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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

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）

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）

-
奥田/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

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）

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）

佐野

（循環器内科）

第4

診察室

● 10月 7日（土） はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 齊藤 休診
● 10月 17日（火） はるひ呼吸器病院 呼吸器内科 齊藤 休診

※ はるひ呼吸器病院 内科 中嶋医師は、10月11日（水）が最終診察日になります。

市民公開講座
11月18日（土）に当院の齊藤院長が市民公開講座を開催します。「肺がんってどんな病気―増え続ける肺がん患者―」を

テーマに講演します。

肺がんは、高齢になるほど発症率も高くなります。肺がんの症状とそれに対する最新治療を学びましょう。

みなさまのご参加、お待ちしています。

日時 2017年11月18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 『肺がんってどんな病気？

－増え続ける肺がん患者－』

講師 はるひ呼吸器病院 院長 齊藤 雄二

定員 先着40名（事前予約制）参加無料 ※ 軽食付き

予約締切日 2017年11月9日（木）17時まで

※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)

対象期間：2017年10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。

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 前

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

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。

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9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→

※休診・代診のお知らせ

休診日：日曜日・祝日

※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。

講師：院長 齊藤 雄二

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

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

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

↓ ↓ ↓ ↓
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View39アレルギー対象 アレルゲンの一部

月号

2017年

Vol.16



210mm 210mm

今月の一品

＜材料＞ 1人分

茄子 1/2個
ピーマン 1個
ごま油 少々

出汁 大さじ５
醤油 大さじ１
みりん 大さじ1/2
塩 少々

＜作り方＞

①調味料を鍋に入れ一煮立ちさせる。
②茄子は乱切り、ピーマンは食べやすい大きさに切る。
③②をごま油で炒める。
④③に①を入れ冷ます。
⑤最後にごまをふる。

＜豆知識＞

茄子とピーマンは共に油との相性が良く、炒め物に使うと良いです。
茄子の皮は「ナスニン」というポリフェノールの一種が含まれ抗酸化作用があります。
ナスニンはビタミンCと一緒に摂ることで効果が増すので、今回はビタミンC量がト
マトの４倍、レモンの２倍と言われるピーマンと合わせました。

法人の話 第16回「アレルギー科」

7月より、特定健診を実施しております。

特定健診は、40歳から74歳のすべての被保険者・被扶養者を対象に行われます。通称”メタボ健診”

と呼ばれ、死亡原因の約6割を占めている生活習慣病の原因である、生活習慣を見直すための手段です。

特定健康を実施した結果、メタボリックシンドローム該当者及びその予備群となった方々に対して、

お一人お一人の状態にあった生活習慣の改善に向けたサポート（特定保健指導）を実施しております。

当院では、清須市・北名古屋市・豊山町の特定健診を実施しております。国保の方の特定健診は12

月末までです。また、協会けんぽの方の特定健診も受診券に”集合B”と記載されていれば受診頂けます。

実施にはご予約が必要になります。お気軽に総合受付までお問い合わせください。

市民公開講座を開催しました！

Ｑ Ａ＆

アレルギー科とは、アレルギー疾患を扱う科目です。

一概にアレルギーと言っても様々です。一般的にはよく知られる花粉症や

食物アレルギーを思い浮かべると思いますが、実は喘息や皮膚炎、風邪のよ

うな症状などもアレルギーが原因で起こっている場合があります。しかし、

「この症状は○○によってこういうアレルギーが起こっている！」と自覚す

ることは難しいのです。そのためアレルギーを引き起こしている物質や環境

（アレルゲンといいます。）が何なのかを正確に調べる為には検査を行う必

要があります。

代表的な検査は、血液検査になります。血液中のIgEというタンパク質の量

を調べることで、アレルギー反応があるかどうか、反応の度合いはどれほど

かを調べることができます。このIgEが血液中に多すぎるということは、異物

が体内に侵入してきた時に必要以上に攻撃してしまうアレルギー症状がでて

しまうことを示しています。

・毎年同じ時期に目のかゆみ、鼻水が出る

・動物に近寄ると肌に湿疹が出る

・豚肉を食べるといつもおなかをこわす

等

こうした症状が現れた場合は当院の呼吸器内科を受診ください。当院の呼

吸器内科医である齊藤院長、米田医師はアレルギー科専門医の資格を有して

います。また、その他の呼吸器内科医もアレルギー疾患に関する知識をもっ

ています。何かお体に不調があれば医師に一度お話ししていただく事をおす

すめします。

茄子とピーマンのだし浸し

炒りごま 少々

9月9日（金）はるひ呼吸器病院にて第2回市民公開講座を行いまし

た。今回の講座は、『「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、当院の

病理部長である堤医師が講演しました。

病理医は顕微鏡を用いた病理検査から、臨床医の確定診断への助言

を述べるため、ドクターズ・ドクターとも呼ばれています。患者さま

と接する機会が少ない科目の医師ですが、堤医師は通常の病理医と違

い“顔の見える病理医”を信条にあげ活動をしてきました。

今回の講座では、序盤に堤医師の活動の一環であるオーボエ演奏を

行い、その後、病理医の特徴、日本と米国の

病理医の違い、病理医の職務について説明を

行いました。終盤は、堤医師の患者さまとの

かかわりについて実体験に基づいた講演を行

い終幕となりました。

参加者からは、「病理医について理解が深

まった」「堤医師の人柄が伝わってきた」等

の感想を頂きました。堤医師は、病気につい

てのよろず相談も承っております。料金、予

約方法については、総合受付までお問い合わ

せください。

View39って何？

今回の表紙にもなっている「View39」ですが、これはアレルギー検査の名称です。

アレルギーに対する原因物質、つまりアレルゲンが何なのかを特定するための血液検査で、39種類

のアレルゲンに対するアレルギー反応を検査することができます。一般的に多くみられるアレルゲン

をまとめたものになっており、食べ物で言えば「そば」や「大豆」、吸い込んでしまうものだと「ス

ギ花粉」や「犬猫の毛」などに対するアレルギー検査をまとめて行います。

また、この検査は保険を適用できるため、1項目ずつアレルゲンの検査を行う場合に比べて比較的安

価なのが特徴です。項目を選んでアレルギー検査を行った場合だと13種類のアレルゲンを選んだ場合

とview39が同じ価格になります。

豊富な種類のアレルギー検査をまとめて受けられますので、「何かに対してアレルギーがあるかも

しれない」とご心配の場合などは、お気軽に医師にご相談ください。

お済みですか？特定健診は12月末までです！


