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広報誌『春夏秋桃』創刊から 3 周年 !!
なかがわ たかお

桃井病院 広報委員長

中川 貴雄

桃井病院の広報誌『春夏秋桃』は、おかげさまで 2018 年 4 月の創刊から 3 周年を迎えました。
総発行部数も 1 万 4 千部となりました。
『春夏秋桃』の配布・設置にご協力いただいている事業所や
店舗の皆様、ご愛読いただいている皆様に心より感謝申し上げます。
『春夏秋桃』は、各号発行の約 4 ヶ月前から構成などを話
し合い、修正を重ねながら完成させております。桃井病院の
ご紹介をはじめ、行事やお知らせ、発行時期に合わせた病気
や治療、検査に関するお役立ち情報などを掲載しています。
『春夏秋冬』のバックナンバーは桃井病院のホームページ
上で公開しておりますので、今号と併せてご覧いただけると
幸いです。また、
『春夏秋桃』の表紙を飾るお写真も引き続
き募集しております。皆様が御嵩町内で撮影された春夏秋冬
のお写真をぜひお寄せください。

これまでに発行した『春夏秋桃』
これまでに発行した『春夏秋桃』
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オンライン研修会の講師を務めました
コロナ禍で一堂に集まっての研修会は開催が難しく、中止や延期になることが多くなって
います。御嵩町内での研修会も中止を余儀なくされることが続きましたが、このたび新たな
試みとして、御嵩町内の介護事業所のパソコンを繋いでオンライン研修会が行われました。
御嵩町地域リハビリテーション支援活動事業の報告会の後、同事業に関わった当院の中川
貴雄在宅事業部長が講義を担当しました。在宅生活を送られている高齢者や障がいをお持ち
の方の、日常生活動作を改善するための環境整備や動作方法・介助方法のコツについて講義
を行いました。今回の研修会には当院からも介護支援専門員などが参加しました。
新型コロナウイルス感染症が落ち着くまでは、今回の
ようなオンライン形式の研修会が増えていくものと考え
られます。桃井病院の職員も
コロナに負けず、これからも
オンライン研修などで研鑚に
努めてまいります。

第 12 回

訪問リハビリテーション
毎号 1 部署ずつ桃井病院各部門をご紹介していきます。
第 12 回は訪問リハビリテーションです。

訪問リハビリテーションは、桃井病院在宅事業部 4 部門
の一つで、平成 21 年から開始しています。
リハビリテーション専門職である理学療法士や作業療法
士がご自宅へお伺いし、その方の身体状態や生活環境に合
わせたリハビリテーションを提供いたします。皆様が“リ
ハビリ”と聞いてイメージされる筋力や関節の動きなどの
改善のための運動、起き上がりや立ち上がりなどの基本動
作や歩行の練習だけではなく、食事やトイレなどの日常生
活動作の練習、呼吸器疾患をおもちの方への呼吸リハビリ
テーション、ご家族への介助方法の説明や指導、住宅改修や福祉用具についての提案や助言
も行います。
御嵩町内はもとより可児市や八百津町の一部地域にもお伺いしています。
訪問リハビリテーションのご利用をご希望の方は、ご担当のケアマネジャー様にご相談く
ださい。介護認定をまだ受けていない方は桃井病院居宅介護支援事業所までご相談ください。
介護保険対象外の方は、医療保険での訪問も可能ですので、当事業所までご相談ください。
桃井病院訪問リハビリテーション 0574-68-0018［デイケアセンター共通］
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“たずねこ” もも の

教えて ! ドクター !!

たばこの健康被害編

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 12 回は『たばこの健康被害』についてです。
もも 最近、飲食店が禁煙になったり、決められた場所でしかたばこを吸えなくなってきたよ
ね。たばこを吸う人の肩身が狭くなってきているね。
小坂 たばこは「百害あって一利なし」と言われるほど害の多い嗜好品だからね。さらに依存
依存
性も強いので、一度吸い始めるとなかなかやめられないんだよ。たばこを吸うとガンは
性も強いので、一度吸い始めるとなかなかやめられない
たばこを吸うとガンは
もちろん、気管支炎や肺気腫などの呼吸器の病気、動脈硬化症や心筋梗塞などの循環器
もちろん
呼吸器の病気
循環器
の病気にもかかりやすくなるんだよ。でも、さらに深刻なのは、たばこを吸っている人
の病気にもかかりやすくなる
たばこを吸っている人
の周りにも大きな健康被害をもたらしてしまうことなんだ。
の周りにも大きな健康被害をもたらしてしまう
もも 周りにも健康被害があるってどういうことなの？
小坂 『副流煙』って聞いたことあるかな !? たばこの煙には①たばこを吸う人がフィルターを
たばこの煙には①たばこを吸う人がフィルターを
通して吸い込む煙（主流煙）と②たばこの火がついている部分から立ち上る煙（副流煙）
の 2 種類があるんだ。
②の副流煙には①の主流煙の
種類がある
②の副流煙には①の主流煙の 2
2～
～3
3 倍の有害物質が含まれている
倍の有害物質が含まれている
んだよ。だから、副流煙を吸い込んでしまうと、周りの人も害を受けてしまうことになっ
てしまうんだよ。
もも それで分煙の動きが盛んになってきたんだね。
ところで、小坂先生の担当している『呼吸器内科』ってどんな治療ができるの？
「呼吸器の病気」といってもピンとこない
小坂 呼吸に関する臓器の病気を専門に診る科だよ。
呼吸に関する臓器の病気を専門に診る科
人が多いかもしれないね。風邪や急性気管支炎、気管支ぜんそく、肺炎といった病気は
風邪 急性気管支炎 気管支ぜんそく 肺炎
みなさんも聞いたことがあるかもしれないね。その他にも、肺気腫や慢性気管支炎、肺
肺気腫 慢性気管支炎 肺
がんなどいろいろな病気があるんだよ。
がん
例えば、こんな症状のある人はいないかな？
□ たばこを 1 日 1 箱以上、20 年以上吸っている。
□ 坂道を歩くと息切れする。
□ 息を吐くとき、ぜいぜいヒューヒューと音が鳴る。
□ たんに血が混ざる。

このような症状がみられる場合、薬や治療することで症状を和らげることができるかも
薬や治療することで症状を和らげることができるかも
しれないよ。
しれない
たばこの健康被害に関するお問合せ 0574-67-2108（総合受付）
今回の『たばこの健康被害編』の質問には、小坂顕司医師
が回答しました。
桃井病院には呼吸器内科に加え、循環器内科の専門医も
いますので、連携して治療することができます。ぜひ一度
ご相談くださいね。

桃井病院 外来診療担当表
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午前の部
受付時間 8:30 ～ 11:30（診療時間 9:00 ～ 12:00）
土 受付時間 9:30 ～ 11:30（診療時間 10:00 ～ 12:00）
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内科・消化器内科・循環器内科
呼吸器内科 ・ 糖尿病脂質代謝内科
外科 ・ 整形外科・ 皮膚科
リハビリテーション科（リハビリテーション特化型短時間デイケア）

原時計店

中公民館

御嵩駅

パチンコウィング ミニストップ
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古屋敷

至 多治見

至 土岐

至 可児

至 八百津
大庭

ファミリーマート
南山団地入口

至 多治見

広域地図
◆ 駐車場完備
◆ 名鉄広見線 御嵩口駅より徒歩 3 分

◆ 看護師［病棟］
（常勤またはパート）
いずれも
◆ 介護支援専門員（常勤）
若干名
◆ 臨床検査技師（パート）
◆ 介護福祉士または介護員［デイケア・病棟］
（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）

こんなときはどのお茶が最適 !?
朝（起床後）
お食事中
食後
運動後
お風呂上り
発行

緑茶 朝は緑茶に含まれるカフェインですっきりお目覚め。
麦茶

ほうじ茶

麦茶やほうじ茶は、さっぱりした和食から
脂っこい揚げ物までなんにでもピッタリ。

緑茶 緑茶で口の中をさっぱりと。緑茶の成分のカテキンには口臭や虫歯の予防効果も。
麦茶 身体を冷ます効果あり。熱中症予防にも最適。栄養も豊富に含まれています。
麦茶

医療法人 忠知会

桃井病院

ほうじ茶 お休み前はカフェインが気にならない麦茶やほうじ茶で水分補給を。
〒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/

