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設置された新しい CT

CT が新しくなりました !!
桃井病院では 2020 年 11 月 19 日より、新しい CT（Computed Tomography：コンピュータ
断層診断装置）を導入しました。この CT は以前のものと比べ、充実した性能を備えています。
CT の更新により、低ノイズ・低被ばく・高画質かつ短時間での検査が可能となり、患者様に優し
い撮影が行えます。金属アーチファクト（散乱線やノイズ）除去等の新しい技術も搭載されています。
通常の検査に加え、体脂肪解析や LAA 解析といった検査も行うことができます。体脂肪解析とは、
腹部 CT 画像から内臓脂肪と皮下脂肪の割合を解析するものです。特に内臓脂肪は生活習慣病などの
リスクに関係しています。LAA 解析とは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の一つの徴候である肺気腫の
状態を解析するものです。主に喫煙を原因として破壊された部分に色を付けて表示します。
これからも新しい医療機器や技術を採り入れながら、地域の患者様のお役に立てるよう努力してま
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デイケアセンターにて敬老会開催 !!
新型コロナウィルス感染拡大の影響により、各種行事が軒並み中止となっています。御嵩
町でも町主催の敬老会が今年は中止となってしまいました。デイケアセンターの利用者様の
中にも、毎年敬老会への参加を楽しみにされていた方もいらっしゃいました。
そこで 9 月 21 日『敬老の日』に、桃井病院デイケアセンターにて敬老会を行いました。
職員による和太鼓演奏や、音楽に合わせて利用者様と職員が一緒に踊ったりと、感染対策
をとりながら、また短い時間ではありましたが、利用者様の笑顔があふれ、楽しいひととき
を過ごしていただきました。
3 時のおやつには、
『敬老の日』を祝して紅白
まんじゅうをお配りしました。

第 11 回

デイケアセンター
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 11 回はデイケアセンターです。

桃井病院デイケアセンターは新病棟（現在の南
病棟）建設に合わせて、2008 年に開設しました。
デイケア（通所リハビリテーション）とは、介
護保険のサービスの一つで、ご自宅で生活されて
いる方に通っていただき、送迎や入浴、食事、リ
ハビリテーション、レクリエーションなどを提供
します。
桃井病院デイケアセンターは御嵩町内唯一の通所リハビリテーション事業所で、デイサー
ビス（通所介護）とは異なり、リハビリテーション専門職や看護職を重点的に配置し、理学
療法士や作業療法士による個別リハビリテーション、看護師による医療的ケアを実施してい
ます。また、利用者様の“できる動作”を活かす介護に努めています。
1 日の利用定員は 40 名で、リハビリテーションの必要性が高い利用者様や、医療依存度
の高い利用者様を積極的に受け入れています。
桃井病院デイケアセンターのご利用をご希望される方は、ご担当のケアマネジャー様まで
ご相談ください。まだ介護認定を受けていない場合は、桃井病院居宅介護支援事業所までご
相談ください。

桃井病院デイケアセンター 0574-68-0018
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“たずねこ” もも の

教えて ! ドクター !!

皮ふトラブル編

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 11 回は『皮ふトラブル』についてです。
もも 毎年、冬になると身体中がかゆくなって困るんだけど、これってどうしてなの？
西野 冬になると冷えや寒さで血液の循環が悪くなるんだよ。
『しもやけ』もその一つだよ。
冷えや寒さで血液の循環が悪くなる
また、寒風にさらされると皮ふの機能が低下して、皮ふの油分が少なくなったり、汗が
皮ふの油分が少なくなったり、汗が
出にくくなったりするんだよ。そのため、皮ふの表面が乾燥して、
『かさつき』『かゆみ』
出にくくなったりする
皮ふの表面が乾燥して、
『あかぎれ』などになりやすいんだよ。皮ふ全体をおおっているバリア機能は年齢ととも
『あかぎれ』などになりやすい
バリア機能は年齢ととも
に低下するからお手入れが必要なんだよ。
に低下するからお手入れが必要
もも どんなお手入れをすればいいの？
西野 乾燥肌には『保湿』が一番大事だよ。でも、ただ単に『保湿』するだけでは根本的な解
乾燥肌には『保湿』が一番大事
決にはならないんだよ。日常生活の中にもできるだけ乾燥させない対策を取り入れよう。
日常生活の中にもできるだけ乾燥させない対策を取り入れよう
① お部屋の乾燥対策
加湿器を使う。加湿器がなければ濡れタオルをかけておくだけでも
効果あり。
② お風呂の乾燥対策
お湯が熱すぎるとお肌を急激に乾燥させてしまうから、お湯は 38
～ 39 度に。
ナイロン製のタオルやブラシは使わず、身体は手で洗うように。
③ お風呂あがりの乾燥対策
身体についた水分をバスタオルでゴシゴシと拭かないように。
濡れた状態の肌にオイルなどを付けてなじませよう。

もも かゆくてガマンできないときはどうしたらいいの？
西野 かゆくてガマンできないときは、ぬり薬をつけるのが一番だよ。かきむしってしまうと
ぬり薬をつけるのが一番
お肌の乾燥をさらに悪化させてしまうんだよ。病院ではかゆみを抑える薬や保湿効果の
病院ではかゆみを抑える薬や保湿効果の
高いクリームなども処方できるから、
「かゆみくらいで病院に行ってもいいの？」なんて
高いクリームなども処方できる
遠慮しないで、受診してね。
皮ふトラブルに関するお問合せ 0574-67-2108（総合受付）
今回の『皮ふトラブル編』の質問には、西野正路理事長
が回答しました。
毎年、冬になるとかゆくなるという方は、寒くなる前に
しっかりと皮ふのお手入れを行いましょう。
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訪問看護ステーション
デイケアセンター
居宅介護支援事業所

古屋敷

至 多治見

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
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訪問診療・訪問リハビリテーション
訪問栄養指導

至 可児

パチンコウィング ミニストップ
可児御嵩 IC

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）
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至 土岐

至 可児

至 八百津

◆ 介護支援専門員（常勤）
◆ 臨床検査技師（パート）

各1名

◆ 介護福祉士または介護員［デイケア］（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）

訪問看護ステーションにて実習中 !!
岐阜医療科学大学から学生さんが桃井病院訪問看護ステーションに実習に来られています。初々しい
学生さんが訪問看護師とともに同行訪問し、学ばれています。訪問された利用者様・
ご家族様も、「孫が来たようだ」と、とても喜ばれ、笑顔があふ
れていました。
桃井病院での実習の経験を活かして、今後の医療・看護へと
つなげていってほしいですね。私たち訪問看護師もあらためて
振り返りができる良い機会となりました。
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