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当院でのワクチン個別接種

ワクチン接種を行っています !!
桃井病院では引き続き新型コロナウイルスワクチンの個別接種を行っています。接種日程はワクチ
ンの供給状況により変わります。ワクチン接種は完全予約制です。ワクチン接種に関するお問い合わせ、
ご予約や変更手続きなどは専用ダイヤルまでご連絡ください（桃井病院での直接のご予約や変更はお
受けできませんのでご了承ください）。
ワクチン接種当日のお願い
持ち物

服装

御嵩町新型コロナ専用ダイヤル

0574-66-1450 0574-66-1455
● 接種券
● 予診票（事前に記入してご持参ください） 御嵩町以外の方は各市町村にお問い合わせください
※ ご自宅にて体温測定をお願いします
● 本人確認ができるもの
健康保険証・運転免許証など
● お薬手帳など服薬内容のわかるもの
第 14 号のクロスワードの答え
● 肩を出しやすい服装
● マスクの着用

A ～ C をつないでできる言葉
『ゴウド（顔戸）
』
※ 1 のタテのカギとヨコのカギが
逆になっていました。
申し訳ございませんでした。
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7月より入院セットサービスを導入しています!!
入院の際に必要となる衣類やタオル類、日用品、紙おむつ等を、サービス運営会社である
株式会社トーカイが１日単位で貸与する入院セットサービスを７月より導入しています。
導入の目的は①入院時の必要物品の購入が不要となり、患者様・ご家族様の負担を軽減す
るため ②私物の持ち込みを減らし、専門業者による清潔で安心な衣類・日用品を使用するこ
とで新型コロナウイルス感染対策や院内感染予防を図るため です。
入院セット

日額 374 円（定額制）

衣類・タオル類・日用品（ティッシュペーパー、歯ブラシ、シャンプー、ボディーソープ、ひげそりなど）
紙おむつ A セット（通常・多い方用）

日額 429 円（定額制）

おむつ・リハビリパンツ・尿とりパッド
紙おむつ B セット（少ない方用）

日額 231 円（定額制）

おむつ・リハビリパンツ・尿とりパッド
当院では今後も患者様・ご家族様が安心して入院治療に専念していただけるよう、医療・
介護サービスの改善・向上に努めてまいります。

第 14 回

入退院支援室
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 14 回は入退院支援室です。

入退院支援室は令和 2 年から当院の転院窓口として始まり
ました。現在、当院の入退院支援室は御嵩町の地域密着病院
としての役割を担うべく、県立多治見病院、木沢記念病院、
可児とうのう病院、東可児病院、土岐総合病院、犬山中央病
院等の地域医療支援病院と連携し、転院のお手伝いをさせて
いただいております。
また、当院では十分な治療が提供できず、他院での治療をご希望される場合は、適切な治
療が受けられる病院へスムーズに転院していただけるよう連携・調整しております。
当院退院後の在宅生活、施設入所等に関するご相談も、当院の居宅介護支援事業所、訪問
看護ステーション、訪問リハビリテーションおよび町内外
の介護事業所と連携し、様々なニーズに対応してまいりま
すので、お気軽にお声掛けください。
患者様、ご家族様が住み慣れた地域で安心して療養して
いただけることを目指してまいります。よろしくお願いい
たします。
桃井病院 入退院支援室 0574-67-2108（担当：岩室・谷口・宮地）
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“たずねこ” もも の

教えて ! ドクター !!

心エコー編

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 14 回は『心エコー』についてです。
もも 心エコーってどんな検査なの？
西尾 心臓超音波検査ともいって、超音波（人間の耳では聞こえないとても高い音）を使って
超音波（人間の耳では聞こえないとても高い音）を使って
心臓を診る検査だよ。ベッドの上で仰向けまたは横向きに寝てもらって、30
～ 60 分
心臓を診る検査
程度で終わる検査だよ。
もも 心エコーで何がわかるの？
西尾 心臓の大きさや形、さらには壁の動きや血液の流れる様子も動画で見られるんだよ。
心臓の大きさや形
壁の動きや血液の流れる様子も動画で見られる
『心不全』って聞いたことあるよね !? 心不全になると心臓が弱って、心臓が大きくなっ
心不全になると心臓が弱って 心臓が大きくなっ
たり、壁が薄くなったりするんだよ。
たり 壁が薄くなったりする
また、心臓には血液を効率よく送り出すための大動脈弁や、血液の逆流を防ぐための僧
帽弁、三尖弁といった弁があるんだけど、ドップラーエコーを使うと血液の流れ（向き
ドップラーエコーを使うと血液の流れ（向き
や速さ）も見えるから、
『心臓弁膜症』という弁の病気もわかるんだよ。
や速さ）も見える
『心臓弁膜症』という弁の病気もわかる
生まれつき心臓の壁に穴が開いているような先天性の心臓病もわかるんだよ。
生まれつき心臓の壁に穴が開いているような先天性の心臓病もわかる
もも 検査はつらくないの？
西尾 検査時間が少し長くなったり、胸に機械を当てるときに少し痛くてつらいと感じること
もあるかもしれないけど、そのときは遠慮せずに教えてね。
もも どういう人が受けるといいの？
西尾 こんな人はいないかな？ チェックしてみてね。
□ 最近、動悸や息切れがする。胸が痛むことがある。
□ お医者さんに心臓に雑音があると言われた。
□ 健康診断で心電図に異常があると言われた。
□ 血圧が高い。コレステロールや中性脂肪の値が高い。
糖尿病と言われている。

思い当たる方はお気軽にご相談くださいね。
心エコーに関するお問合せ 0574-67-2108（総合受付）
今回の『心エコー編』の質問には、西尾斉医師が回答し
ました。
エコー検査は放射線も使わず、安心して受けられる検査
です。身体にも負担の少ない検査ですので、チェックシー
トに当てはまった方はぜひ一度ご相談くださいね。

桃井病院 外来診療担当表

太陽社電気
中

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）

向陽中学校

御嵩小学校

21

至 可児

至
土岐

桃井病院 コーヨー薬局
桃井病院
デイケアセンター

郵便局

中公民館

駅
口
嵩
御

午後の部
受付時間 15:30 ～ 17:30（診療時間 16:00 ～ 18:00）

原時計店

東濃信金
願興寺

御嵩駅

至
バイパス

桃井病院付近詳細地図
21

向陽中学校

御嵩小学校

太陽社電気

井尻

中

バロー

至 可児

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

中公民館

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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併設

21
可児
御嵩
バイ
パス

口駅
御嵩

東海環状道
パチンコウィング ミニストップ

訪問診療・訪問リハビリテーション
訪問栄養指導

原時計店

御嵩駅

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）

桃井病院

至 土岐

至 可児

至 八百津
大庭

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

看護師［訪問看護］（常勤）
看護師または准看護師［デイケア］
（常勤またはパート）
理学療法士［病院・デイケア］（常勤）
生活相談員［デイケア］（常勤）
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）
送迎運転手［デイケア］（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）

お手軽万能食材『納豆』の効果的な食べ方とは !?
新型コロナウイルスに効果があるかはわかりませんが、納豆特有のナットウキナーゼは血栓を溶かす
働きがあり、心筋梗塞にも効果があるスーパー酵素なんです。効果的に摂取する方法をご紹介します !!
①常温で食べましょう !!
冷蔵庫から出して 20 分ほど置いてから食べましょう。熱に弱いため、加熱調理や熱々のごはんに
のせないようにしましょう（ごはんにのせる場合はごはんを少し冷ましてから）。
②ひきわり納豆を選びましょう !!
ひきわり納豆の方が表面積が大きく、納豆菌がつくるナットウキナーゼが多くなります。
③夕食で食べましょう !!
血栓は寝ている深夜から早朝に一番できやすいと言われています。
納豆は意外とカロリーがお高め。1 日１～ 2 パックにしましょう。
注意
抗血栓薬・ワーファリンを服用している方は納豆の摂取を避けましょう。
発行
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