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みたけの森にて

看護部長よりご挨拶
桃井病院 副院長

看護部長 清水 敏惠

「うちの病院に来て助けてくれないか」と、故桃井知良先生にお声かけ
いただき、少しの期間でという条件で入職し、振り返ると 12 年目を迎
えました。大規模病院での経験しかない私が、人生最後の職場として桃
井病院で役立てるだろうかと不安でした。この病院をどのような組織に
育てていくかと考えたとき、まずは地域の皆様が困ったときに「桃井病
院ならなんとかしてくれる」と考えていただけることが大事なことではないかと思っています。
人がその人らしく生きることが難しい時代になっています。当院では最近、“看取り（終末期）”を
迎える患者様をお世話することが多くなりました。そこにはそれぞれに複雑な事情があります。私た
ち職員はこの現実の中でも、お一人おひとりに心を寄せ、丁寧に接していきたいと頑張っております。
当院ではデイケアセンターや訪問看護ステーション、訪問診療、訪問リハビリテーション、居宅介
護支援事業所など地域へのサービス事業の拡充も大きな目標としています。まだまだ力不足ではあり
ますが、多くの皆様の応援をいただきながら成長してゆくことを職員一同努力してまいります。
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デイケアセンターで運動会を開催！
6 月 18 日（月）・19 日（火）の 2 日間、桃井病院デイ
ケアセンターにて運動会が開催されました。運動会は毎年
恒例のイベントで、今年で 12 回目となりました。
今年の運動会は『今こそ みせましょう リハビリの成果
を』をテーマに、紅白二組に分かれた利用者様たちがそれ
ぞれ一丸となり、趣向を凝らした競
技で普段のリハビリの成果を存分に
発揮されていました。
見事勝利したチームも、惜しくも
敗れたチームも、利用者様の笑顔が
あふれ、ワールドカップや梅雨空に
も負けない、熱い二日間となりまし
た。

第1回

事務部門

総合受付

外来受付、外来会計、入院会計などを行っ
ています。親切・丁寧かつ温かみのある対応
を心掛けています。

毎号 1 部署ずつ桃井病院各部門をご紹介し
ていきます。記念すべき第 1 回は事務部門です。

総務

施設管理、経理などを行っています。
桃井病院の中心となる北棟は故桃井知良前
理事長が平成元年に建てた想い入れのある建

また、各種予防接種や健康診断なども行っ

物です。それ以降、平成 12 年と平成 19 年

ておりますので、お気軽にお声かけください。

にそれぞれ増築を行い、現在に至ります。長
い年月を経て、あちらこちらで老朽化が進ん
でいますが、桃井前理事長の想い出がたくさ
ん詰まった施設ですので、大事に維持管理に
努めています。
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“たずねこ” もも の

教えて ! ドクター !!

胃カメラ編

尋ねる猫“たずねこ”のももが、桃井病院で行っている治療や検査について医師に質問し、皆様
に情報をお届けします。第 1 回は『胃カメラ』についてです。
もも 胃カメラはどんなときに受ける検査なの？
西野 胃や腸などの消化器官の病気の早期発見・治療をするための
検査だよ。
①みぞおちのあたりに痛みがある。
②胸やけやもたれ感がある。
③食欲不振や体重減少がある。
④過去に胃潰瘍や十二指腸潰瘍にかかったことがある。
こんな症状がある方は検査を受けることを考えてほしいな。
黒い便が出る方
黒い便が出る方は、胃や十二指腸から出血しているかも
しれないので、緊急検査をすることもあるよ。
ピロリ菌
もも 胃カメラ検査でピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）の感染がわかるって聞いたけど、
ピロリ菌ってどんなものなの？
西野 ピロリ菌は、日本では 50 歳以上の約 80％が感染しているといわれている細菌だよ。
いろんな病気の原因になりやすい
ピロリ菌が胃の中にいるだけでは症状はないけれど、いろんな病気の原因になりやすい
胃がんの
99％はピロリ菌が関連している
から注意が必要なんだよ。胃がんの 99％はピロリ菌が関連していると言われていて、
ピロリ菌に感染していない人に比べて胃がんになるリスクが 20 ～ 30 倍も高くなると
言われているんだ。胃・十二指腸潰瘍や胃ポリープもピロリ菌が原因になりやすいんだ
ピロリ菌の除菌治療をするためには、胃カメラなどで検査する必要がある
よ。ピロリ菌の除菌治療をするためには、胃カメラなどで検査する必要があるんだよ。
もも 胃カメラってどんな検査なの？
西野 「内視鏡」という先端にカメラが付いた細いチューブを口から挿入して、テレビモニター
検査の時間
に食道や胃、十二指腸の内部を映し出し、直接観察して診断する検査だよ。検査の時間
はおよそ 10 分くらい
分くらい。必要によって胃粘膜の一部を採取して組織検査をしたり、精密
検査を追加することもあるよ。
もも 胃カメラって痛くないの？
西野 「胃カメラ」と聞くと、つらくて怖い検査だなと感じる方もいらっしゃいますね。しかし
検査の前には喉の麻酔もする
昔に比べてチューブはとても細くなっているし、検査の前には喉の麻酔もするから、
希望される方は
“オェ”となる嘔吐反射は出にくくなっているから心配いらないよ。希望される方は
麻酔で眠っている間に検査を行うこともできる
麻酔で眠っている間に検査を行うこともできるんだよ。
もも 胃カメラを受けるにはどうしたらいいの？
胃カメラ検査は完全予約制
西野 桃井病院では胃カメラ検査は完全予約制になっているんだ。胃カメラ検査を希望される
方は診察のときに医師に相談してね。わからないことは電話でも聞くことができるよ。
胃カメラに関するお問合せ 0574-67-2108（総合受付）
今回の『胃カメラ編』の質問には、西野正路理事長が
回答いたしました。
桃井病院では毎週火曜日に西野医師、木曜日（月 2 回）
に権田医師による胃カメラ検査を行っています。
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◆ 看 護 師 （常勤またはパート） いずれも
◆ 介護福祉士（常勤またはパート）
若干名
◆ 介 護 員 （常勤またはパート）
詳細はお気軽にお問い合わせください
TEL 0574-67-2108（担当：大塚・清水）

いきいき健康まつりに服部院長が参加しました
5 月 27 日（日）に御嵩町保健センターで行われた『いきいき健康まつり』に服部光爾院長が参加
し、血糖値測定や健康相談などでご協力させていただきました。
病院の外来とは異なる雰囲気の中、普段は話せない心配事などもお気軽にご相
談いただけたのではないでしょうか。
今後も服部院長はじめ桃井病院職員一同は、こうしたイベ
ントや地域行事などにも積極的にご協力させていただきたい
と考えております。
発行

医療法人 忠知会

桃井病院

〒505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中 2163
桃井病院
TEL 0574-67-2108 FAX 0574-67-4533
E-MAIL hp.momoi-hp@outlook.jp HP http://www.momoi-hp.com/

