科)

第3

診察室
加藤

（循環器内科）
米田

（呼吸器内科）
小田

（呼吸器外科）

第5

診察室
前田

（呼吸器外科）
前田

（呼吸器外科）
-

齊藤
（呼吸器内科）

小橋
（呼吸器内科）

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）

- 奥田
（呼吸器外科）

直海
(呼吸器内科)

- -
第4

診察室
佐々木

（消化器内科）
- -

- - -

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　外来診療担当表

午
前

診療時間
 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）

休診

夕
方

診療時間
 17：00 ～ 19：30
（受付 17：00～19：00）

齊藤
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）



院長
挨拶

あけましておめでとうございます。須ケ口クリニック
院長の米田です。

私にとって2016年は、漢字一文字で表すと『忙』な
年でした。

昨年五月に豊和病院から新病院移転に伴い、同
時にクリニックを開院するという一大イベントがあり
ました。めまぐるしい毎日でしたが、職員の協力も得
ながら、なんとかこうして新年を迎えることができま
した。

待ち時間が長く、お待たせさせてしまうことも多くあ
りますが、我慢して来てくださる患者様には日々感
謝の思いでいっぱいです。

今後も地域の皆様の健康と長寿の助けをすべく、
まずは私から健康でいることを心掛け、少しでも皆
様のお役に立てるよう、精進してまいります。

今年一年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

須ヶ口クリニック
米田院長挨拶

新年あけましておめでとうございます。
当院では開院以来、医師、認定看護師、
臨床工学技師、呼吸療法士を中心として
RST（呼吸サポートチーム）を結成してい
ます。業務内容としては主に入院中の患
者様において人工呼吸器を装着されてい
る方の回診および、患者様やそのご家族
また、看護師を始め病院スタッフに対する
教育を行っています。患者様が少しでも快
適に過ごせるように、主治医だけでなく病
院全体としてお手伝いさせていただけれ
ばと思います。

今年は、より多くの患者様、そのご家
族に少しでも呼吸器疾患について知って
いただけるような機会を作りたいと思っ
ています。何か疑問に思うことがあれば
気軽にRSTに声をかけていただければ
幸いです。
本年もよろしくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
昨年は５月に豊和病院からはるひ呼吸器
病院へ移転開院し、看護体制の整備、看
護師の確保、各部門の調整など怒涛のよ
うに時間が過ぎ去っていきました。

看護部は現在、各個人のスキルアップ
支援体制の整備に向け動き出しています。
それぞれのライフスタイルに合わせ、仕事
に対するモチベーションを維持できるよう

支援してまいりたいと思います。今後も
呼吸器専門病院として様々な取り組み
を通し、地域に根ざした病院として患者
様やご家族の方々に信頼され安心して
頂けるよう、看護サービスの質向上に
向け、安全で効果的な看護実践が展
開出来るよう人材育成に努めてまいり
ます。

本年も昨年同様に皆様のご指導
・ご協力をよろしくお願いいたします。

みなさん、明けましておめでとうございます。

昨年は、東海地方唯一の呼吸器専門病院として、
呼吸器病理の世界的権威である米国Mayo Clinic
のColby教授に来院して頂き、講演をしていただき

ました。講演には、名古屋大学呼吸器内科学の
長谷川教授をはじめとし、東海地域の呼吸器専
門医の方々、多数ご参加いただき、当院を見て頂
いて、多くの賞賛をいただきました。大変喜ばしい
ことです。

今年も再度Colby先生に来院して頂き、講義と症

例検討をすることが決定しています。更に今年度
から、当院が日本呼吸器学会教育認定施設にな
ることが決まりました。これにより当院は日本呼
吸器学会と日本アレルギー学会、両学会の教育
認定施設となります。

また、4月より長崎大学病理学講座より堤教授

が赴任して頂くことも決定しています。このように
今年は、当院が東海地区における呼吸器疾患の
専門病院として着実に一歩ずつ踏み出していく年
と考えています。

「病気を診ずして病人を診よ」という当院の理念
に沿いながら、大鷲のように大きく羽ばたく年にし
ていきたいと思っています。

よろしくご協力、ご支援のほどお願い申し上げま
す。

【2016年5月～12月実績】

RST挨拶 小橋医局長

看護部 牧野統括師長
アレルギー性鼻炎 840名 肺炎 86名 内視鏡検査(上部） 143件
高血圧症 700名 睡眠時無呼吸症候群 44名 内視鏡検査(下部） 29件
気管支喘息 574名 間質性肺炎 37名 嚥下内視鏡検査 4件
2型糖尿病 162名 気管支喘息 32名 内視鏡的胃瘻交換 19件

高コレステロール血症 145名 胸部異常陰影 22名 気管支内視鏡検査 80件

慢性胃炎 141名 脳梗塞（後遺症含む） 22名 PSG(ポリソムノグラフィー）検査 86

難治性逆流性食道炎 126名 慢性呼吸不全 21名
不眠症 125名 肺気腫 16名
慢性副鼻腔炎 119名 マイコプラズマ肺炎 16名 31件
胸部異常陰影 94名 慢性閉塞性肺疾患 14名 5件

呼吸器疾患を有する患者数 7097名 呼吸器疾患を有する患者数 568名 1件

全患者数 7642名 全患者数 615名 1件

肺悪性腫瘍手術

肺葉切除術
胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除

外来患者上位疾患数 入院患者上位疾患数 内視鏡検査数

手術実績
胸腔鏡下肺切除術

＜はるひ呼吸器病院屋上からの初日の出＞


