
対象期間：9月1日～10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)

↑5月1日より新しい連絡先になりました
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

清須の息吹
第3号

医療法人 清須呼吸器疾患研究会

9

休診のお知らせ

●はるひ呼吸器病院 消化器内科 渡辺医師 9月16日(金) 9月20日(火)
●はるひ呼吸器病院 循環器内科 加藤医師 9月12日(月)

・法人の話
救急医療への取り組み

・呼吸ケア教室
・人間ドックについて
・特定健診・人間ドックの案内
・今月の一品
揚げナスの中華風マリネ
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救急医療について

はるひ呼吸器病院は二次救急指定病院ですので、365日24時間対応できる体制をとっており
ます。体調が急に悪くなったときは、当院へご連絡ください。

また7月末より、愛知県の尾張北部地区「メディカルコントロール協議会」にも加入しておりま
す。救急業務高度化推進協議会 とも呼ばれる「メディカルコントロール協議会」では、救急業務
の更なる発展のため、都道府県の消防局と救急を担う医療機関が連携をとっています。

呼吸器疾患診療だけでなく、救急医療からも皆さまの安心に寄与できるよう取り組んでいきま
す。

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

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）

米田
（呼吸器内科）

第3
診察室

加藤
（循環器内科）

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）

渡辺
（消化器内科）

小田
（呼吸器外科）

-
渡辺

（消化器内科）
-

奥田
（呼吸器外科）

-

第5
診察室

前田
（呼吸器外科）

前田
（呼吸器外科）

- - - -

第4
診察室

佐々木
（消化器内科）

- - -

※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）

齊藤
（呼吸器内科）

齊藤
（呼吸器内科）



【対応症状】
咳や痰、呼吸困難、胸痛や喘息に関する症状、発熱に対応して

います。その他の症状でも、まずはお電話にてご相談ください。
特に、かかりつけの方については、積極的に対応しております。

【注意事項】
①保険証を持参してください。

②診療時間外の時間帯は会計がしまっているため、診療の内容
によって10,000円又は5,000円の預り金をいただいておりますの

で、予めご了承ください。後日、正確な金額を計算し、ご連絡を差
し上げます。

【救急医療の取り組み】
当院では、24時間365日、一次救急及び心肺停止患者の受

け入れを行っています。

医師、看護師だけでなく、薬剤師や放射線技師も当直を行い、
手厚い対応を行ってるのが特徴です。

清須市唯一の救急指定病院として、今後も地域密着の医療
を提供していきます。

第3回呼吸ケア教室が8月18日（木）に
開催されました。

藤川管理栄養士による「呼吸器疾患
における食の工夫」では、呼吸器疾患
を持つ方は呼吸による消費エネルギー
が多いため、高エネルギー食が適して
いるということでした。参加者の方々に、
理解を深めていただくために、どのよう
な食事メニューがエネルギーを多く摂取
できるか、クイズ形式で回答していただ
きました。

安東メディカルソーシャルワーカーか
らは「身体障害者手帳について」をテー
マに身体障害者手帳の概要や交付対
象者、実際の手続き方法についての話

を行いました。また、身体障害者手帳を
持っていると税金の割引や障害者医療
の助成、JR・バス・タクシーの割引など

が受けられるというメリットを紹介しまし
た。

次回日時
9月15日（木）14：00～14：30
場所：1階多目的室（売店横）
テーマは現在未定ですので、

ホームページの「お知らせ」欄、または
病院掲示板でご確認お願い致します。

法人
の話

平成28年度 特定健診・人間ドックのご案内

はるひ呼吸器病院・須ヶ口クリニックでは清須市、北名古屋市、豊山町の特定健診・後期高齢者特定健診を行っております。
受診は予約制となっておりますので、総合窓口または下記お問い合わせ先までご連絡ください。

また、はるひ呼吸器病院は人間ドックも積極的に行っております。人間ドックは、一般的な人間ドックと別に呼吸器の疾患に
特化した3種類のドック「COPDドック」「肺がんドック」「呼吸器総合ドック」も行っております。

特定健診・人間ドックのお問い合わせ：052-400-1777

◆ 人間ドックのご案内 ◆

人間ドックは、メタボリック症候群
や各種がんなどの早期発見をし、そ
の結果を生活習慣改善に役立てる
ことを目的としています。ご自身で
は健康に自信があり、特に自覚症
状のない方でも、定期的な健康診
断は重要です。人間ドックによって
専門的・科学的な判断がなされ、ご
自身の身体について正しい認識を
お持ち頂くことは、今後も生き生きと
元気に生活するために必要不可欠
と言えるのではないでしょうか。呼
吸器専門病院の使命として考案し
た、当院しかできないメニューをご
用意しております。

＜人間ドック＞ ￥30,000（税別）

一般健診の検査項目に加え、上
部消化管内視鏡検査・頭部MRI・胸
部CT・肺機能検査・腹部エコーが

セットになり、総合的に検査できる
充実のメニューとなっております。

◆◆◆こんな方におすすめ◆◆◆
 35歳以上である
これまでに会社や自治体の健康

診断しか受診したことがない
急に体重が増えた・減った
肉中心の食事を摂っている
家族や親せきにがん・高血圧症・

糖尿病を患っている人がいる

＜COPDドック＞ ￥30,000（税別）
COPD（閉塞性肺疾患）は、喫煙に

よって生じる肺の疾患です。煙草の
煙を長期間吸入することで、じわじ
わと肺が破壊され気道が狭くなり、
咳や痰などの初期症状が現れます。
風邪症状がなかなか治らないと
思っていたら、じつはCOPDだったと

いうケースも少なくありません。また
階段や坂道などで息切れすると
いった症状も見られます。

メニューには、一般健診の検査項
目に加え、右心カテーテル検査・肺
機能検査・心臓エコーを盛り込み、
COPDの検査・診断を正確に行うこと
が可能なメニューとなっております。

◆◆◆こんな方におすすめ◆◆◆
喫煙者または喫煙経験がある
咳や痰が出る
すぐに息切れする
呼吸時にゼイゼイ・ヒューヒューと

音がする

＜肺がんドック＞ ￥30,000（税別）

肺がんの初期は自覚症状がなく、
早期発見が難しいとされています。
一般的に行っている胸部レントゲン
検査では、初期の肺がんを発見す
ることは困難であり、肺の細部にわ
たって調べるCT検査が不可欠です。

また肺がんは、他の臓器へ転移
することが早く、対応が遅れると手
術での対応が困難となります。

メニューには、一般健診の検査項
目に加え、気管支内視鏡検査・全
身MRI・胸部CT・腫瘍マーカー検査

を盛り込み、がんの早期発見・予防
をサポートするメニューとなっており
ます。

◆◆◆こんな方におすすめ◆◆◆
喫煙者または喫煙経験がある
 40歳以上である
粉塵などを吸い込みやすい環境

にある
家族や親戚にがんを患っている

人がいる

＜呼吸器総合ドック＞
￥80,000（税別）

「COPDドック」と「肺がんドック」を

組み合わせ、さらに睡眠時無呼吸
症候群の原因や重症度を調べる
「終夜睡眠ポリグラフィー検査（PSG
検査）」も実施する、 1泊2日の宿泊
メニューとなっております。

病気の予防や早期発

見・早期治療のため、
力強い味方になってく
れるのが人間ドックです。

是非お気軽に、主治
医または総合受付まで
お問い合わせください。

<豆知識>
ナスは水分が約94％であるため、「栄養が少ない！」と思われがちな野菜です。
しかし、カルシウム・鉄・カリウム・ビタミン・食物繊維など栄養はしっかりと含まれています。

また、紫色色素の「ナスニン」には血栓予防・コレステロール値の低下・眼精疲労改善効果が
あります。

揚げナスの中華風マリネ

＜材料（1人分）＞
1個

たまねぎ 1/8個

砂糖 少々
しょうゆ 大さじ1/2
酢 大さじ1/2
揚げ油 適宜

★

＜作り方＞
①ナス：へたを落として縦半分に切り、斜めに切る。

たまねぎ：薄くスライスする。
②中温の揚げ油でなすを色よく揚げる。
③①のたまねぎ、②のナスを★に漬け込み、冷蔵庫で冷やす。

①

②

③

④


