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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

　　…呼吸器内科

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

夕

方

 17：00 ～ 19：30

（受付 17：00～19：00）

齊藤

岩村
-

齊藤 齊藤

※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。

午

前

 9：00 ～ 12：00

（受付 8：30～11：30）

米田 米田 齊藤 米田 齊藤

休診
齊藤 齊藤

齊藤 直海

佐々木

-

小佐野 佐野

小橋櫻井佐々木

齊藤 小橋

米田

【予約制】

櫻井

はるひ呼吸器病院　外来診察担当表
…内科　 …呼吸器内科　 …消化器内科　 …循環器内科　 …呼吸器外科

岩村
-

岩村

小佐野 直海

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

第3

診察室

加藤

齊藤

第2

診察室

外来診察時間

須ヶ口クリニック　外来診察担当表

第4

診察室
-

                    毎週水曜　 午前　   米田   (呼吸器内科)   ※予約制（初回のみ予約不要）

　　　　　    第２木曜　 午後   　齊藤   (呼吸器内科)　※予約制

専門

外来 セカンドオピニオン外来

禁煙外来

診察担当表 対象期間：2018年8月1日～8月31日

送迎車乗り場

はるひ呼吸器病院 前：

正面玄関 売店前タクシー乗り場

須ヶ口クリニック前：

正面 敷地内駐車場

西春駅：

名鉄西春駅 西口 ロータリー内

須ケ口駅：

名鉄須ケ口駅 南側 ロータリー内

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。

休診日：日曜・祝日

休診日：土曜・日曜・祝日

Facebookページは
こちらから＞＞＞

“ いいね！”お待ちしています♪

※患者さまの症状により、面会時間を
調整させていただく場合がございます
のでご了承ください。

2A・3A病棟 13：00～20：00

3B病棟 15：00～20：00

13：00～20：00土曜・日曜・祝日

平日

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

無料送迎車時刻表 面会時間

呼吸ケア教室（患者さま向け勉強会）
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

疾患について
栄養療法

（食事の工夫）

講師 看護師 理学療法士 薬剤師 医師 管理栄養士

吸入薬について
開催時間

15：00～15：15

テーマ 日常生活の工夫
運動療法

(リハビリ）

発行日：2018年7月25日 発行：医療法人清須呼吸器疾患研究会

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

呼吸ケア管理室が、平日に毎日「呼吸ケア教室」を開催しており、呼吸に関連したテーマを中心に、情報提供を行っています。
テーマに合わせ専門の職員がご質問に対応いたします。
どなたでも参加できます。直接、多目的室（1F 売店横）にお越しください。みなさまのご参加お待ちしています♬

医療法人 清須呼吸器疾患研究会 広報誌

K I Y O S U N O I B U K I
8 2018

VoL.26

■ 2018年 6月よりダイヤ改正

● 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13（月）～15日（水）まで夏期休診とさせていただきます

※交通事情により、発着の遅延、乗降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。

8:20 発 9:40 発

9:20 発 10:05 発

9:50 発 10:30 発

10:15 発 10:55 発

10:40 発 12:05 発

11:05 発

西春駅 西口　発 はるひ呼吸器病院　発

はるひ呼吸器病院 西春駅　西口

8:47 11:25 発

（8:50）

須ケ口駅・須ヶ口クリニック

発

（）内は須ヶ口クリニック出発時刻

須ケ口駅 南口　発

(須ヶ口クリニック 経由)
はるひ呼吸器病院　発

はるひ呼吸器病院

外来診察の
お知らせ

● 8月14日(火) はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 齊藤 休診 → 小橋 代診

● 8月20日(月) はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 小橋 休診 → 直海 代診

● 8月22日(水) はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 小橋 休診 → 櫻井 代診

● 8月25日(土) はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 小橋 休診

特 集9月10日(月)は、
呼吸ケア教室を
お休みさせて
いただきます。
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病院に来院された方を最初にお迎えするのが医療事務課です。

医療事務課は、「受付・会計」、「入院」、「メディカルクラーク」、「健診・人間ドック」のグループに分かれ業

務を行っています。患者さまの不安な気持ちを少しでも和らげることができるよう、笑顔で、親切丁寧な対応を心掛

けています。病院に関することや診療に関することでご不明な点がありましたら、なんでもお気軽にお尋ねください。

今月の

一品 材料 （1人分）

● そうめん…1.5束
● 豚こま…60g ／さっと茹でる
● トマト…小1個 ／サイコロ切り
● オクラ…3本 ／ 茹でて小口切り

作り方

① めんつゆを濃縮タイプの表示どおりにトマトジュースで希釈し(つけめんの割合で希釈)、

分量150cc作る

② そうめんは1分30秒～2分お好みの固さに茹で上げて、流水でもみ洗いし、水切りする

③ 大きめのボールに、②のそうめんを入れ、①のつゆを加えて軽く味をなじませ、材料

の肉・トマト・オクラを合わせる

④ 皿に盛り付ける

DST（認知症ケアサポートチーム）勉強会開催

医療事務課 ✳
✳

診 療 実 績

齊藤院長が、

西名古屋医師会副会長に就任しました。

当院の齊藤院長が西名古屋医師会の副会長に就任しました。

西名古屋医師会は、清須市・北名古屋市・豊山町の地域の医師で

構成された団体です。地域の医療サービスの広域化や災害時の医療

提供体制へ取り組みを行っている会です。

医師同士のネットワークを構築する事で、地域の医師同士がより

よい関係を築くことができ、病診連携・病病連携が促進され地域医

療の充実に繋がります。

当院は今後も、地域へ貢献し社会的使命を果たしていけるよう医

療提供を行っていきます。

2018年7月10日（火）にDST主催の職員向け勉強

会を開催しました。今回の勉強会は、2A病棟主任が

「認知症の基礎的知識について」をテーマに行いました。

当院では、2018年1月よりDST（認知症ケアサポートチーム）活動が

始動しました。DST（dementia&delirium support term）は、医師、

看護師、薬剤師、理学療法士、ソーシャルワーカーで構成されており、

入院中の認知症の患者さまが安心して治療を受けられるようにサポート

を行っています。

今回の勉強会では、認知症のスクリーニング方法、症状、治療方法など認知症についての説明がありまし

た。そのあとに、記憶障害、判断力の低下、見当識障害など脳の神経細胞が壊れることにより直接起こる症

状「中核症状」や、周囲の人との関わりの中で起きてくる症状「BPSD（暴言や暴力、興奮、抑うつ、不眠、

昼夜逆転、幻覚、妄想、せん妄、徘徊、失禁など）」に対するコミュニケーションの工夫について具体的な

対応事例を交えた話があり、参加職員の認知症に対する理解を深める勉強会となりました。

当院では、このような勉強会を通して、職員の知識向上、そして患者さまへの適切なケアの提供に努めて

います。

● つゆ…出来上がり量150cc
● トマトジュース
● めんつゆ(濃縮タイプ)

つゆは、めんつゆのメーカーや種類に合わせて、

トマトジュースで希釈すること

例）３倍濃縮の場合

めんつゆ１：トマトジュース３

トマトの酸味はクエン酸によるものです。クエン酸は疲労回復効果が

あり、トマトのその含有量は野菜類の中でトップを誇ります。さっぱ

りとした口当たりで食べやすく、食欲を増進する効能があり、特に夏

の暑い時期の夏バテ対策など、体力が消耗している時におすすめです。

ポ イ ン ト 豆 知 識

（実人数） （実人数）

□ 2016年5月～2018年6月

1 気管支喘息 524名 1 肺がん 258名 上部内視鏡 605件

2 高血圧症 153名 2 睡眠時無呼吸症候群 164名 下部内視鏡 101件

3 睡眠時無呼吸症候群 145名 3 マイコプラズマ肺炎 102名 嚥下内視鏡 34件

4 咳喘息 99名 4 急性肺炎 98名 気管支内視鏡検査 326件

5 慢性閉塞性肺疾患 95名 5 間質性肺炎 90名

6 胸部異常陰影 64名 6 慢性呼吸不全 79名 PSG（ポリソムノグラフィー）検査 332件

7 ２型糖尿病 61名 7 気管支喘息発作 72名

8 急性肺炎 56名 8 誤嚥性肺炎 58名 間質性肺炎 32件

マイコプラズマ肺炎 52名 9 慢性閉塞性肺疾患 57名 気胸 34件

慢性気管支炎 52名 10 気胸 54名 肺がん 21件

疾患別外来数

9

疾患別入院数 内視鏡検査数

手術実績

PSG検査数

患者さまの受付や外来の会計計算を担当するのが私た

ちの仕事です。様々な事情や不安を抱えて来院される

方に少しでも安心していただけるよう心がけてご対応

させていただいています。

医療機関の診療業務には、カルテ作成、他院への紹介

状作成、診断書の作成、検査結果の説明文書の交付、

病室の手配、オーダーの入力など、多くの事務作業が

あります。私たちメディカルクラークは、こうした診

療にまつわる事務作業の補助を行っています。

患者さまの診察がスムーズに進むようサポートするだ

けでなく、「私達スタッフに会うと安心する」と言っ

ていただけるよう患者さまの心に

寄り添えるクラークを目指しています。

メディカルクラーク担当受付・会計業務

医療事務課とは

急な入院であったり、長期の入院の場合は、不安なお

気持ちで入院されることが多いかと思います。入院担

当は、そうしたお気持ちに寄り添えるよう心がけご対

応をさせていただいております。ご不安な点や確認し

たい事項がございましたら気兼ねなくご質問ください。

また、入院費は、毎月11日（土日祝の場合は翌日）、

退院時は後日当院よりご自宅へ電話連絡させていただ

いております。入院費のお支払いは、ご要望の多かっ

た須ケ口クリニックでのお支払いが出来るようになり

ました。クリニックからのご入院、

クリニックへの通院の患者さまは

是非ご利用ください。

入院担当

利用者の皆さまの病気の早期発見・早期治療へのお手

伝いができるよう日々健康診断の推進に取り組んでい

ます。日本人の３大死因である、がん・心臓病・脳卒

中をはじめとする生活習慣病は、自覚症状がないまま

に進行していくものがほとんどです。

健康診断で体の状態を確認することで、様々な病気を

予防することが可能です。また、病気が発症した場合

でも対応が早いほど健康を取り戻しやすくなります。

当院では様々な要望にお応えできるよう人間ドック、

個人様・企業様の定期健康診断を随時承っています。

少しでも健康に対する悩み・不安がございましたらい

つでもご相談ください。お待ちしています。

健診・人間ドック担当


