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　トヨタ記念病院は病院の理念として、“安心して

受けられるよい医療”を掲げています。よい医療と

は具体的にどのようなものなのでしょうか？医療の

内容さらにその質について評価をすることはなか

なか困難であり特に医療関係者以外の患者さま、

ご家族にとってはわかりにくいものです。

　最近、医療の質を数値化して測定することが日本

においても国を挙げてはじめられています。それが

臨床指標（質評価指標）です。今回、一般の方が当院の「医療の質」をわか

りやすい情報としてとらえていただけるよう代表的な臨床指標30を選

んで病院ホームページで公開しました。今後は順次公開する指標を増や

していく予定です。

「医療の質」を測り、公開へ

安田 武司　
副院長

経営スタッフからこんにちは

〒471-8513　愛知県豊田市平和町1-1　TEL.0565-28-0100（代）
予約センター　　　  フリーダイヤル　0120-489-587
予約受付時間　8：30～16：00まで、翌日以降予約（１ヵ月以内）は11：00～16：00 
　　　　　　　　※診察券をお持ちの方はお手元にご準備の上でお電話をおかけください。
健診センター　TEL.0565-24-7153　http://www.toyota-mh.jp/

当院では、FAXによる紹介予約に加え、インターネットによる予約システムを導入しています。
詳細は下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ／トヨタ記念病院　地域医療連携室　TEL.0565-24-7136
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私たちは患者さまの権利を尊重します。

患者さまへの
お願い

患者さまへの
お願い

『糖』のこと

①最善の医療を平等に受ける権利があります。
②治療方法について必要な情報を得て、
　自ら治療方法を選択することができます。
③プライバシーが保護される権利があります。
④診療情報の開示を求める権利があります。

休診日（土・日以外） １０月１０日（月）、１２月２３日（金）、2９日（木）、３０日（金）です。

①医療安全の確保についてご協力ください。
②病院内におけるルール、治療における注意事項をお守りください。
③お気づきの点、改善した方がよいと思われる点など、
　ご意見をお寄せください。
④研究や教育にご理解をお願いします。
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編集／企画グループ

　血液中を流れる『糖』（ブドウ糖）は、筋肉や脳など全身のエネル
ギー源として利用され、直ぐに使われない『糖』は肝臓や筋肉に貯蔵
されます。人間ドックでは、こうした代謝調整ができているかどう
かを血液や尿検査で確認しています。『糖』の代謝調整ができず、血
液中の『糖』の値が異常を示すようになると『糖尿病』が疑われます。

　みなさんの結果はいかがですか？｢血糖が高い｣・｢少し高め｣と言
われても、まだ大丈夫だと思っていませんか？血糖が高い状態を放
置し、糖尿病が進行すると３大合併症と言われる末梢神経障害・網膜
症・腎症や、さらに高血圧や動脈硬化など全身へ影響が広がります。
糖尿病も早期発見・早期受診が大切です。人間ドックの結果が「再
検査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となっている場合は受診を
お勧めします。

★空腹時血糖（FBS） 70～109mg/dl 

　食事の影響を除いた状態（絶食）で血液中のブドウ糖の濃度を測定します。

★ヘモグロビンＡ１ｃ 4.3～5.8％　　

　赤血球に含まれるヘモグロビンに糖が結合したものです。
　赤血球の寿命が120日程度あるためその間の血液中の糖の変
　化を反映します。

★尿糖（－）陰性

　普通、尿中に糖は出ませんが、血液中の糖の量が160～180mg/ｄｌ
　を超えると尿にもれ出すといわれています。

　当クリニックでは、患者さま目線に立った診療
を心掛け、患者さまの訴えの中から病気の原因を
引き出し、最適な治療を行うために、診療時間を
十分にかけるようにしています。いろいろな疾患
の患者さまがお見えになりますが、総合的な診療
を通して、その中で専門性や緊急性の高い疾患を
見逃さないように、いちはやくトヨタ記念病院の
ような大きな病院に紹介できるよう努めており
ます。
　このような地域医療連携では、いかに患者さま
の負担を減らせるかが重要です。医療機関の間で
の救急患者さまの迅速な受け入れや、情報の共
有ができてこそ、患者さまのことを第一に考えた

理想の地域医療連携が実現するものと考えてお
ります。
　また、病気治療には心のケアも欠かせません。
当クリニックでは患
者さまがリラックス
し安らげるクリニック
づくりを心掛け、地域
に根差した家庭医と
して、患者さまから
選ばれるクリニック
をめざしていきたい
と思っています。

浅井クリニック／豊田市

院長／浅井敏郎
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■診療科目／内科・外科・皮膚科・
　　　　　　 脳神経外科・放射線科・
　　　　　　リハビリテーション科　　　
■所 在 地／豊田市中根町永池175-1
■電話番号／0565-53-7711 
■受付時間／ 8：15～12：00
　　　　　　15：15～19：00 
■休診日／水・土曜日の午後、日曜日、祝日

地域医療機関の皆様へ

患者さま第一を考えた診療体制や雰囲気づくりで、地域に根差した選ばれる家庭医に。

＜主な検査項目と基準値＞

※基準値は当院のものです

「市民公開講座」のご案内

応募資格

お問合せ先

ya-saiyo-tmh@mail.toyota.co.jp
※処遇等の詳細は当院ホームページをご覧ください

看護師・助産師募集看護師・助産師募集

健診結果の見方 　  その③

　当院は国より「災害拠点病院」に指定されております。「災害拠点病院」は地域の医療機関を支援する機能を有する
病院で、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院として位置づ
けられています。
　また、県外で大規模災害が発生した場合、厚生労働省の指揮のもと被災地に出動し、被災患者の医療活動にあたります。

病棟（変則2交替）
勤務可能な方

病院見学
随時対応

トヨタ自動車(株)
メディカルサポート部　人事グループ

 担当 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

消防、地域の医療機関、愛知県医師会などからの要請で被災患者の受入のため
全ての外来診療を中止して緊急医療体制に入ります。

県内で災害発生の場合

DMATチーム
災害発生直後の被災地における
医療活動（48時間）　　

JMATチーム
被災地の避難所などに継続した
医療支援活動　　

外来スタッフ全員で被災患者の受入に備える　　
入院患者の中で医師の判断のもと帰宅可能な患者は全て帰宅指示　　　　　　

厚生労働省の指揮に基づき被災地に向けて
速やかに医療チームを派遣します

県外で災害発生の場合

院外の治療ゾーンで応急処置　

緊 急

医 療 体 制

電気＝自家発電で約5日間対応可　　水＝3日分のタンク容量に加え､工水、井戸水も飲料水に変換できるろ過装置設置　
酸素＝3日分　　薬品・医療材料＝5日分　　簡易ベッド＝160台　　
食料＝2500人×3日分（アルファー米､パン､水など）　　
緊急移動手段＝オフロードバイク､マウンテンバイク､ノーパンク自転車など　
　　

地域医療機関からの要請または直接来院された被災患者に対し
てはトリアージ※で治療の優先順位に基づいて治療にあたります。

災害に備えた

体 制

軽　症　

中等症

重　症

院内の治療ゾーンで治療

院内の治療ゾーンで治療､手術
※災害時は手足の骨折も軽症扱い

と　き

ところ

9月14日（すでに終了）10月12日、11月9日、12月14日、1月11日、2月15日 
いずれも水曜日、午前10時～12時

トヨタ記念病院　２階視聴覚室

内　容 病院などでボランティア活動をするための基礎的な知識と技術の習得

対　象 ボランティア活動に興味のある方 講　師 トヨタ記念病院職員ほか

参加費 無料 定　員 先着20名

氏名、住所、電話番号をファックスでみつわ会事務局　城（しろ）　TEL：24-7169　FAX：24－7178申込み・問合せ　

たちくらみ

しびれ・痛み
尿蛋白・腎機能低下

目のかすみ
　・視力低下

＜糖尿病3大合併症＞

網膜障害
神経障害

腎障害

Q&AQ&AQ&A
「受診時定額負担制度」とは？
　厚生労働省による『社会保障と税の一体改
革』で、外来患者さまが受診したとき従来の窓
口負担とは別に、定額の上乗せ料金を徴収する
制度で、1回100～200円程度を想定して
おり、2015年度をめどに実施を目指している。
　広く追加負担をもとめることにしたのは、
ここで得られる数千億円の財源を、月額の医
療費負担に上限を定めた「高額療養費制度」
の見直しや、難病等の重い病気の患者さまの
負担を軽減するためとされている。

医療用語の

＜病院ボランティア養成講座のお知らせ＞

日　時 2011年11月19日（土） 14：30～17：00（開場14：00～）   

場　所 JAあいち豊田本店「ふれあいホール」

テーマ 慢性腎臓病（CKD）ってご存知ですか？～あなたの腎臓だいじょうぶ？～

講演者 トヨタ記念病院 腎・膠原病内科医師 服部涼子 他

参加方法 当日会場へ直接お越しください。

参加費 無料定　員 600名

～（社）豊田加茂医師会主催　当院スタッフが講演します～

お問い合わせ先：（社）豊田加茂医師会　TEL：0565-31-7711

　中学生の職場体験学習が6月
から8月にかけて行われました。
将来看護師を希望されている生
徒さんたちが中央材料室で作業
補助の体験をいたしました。
実際の業務を体験することで
将来の夢が
より具体的
になったよ
うです。

「職場体験」

※トリアージとは、医師による症状の確認と治療の
　優先順位づけです。重症患者を最優先します。

企画グループ　黒河　文雅

210210207



整 形 外 科

耳鼻咽喉科

泌 尿 器 科

呼吸器外科

消化器外科

産 婦 人 科

　ただ、何事もいいことばかりではないのと同様、内視鏡下

手術にも良くない面があります。予期せぬ出血を起こすこと

がありますし、起きた時は大事に至るリスクが高いことや、思

わぬ合併症に悩むこともあります。術者には相応の腕や経験

と忍耐が必要とされますし、手術時間も長く掛かります。それ

でもこうして普及しているということは、そのデメリットを凌

駕するメリットを多くの医師や患者さまが認めている証で

しょう。

現在、トヨタ記念病院で行われている内視鏡下手術としては、

が挙げられます。

　手術を受ける際には、内視鏡下手術についても十分説明を

受け、納得いただいた上でこの方法を選択するのも、術後の

生活の質を保つ上で重要だと思います。

※1　低侵襲化： 手術・検査などに伴う痛み、発熱・出血などをできる
　　　　　　　　だけ少なくする医療

　　　　　

　　　　　医師　山川　洋右

　最近、検査や手術の低侵襲化※1が様々な分野の診療で図ら

れています。特に手術に際しては、各種の内視鏡と専用機器を

用いた、内視鏡下手術の実施件数が毎年増加しています。内視

鏡下手術は、内臓に対しては大きく切開する従来の開胸手術

や開腹手術と同じことをするのに、内臓への到達経路を極力

小さくすることで、皮膚や筋肉への損傷を減らして、手術全体

の低侵襲化を図るものです。　

　私の呼吸器外科医としての経験でも、同じ肺癌手術をして

いるのに、内視鏡下手術（胸腔鏡下手術）の患者さまは、以前

大学病院で袈裟懸けに大きく切っていた開胸手術の患者さま

より、はるかに回復が早く、良いと感じます。また、自身、患

者として、トヨタ記念病院整形外科で膝関節の手術を内視鏡

下（関節鏡）で受けましたが、手術に伴う傷の引きつれ（瘢痕）も

ほとんど無く、今でも十分テニスを楽しめる等、大きな恩恵を

受けています。

緩 和 ケ ア
チ ー ム 　
　トヨタ記念病院緩和ケアチームは2005年2月か
ら活動を開始し、今年で７年目になりました。身体担
当医師４名、精神担当医師２名、緩和ケア認定看護師
１名、看護師４名、薬剤師２名、臨床心理士２名、管理
栄養士１名のチームで、入院がん患者さまの身体的、
精神的苦痛に対し、主治医や病棟看護師と共にケア
を提供させていただいております。

緩和ケアとは

　緩和ケアは、苦痛を取り除き、患者さまとご家族にとって

可能な限りその人らしく快適な生活を送れるようにする

ケアです。治療ができないから緩和ケアが始まるわけで

はありません。診断された時から治療とともにスタート

し、治療と並行して行われます。苦痛を伴う症状を緩和す

れば、治療に向かう

力がわいてきます。

そして、身体のつらさ、

気持ちのつらさに

様々な職種がチーム

で対応します。

痛みの緩和

　緩和ケアでは、痛みを取り除くことを第一に考えてい

ます。痛みのコントロールでは、しばしば「医療用麻薬」が

使われます。医療用麻薬は痛み止めとしてとても有効な

薬です。痛みが強くなればそれにあわせて薬を増やすこと

ができ、上限がありません。しかし、麻薬中毒のイメージ

から使うことを敬遠して、痛みを我慢する方もいます。痛

みがある状態で使用すると中毒にならないことがわかっ

ています。副作用の便秘や嘔気などには、様々な薬や

対処法で対応していきます。医療用麻薬を正しく使い、

痛みを取り除いて、日常生活が支障なく送れることは延命

につながります。

 

緩和ケア外来

　緩和ケア外来を2011年4月から開設しました。

はじめに
　いまや、２人に１人が

「がん」になるといわれ

る時代で、「がん」は慢

性疾患といわれていま

す。治療成績がよく

なっている「がん」も増

えてきました。生活の質を大事にしながら「がん」とうまくつき

あっていく時代へと変化しつつあります。今回は、がん治療の

３本柱のひとつである化学療法について、ご紹介します。

　「抗がん剤」と聞くと、「入院が長い」「副作用がつらい」と

いったイメージがありませんか？最近では、治療方法や副作用

を抑える薬の進歩により、入院せずに外来で治療が受けられ

るようになってきました。

化学療法とは
　化学療法とは、ある種の化学物質を用いて行う薬物療法の

ことをいいますが、今日では化学療法というと「抗がん剤によ

るがん薬物療法」をさす場合が多くなっています。がんの種類

や状態、また患者さまの健康状態によって、選択される治療法

や薬剤は異なります。

化学療法の目的
　化学療法は、がんの種類や進行具合によって異なりますが、

次のような目的で行われます。
　● がんを治癒させるため
　● 手術前にがんを小さくするため
　● 術後の転移や再発を防ぐため
　● がんの進行を遅らせるため
　● がんによっておこっている症状を和らげるため

主な投与方法
　● 内服治療－カプセルや錠剤、散剤など定期的に服用します
　● 注射－点滴や静脈注射
　● 治療によっては携帯用ポンプを使用し数日間持続的に注射
      することもあります
　● がんの種類によっては、動脈内、腹腔や胸腔内に投与するこ
      ともあります

～当院の化学療法室～
　現在、当院では乳がんや大腸がんをはじめ、さまざまながん

に対して１ヶ月に約200件の化学療法を外来で行っていま

す。がんとうまくつきあうためには、副作用をコントロールしな

がら治療を受けることが大切です。安全を第一に、安心して外

来治療が受けられるよう、経験豊富な専任スタッフが働いて

います。外来の治療は仕事をしながら、家庭で日常生活を送り

ながら治療を続けられるため、療養生活の質（QOL）を維持向

上できます。また、カツラや副作用対策グッズなどの展示も

行っており、患者さまやご家族の方々に必要な支援をおこなっ

ています。さらに、高額療養費の請求など社会資源の利用に

ついては医療ソーシャルワーカーが相談にのるなど、いろいろ

な職種の医療スタッフが協力して、よりよい治療生活がおくら

れることをめざしています。長期にわたる療養生活には、地域

連携パスなどを活用し

て、地域の病院や診療

所との連携や情報交

換などを積極的にお

こなっています。

どのような治療をどの位の間隔でいつまで投与するかは、

がんの種類や治療目標、抗がん剤の種類により決めます。

また、副作用を考慮して計画的に投与スケジュールを立てます。

化学療法のはなし

内視鏡下手術
について

化学療法

対 象 者 がんに伴う苦痛症状のある方、その家族

診察時間 毎週木曜日１３：３０～１６：３０完全予約制
（初診の方は第二・四・五週）

担 当 者
担当医師：辻副院長
担当看護師：加藤看護主任（緩和ケア認定看護師）
　　　　　 成瀬看護主任

場　　所 受付：F受付　 診察：外科診察室 

予約方法

①当院主治医が受診予約をする
②本人、家族が予約センターで予約する
③かかりつけ医が地域医療連携室へ連絡する
ただし、当院主治医の副科依頼、または、他院
かかりつけ医の診療情報提供書が必要です

緩和ケア認定看護師　加藤　久美子

薬の種類によっては、抜けないものもあります。
個人差はありますが、抜けても治療が終われば
3～6ヵ月で生えてきます。

化学療法の副作用で脱毛しますか？1Q
A

がん化学療法看護認定看護師　福田  仁代

A 2010年より効果の優れた吐き気止めが使えるよ
うになりました。また気分を鎮めたりする薬も使う
ことで、数年前に比べて格段に吐き気の対策はよ
くなっています。症状がでても、１日のなかで食べ
られる時間はあります。数日間は口当たりのよい
もので補って、症状が過ぎるのをまちましょう。

吐き気がつらいと聞きますが…？Q2

「開胸手術」 「内視鏡下手術」

＜化学療法室＞

＜化学療法室 受付＞

膝関節鏡手術

鼻腔・副鼻腔内視鏡手術

経皮的腎臓・尿管手術・経尿道的尿管・膀胱・前立腺手術

胸腔鏡下肺癌手術・胸腔鏡下縦隔手術・
胸腔鏡下気胸手術

腹腔鏡下胃癌手術・腹腔鏡下大腸癌手術・
腹腔鏡下胆嚢摘出術

腹腔鏡下子宮手術・腹腔鏡下卵巣手術・等々

よくきかれるがん化学療法　Q&A
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耳鼻咽喉科

泌 尿 器 科

呼吸器外科

消化器外科

産 婦 人 科

　ただ、何事もいいことばかりではないのと同様、内視鏡下

手術にも良くない面があります。予期せぬ出血を起こすこと

がありますし、起きた時は大事に至るリスクが高いことや、思

わぬ合併症に悩むこともあります。術者には相応の腕や経験

と忍耐が必要とされますし、手術時間も長く掛かります。それ

でもこうして普及しているということは、そのデメリットを凌

駕するメリットを多くの医師や患者さまが認めている証で

しょう。

現在、トヨタ記念病院で行われている内視鏡下手術としては、

が挙げられます。

　手術を受ける際には、内視鏡下手術についても十分説明を

受け、納得いただいた上でこの方法を選択するのも、術後の

生活の質を保つ上で重要だと思います。

※1　低侵襲化： 手術・検査などに伴う痛み、発熱・出血などをできる
　　　　　　　　だけ少なくする医療

　　　　　

　　　　　医師　山川　洋右

　最近、検査や手術の低侵襲化※1が様々な分野の診療で図ら

れています。特に手術に際しては、各種の内視鏡と専用機器を

用いた、内視鏡下手術の実施件数が毎年増加しています。内視

鏡下手術は、内臓に対しては大きく切開する従来の開胸手術

や開腹手術と同じことをするのに、内臓への到達経路を極力

小さくすることで、皮膚や筋肉への損傷を減らして、手術全体

の低侵襲化を図るものです。　

　私の呼吸器外科医としての経験でも、同じ肺癌手術をして

いるのに、内視鏡下手術（胸腔鏡下手術）の患者さまは、以前

大学病院で袈裟懸けに大きく切っていた開胸手術の患者さま

より、はるかに回復が早く、良いと感じます。また、自身、患

者として、トヨタ記念病院整形外科で膝関節の手術を内視鏡

下（関節鏡）で受けましたが、手術に伴う傷の引きつれ（瘢痕）も

ほとんど無く、今でも十分テニスを楽しめる等、大きな恩恵を

受けています。

緩 和 ケ ア
チ ー ム 　
　トヨタ記念病院緩和ケアチームは2005年2月か
ら活動を開始し、今年で７年目になりました。身体担
当医師４名、精神担当医師２名、緩和ケア認定看護師
１名、看護師４名、薬剤師２名、臨床心理士２名、管理
栄養士１名のチームで、入院がん患者さまの身体的、
精神的苦痛に対し、主治医や病棟看護師と共にケア
を提供させていただいております。

緩和ケアとは

　緩和ケアは、苦痛を取り除き、患者さまとご家族にとって

可能な限りその人らしく快適な生活を送れるようにする

ケアです。治療ができないから緩和ケアが始まるわけで

はありません。診断された時から治療とともにスタート

し、治療と並行して行われます。苦痛を伴う症状を緩和す

れば、治療に向かう

力がわいてきます。

そして、身体のつらさ、

気持ちのつらさに

様々な職種がチーム

で対応します。

痛みの緩和

　緩和ケアでは、痛みを取り除くことを第一に考えてい

ます。痛みのコントロールでは、しばしば「医療用麻薬」が

使われます。医療用麻薬は痛み止めとしてとても有効な

薬です。痛みが強くなればそれにあわせて薬を増やすこと

ができ、上限がありません。しかし、麻薬中毒のイメージ

から使うことを敬遠して、痛みを我慢する方もいます。痛

みがある状態で使用すると中毒にならないことがわかっ

ています。副作用の便秘や嘔気などには、様々な薬や

対処法で対応していきます。医療用麻薬を正しく使い、

痛みを取り除いて、日常生活が支障なく送れることは延命

につながります。

 

緩和ケア外来

　緩和ケア外来を2011年4月から開設しました。

はじめに
　いまや、２人に１人が

「がん」になるといわれ

る時代で、「がん」は慢

性疾患といわれていま

す。治療成績がよく

なっている「がん」も増

えてきました。生活の質を大事にしながら「がん」とうまくつき

あっていく時代へと変化しつつあります。今回は、がん治療の

３本柱のひとつである化学療法について、ご紹介します。

　「抗がん剤」と聞くと、「入院が長い」「副作用がつらい」と

いったイメージがありませんか？最近では、治療方法や副作用

を抑える薬の進歩により、入院せずに外来で治療が受けられ

るようになってきました。

化学療法とは
　化学療法とは、ある種の化学物質を用いて行う薬物療法の

ことをいいますが、今日では化学療法というと「抗がん剤によ

るがん薬物療法」をさす場合が多くなっています。がんの種類

や状態、また患者さまの健康状態によって、選択される治療法

や薬剤は異なります。

化学療法の目的
　化学療法は、がんの種類や進行具合によって異なりますが、

次のような目的で行われます。
　● がんを治癒させるため
　● 手術前にがんを小さくするため
　● 術後の転移や再発を防ぐため
　● がんの進行を遅らせるため
　● がんによっておこっている症状を和らげるため

主な投与方法
　● 内服治療－カプセルや錠剤、散剤など定期的に服用します
　● 注射－点滴や静脈注射
　● 治療によっては携帯用ポンプを使用し数日間持続的に注射
      することもあります
　● がんの種類によっては、動脈内、腹腔や胸腔内に投与するこ
      ともあります

～当院の化学療法室～
　現在、当院では乳がんや大腸がんをはじめ、さまざまながん

に対して１ヶ月に約200件の化学療法を外来で行っていま

す。がんとうまくつきあうためには、副作用をコントロールしな

がら治療を受けることが大切です。安全を第一に、安心して外

来治療が受けられるよう、経験豊富な専任スタッフが働いて

います。外来の治療は仕事をしながら、家庭で日常生活を送り

ながら治療を続けられるため、療養生活の質（QOL）を維持向

上できます。また、カツラや副作用対策グッズなどの展示も

行っており、患者さまやご家族の方々に必要な支援をおこなっ

ています。さらに、高額療養費の請求など社会資源の利用に

ついては医療ソーシャルワーカーが相談にのるなど、いろいろ

な職種の医療スタッフが協力して、よりよい治療生活がおくら

れることをめざしています。長期にわたる療養生活には、地域

連携パスなどを活用し

て、地域の病院や診療

所との連携や情報交

換などを積極的にお

こなっています。

どのような治療をどの位の間隔でいつまで投与するかは、

がんの種類や治療目標、抗がん剤の種類により決めます。

また、副作用を考慮して計画的に投与スケジュールを立てます。

化学療法のはなし

内視鏡下手術
について

化学療法

対 象 者 がんに伴う苦痛症状のある方、その家族

診察時間 毎週木曜日１３：３０～１６：３０完全予約制
（初診の方は第二・四・五週）

担 当 者
担当医師：辻副院長
担当看護師：加藤看護主任（緩和ケア認定看護師）
　　　　　 成瀬看護主任

場　　所 受付：F受付　 診察：外科診察室 

予約方法

①当院主治医が受診予約をする
②本人、家族が予約センターで予約する
③かかりつけ医が地域医療連携室へ連絡する
ただし、当院主治医の副科依頼、または、他院
かかりつけ医の診療情報提供書が必要です

緩和ケア認定看護師　加藤　久美子

薬の種類によっては、抜けないものもあります。
個人差はありますが、抜けても治療が終われば
3～6ヵ月で生えてきます。

化学療法の副作用で脱毛しますか？1Q
A

がん化学療法看護認定看護師　福田  仁代

A 2010年より効果の優れた吐き気止めが使えるよ
うになりました。また気分を鎮めたりする薬も使う
ことで、数年前に比べて格段に吐き気の対策はよ
くなっています。症状がでても、１日のなかで食べ
られる時間はあります。数日間は口当たりのよい
もので補って、症状が過ぎるのをまちましょう。

吐き気がつらいと聞きますが…？Q2

「開胸手術」 「内視鏡下手術」

＜化学療法室＞

＜化学療法室 受付＞

膝関節鏡手術

鼻腔・副鼻腔内視鏡手術

経皮的腎臓・尿管手術・経尿道的尿管・膀胱・前立腺手術

胸腔鏡下肺癌手術・胸腔鏡下縦隔手術・
胸腔鏡下気胸手術

腹腔鏡下胃癌手術・腹腔鏡下大腸癌手術・
腹腔鏡下胆嚢摘出術

腹腔鏡下子宮手術・腹腔鏡下卵巣手術・等々

よくきかれるがん化学療法　Q&A
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　ただ、何事もいいことばかりではないのと同様、内視鏡下

手術にも良くない面があります。予期せぬ出血を起こすこと

がありますし、起きた時は大事に至るリスクが高いことや、思

わぬ合併症に悩むこともあります。術者には相応の腕や経験

と忍耐が必要とされますし、手術時間も長く掛かります。それ

でもこうして普及しているということは、そのデメリットを凌

駕するメリットを多くの医師や患者さまが認めている証で

しょう。

現在、トヨタ記念病院で行われている内視鏡下手術としては、

が挙げられます。

　手術を受ける際には、内視鏡下手術についても十分説明を

受け、納得いただいた上でこの方法を選択するのも、術後の

生活の質を保つ上で重要だと思います。

※1　低侵襲化： 手術・検査などに伴う痛み、発熱・出血などをできる
　　　　　　　　だけ少なくする医療

　　　　　

　　　　　医師　山川　洋右

　最近、検査や手術の低侵襲化※1が様々な分野の診療で図ら

れています。特に手術に際しては、各種の内視鏡と専用機器を

用いた、内視鏡下手術の実施件数が毎年増加しています。内視

鏡下手術は、内臓に対しては大きく切開する従来の開胸手術

や開腹手術と同じことをするのに、内臓への到達経路を極力

小さくすることで、皮膚や筋肉への損傷を減らして、手術全体

の低侵襲化を図るものです。　

　私の呼吸器外科医としての経験でも、同じ肺癌手術をして

いるのに、内視鏡下手術（胸腔鏡下手術）の患者さまは、以前

大学病院で袈裟懸けに大きく切っていた開胸手術の患者さま

より、はるかに回復が早く、良いと感じます。また、自身、患

者として、トヨタ記念病院整形外科で膝関節の手術を内視鏡

下（関節鏡）で受けましたが、手術に伴う傷の引きつれ（瘢痕）も

ほとんど無く、今でも十分テニスを楽しめる等、大きな恩恵を

受けています。

緩 和 ケ ア
チ ー ム 　
　トヨタ記念病院緩和ケアチームは2005年2月か
ら活動を開始し、今年で７年目になりました。身体担
当医師４名、精神担当医師２名、緩和ケア認定看護師
１名、看護師４名、薬剤師２名、臨床心理士２名、管理
栄養士１名のチームで、入院がん患者さまの身体的、
精神的苦痛に対し、主治医や病棟看護師と共にケア
を提供させていただいております。

緩和ケアとは

　緩和ケアは、苦痛を取り除き、患者さまとご家族にとって

可能な限りその人らしく快適な生活を送れるようにする

ケアです。治療ができないから緩和ケアが始まるわけで

はありません。診断された時から治療とともにスタート

し、治療と並行して行われます。苦痛を伴う症状を緩和す

れば、治療に向かう

力がわいてきます。

そして、身体のつらさ、

気持ちのつらさに

様々な職種がチーム

で対応します。

痛みの緩和

　緩和ケアでは、痛みを取り除くことを第一に考えてい

ます。痛みのコントロールでは、しばしば「医療用麻薬」が

使われます。医療用麻薬は痛み止めとしてとても有効な

薬です。痛みが強くなればそれにあわせて薬を増やすこと

ができ、上限がありません。しかし、麻薬中毒のイメージ

から使うことを敬遠して、痛みを我慢する方もいます。痛

みがある状態で使用すると中毒にならないことがわかっ

ています。副作用の便秘や嘔気などには、様々な薬や

対処法で対応していきます。医療用麻薬を正しく使い、

痛みを取り除いて、日常生活が支障なく送れることは延命

につながります。

 

緩和ケア外来

　緩和ケア外来を2011年4月から開設しました。

はじめに
　いまや、２人に１人が

「がん」になるといわれ

る時代で、「がん」は慢

性疾患といわれていま

す。治療成績がよく

なっている「がん」も増

えてきました。生活の質を大事にしながら「がん」とうまくつき

あっていく時代へと変化しつつあります。今回は、がん治療の

３本柱のひとつである化学療法について、ご紹介します。

　「抗がん剤」と聞くと、「入院が長い」「副作用がつらい」と

いったイメージがありませんか？最近では、治療方法や副作用

を抑える薬の進歩により、入院せずに外来で治療が受けられ

るようになってきました。

化学療法とは
　化学療法とは、ある種の化学物質を用いて行う薬物療法の

ことをいいますが、今日では化学療法というと「抗がん剤によ

るがん薬物療法」をさす場合が多くなっています。がんの種類

や状態、また患者さまの健康状態によって、選択される治療法

や薬剤は異なります。

化学療法の目的
　化学療法は、がんの種類や進行具合によって異なりますが、

次のような目的で行われます。
　● がんを治癒させるため
　● 手術前にがんを小さくするため
　● 術後の転移や再発を防ぐため
　● がんの進行を遅らせるため
　● がんによっておこっている症状を和らげるため

主な投与方法
　● 内服治療－カプセルや錠剤、散剤など定期的に服用します
　● 注射－点滴や静脈注射
　● 治療によっては携帯用ポンプを使用し数日間持続的に注射
      することもあります
　● がんの種類によっては、動脈内、腹腔や胸腔内に投与するこ
      ともあります

～当院の化学療法室～
　現在、当院では乳がんや大腸がんをはじめ、さまざまながん

に対して１ヶ月に約200件の化学療法を外来で行っていま

す。がんとうまくつきあうためには、副作用をコントロールしな

がら治療を受けることが大切です。安全を第一に、安心して外

来治療が受けられるよう、経験豊富な専任スタッフが働いて

います。外来の治療は仕事をしながら、家庭で日常生活を送り

ながら治療を続けられるため、療養生活の質（QOL）を維持向

上できます。また、カツラや副作用対策グッズなどの展示も

行っており、患者さまやご家族の方々に必要な支援をおこなっ

ています。さらに、高額療養費の請求など社会資源の利用に

ついては医療ソーシャルワーカーが相談にのるなど、いろいろ

な職種の医療スタッフが協力して、よりよい治療生活がおくら

れることをめざしています。長期にわたる療養生活には、地域

連携パスなどを活用し

て、地域の病院や診療

所との連携や情報交

換などを積極的にお

こなっています。

どのような治療をどの位の間隔でいつまで投与するかは、

がんの種類や治療目標、抗がん剤の種類により決めます。

また、副作用を考慮して計画的に投与スケジュールを立てます。

化学療法のはなし

内視鏡下手術
について

化学療法

対 象 者 がんに伴う苦痛症状のある方、その家族

診察時間 毎週木曜日１３：３０～１６：３０完全予約制
（初診の方は第二・四・五週）

担 当 者
担当医師：辻副院長
担当看護師：加藤看護主任（緩和ケア認定看護師）
　　　　　 成瀬看護主任

場　　所 受付：F受付　 診察：外科診察室 

予約方法

①当院主治医が受診予約をする
②本人、家族が予約センターで予約する
③かかりつけ医が地域医療連携室へ連絡する
ただし、当院主治医の副科依頼、または、他院
かかりつけ医の診療情報提供書が必要です

緩和ケア認定看護師　加藤　久美子

薬の種類によっては、抜けないものもあります。
個人差はありますが、抜けても治療が終われば
3～6ヵ月で生えてきます。

化学療法の副作用で脱毛しますか？1Q
A

がん化学療法看護認定看護師　福田  仁代

A 2010年より効果の優れた吐き気止めが使えるよ
うになりました。また気分を鎮めたりする薬も使う
ことで、数年前に比べて格段に吐き気の対策はよ
くなっています。症状がでても、１日のなかで食べ
られる時間はあります。数日間は口当たりのよい
もので補って、症状が過ぎるのをまちましょう。

吐き気がつらいと聞きますが…？Q2

「開胸手術」 「内視鏡下手術」

＜化学療法室＞

＜化学療法室 受付＞

膝関節鏡手術

鼻腔・副鼻腔内視鏡手術

経皮的腎臓・尿管手術・経尿道的尿管・膀胱・前立腺手術

胸腔鏡下肺癌手術・胸腔鏡下縦隔手術・
胸腔鏡下気胸手術

腹腔鏡下胃癌手術・腹腔鏡下大腸癌手術・
腹腔鏡下胆嚢摘出術

腹腔鏡下子宮手術・腹腔鏡下卵巣手術・等々

よくきかれるがん化学療法　Q&A
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トヨタ記念病院

2011年秋号

　トヨタ記念病院は病院の理念として、“安心して

受けられるよい医療”を掲げています。よい医療と

は具体的にどのようなものなのでしょうか？医療の

内容さらにその質について評価をすることはなか

なか困難であり特に医療関係者以外の患者さま、

ご家族にとってはわかりにくいものです。

　最近、医療の質を数値化して測定することが日本

においても国を挙げてはじめられています。それが

臨床指標（質評価指標）です。今回、一般の方が当院の「医療の質」をわか

りやすい情報としてとらえていただけるよう代表的な臨床指標30を選

んで病院ホームページで公開しました。今後は順次公開する指標を増や

していく予定です。

「医療の質」を測り、公開へ

安田 武司　
副院長

経営スタッフからこんにちは

〒471-8513　愛知県豊田市平和町1-1　TEL.0565-28-0100（代）
予約センター　　　  フリーダイヤル　0120-489-587
予約受付時間　8：30～16：00まで、翌日以降予約（１ヵ月以内）は11：00～16：00 
　　　　　　　　※診察券をお持ちの方はお手元にご準備の上でお電話をおかけください。
健診センター　TEL.0565-24-7153　http://www.toyota-mh.jp/

当院では、FAXによる紹介予約に加え、インターネットによる予約システムを導入しています。
詳細は下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ／トヨタ記念病院　地域医療連携室　TEL.0565-24-7136

患者さまの
権利

患者さまの
権利

私たちは患者さまの権利を尊重します。

患者さまへの
お願い

患者さまへの
お願い

『糖』のこと

①最善の医療を平等に受ける権利があります。
②治療方法について必要な情報を得て、
　自ら治療方法を選択することができます。
③プライバシーが保護される権利があります。
④診療情報の開示を求める権利があります。

休診日（土・日以外） １０月１０日（月）、１２月２３日（金）、2９日（木）、３０日（金）です。

①医療安全の確保についてご協力ください。
②病院内におけるルール、治療における注意事項をお守りください。
③お気づきの点、改善した方がよいと思われる点など、
　ご意見をお寄せください。
④研究や教育にご理解をお願いします。

発行日／2011年１0月1日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　血液中を流れる『糖』（ブドウ糖）は、筋肉や脳など全身のエネル
ギー源として利用され、直ぐに使われない『糖』は肝臓や筋肉に貯蔵
されます。人間ドックでは、こうした代謝調整ができているかどう
かを血液や尿検査で確認しています。『糖』の代謝調整ができず、血
液中の『糖』の値が異常を示すようになると『糖尿病』が疑われます。

　みなさんの結果はいかがですか？｢血糖が高い｣・｢少し高め｣と言
われても、まだ大丈夫だと思っていませんか？血糖が高い状態を放
置し、糖尿病が進行すると３大合併症と言われる末梢神経障害・網膜
症・腎症や、さらに高血圧や動脈硬化など全身へ影響が広がります。
糖尿病も早期発見・早期受診が大切です。人間ドックの結果が「再
検査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となっている場合は受診を
お勧めします。

★空腹時血糖（FBS） 70～109mg/dl 

　食事の影響を除いた状態（絶食）で血液中のブドウ糖の濃度を測定します。

★ヘモグロビンＡ１ｃ 4.3～5.8％　　

　赤血球に含まれるヘモグロビンに糖が結合したものです。
　赤血球の寿命が120日程度あるためその間の血液中の糖の変
　化を反映します。

★尿糖（－）陰性

　普通、尿中に糖は出ませんが、血液中の糖の量が160～180mg/ｄｌ
　を超えると尿にもれ出すといわれています。

　当クリニックでは、患者さま目線に立った診療
を心掛け、患者さまの訴えの中から病気の原因を
引き出し、最適な治療を行うために、診療時間を
十分にかけるようにしています。いろいろな疾患
の患者さまがお見えになりますが、総合的な診療
を通して、その中で専門性や緊急性の高い疾患を
見逃さないように、いちはやくトヨタ記念病院の
ような大きな病院に紹介できるよう努めており
ます。
　このような地域医療連携では、いかに患者さま
の負担を減らせるかが重要です。医療機関の間で
の救急患者さまの迅速な受け入れや、情報の共
有ができてこそ、患者さまのことを第一に考えた

理想の地域医療連携が実現するものと考えてお
ります。
　また、病気治療には心のケアも欠かせません。
当クリニックでは患
者さまがリラックス
し安らげるクリニック
づくりを心掛け、地域
に根差した家庭医と
して、患者さまから
選ばれるクリニック
をめざしていきたい
と思っています。

浅井クリニック／豊田市

院長／浅井敏郎
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トヨタ記念病院

file.19

■診療科目／内科・外科・皮膚科・
　　　　　　 脳神経外科・放射線科・
　　　　　　リハビリテーション科　　　
■所 在 地／豊田市中根町永池175-1
■電話番号／0565-53-7711 
■受付時間／ 8：15～12：00
　　　　　　15：15～19：00 
■休診日／水・土曜日の午後、日曜日、祝日

地域医療機関の皆様へ

患者さま第一を考えた診療体制や雰囲気づくりで、地域に根差した選ばれる家庭医に。

＜主な検査項目と基準値＞

※基準値は当院のものです

「市民公開講座」のご案内

応募資格

お問合せ先

ya-saiyo-tmh@mail.toyota.co.jp
※処遇等の詳細は当院ホームページをご覧ください

看護師・助産師募集看護師・助産師募集

健診結果の見方 　  その③

　当院は国より「災害拠点病院」に指定されております。「災害拠点病院」は地域の医療機関を支援する機能を有する
病院で、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院として位置づ
けられています。
　また、県外で大規模災害が発生した場合、厚生労働省の指揮のもと被災地に出動し、被災患者の医療活動にあたります。

病棟（変則2交替）
勤務可能な方

病院見学
随時対応

トヨタ自動車(株)
メディカルサポート部　人事グループ

 担当 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

消防、地域の医療機関、愛知県医師会などからの要請で被災患者の受入のため
全ての外来診療を中止して緊急医療体制に入ります。

県内で災害発生の場合

DMATチーム
災害発生直後の被災地における
医療活動（48時間）　　

JMATチーム
被災地の避難所などに継続した
医療支援活動　　

外来スタッフ全員で被災患者の受入に備える　　
入院患者の中で医師の判断のもと帰宅可能な患者は全て帰宅指示　　　　　　

厚生労働省の指揮に基づき被災地に向けて
速やかに医療チームを派遣します

県外で災害発生の場合

院外の治療ゾーンで応急処置　

緊 急

医 療 体 制

電気＝自家発電で約5日間対応可　　水＝3日分のタンク容量に加え､工水、井戸水も飲料水に変換できるろ過装置設置　
酸素＝3日分　　薬品・医療材料＝5日分　　簡易ベッド＝160台　　
食料＝2500人×3日分（アルファー米､パン､水など）　　
緊急移動手段＝オフロードバイク､マウンテンバイク､ノーパンク自転車など　
　　

地域医療機関からの要請または直接来院された被災患者に対し
てはトリアージ※で治療の優先順位に基づいて治療にあたります。

災害に備えた

体 制

軽　症　

中等症

重　症

院内の治療ゾーンで治療

院内の治療ゾーンで治療､手術
※災害時は手足の骨折も軽症扱い

と　き

ところ

9月14日（すでに終了）10月12日、11月9日、12月14日、1月11日、2月15日 
いずれも水曜日、午前10時～12時

トヨタ記念病院　２階視聴覚室

内　容 病院などでボランティア活動をするための基礎的な知識と技術の習得

対　象 ボランティア活動に興味のある方 講　師 トヨタ記念病院職員ほか

参加費 無料 定　員 先着20名

氏名、住所、電話番号をファックスでみつわ会事務局　城（しろ）　TEL：24-7169　FAX：24－7178申込み・問合せ　

たちくらみ

しびれ・痛み
尿蛋白・腎機能低下

目のかすみ
　・視力低下

＜糖尿病3大合併症＞

網膜障害
神経障害

腎障害

Q&AQ&AQ&A
「受診時定額負担制度」とは？
　厚生労働省による『社会保障と税の一体改
革』で、外来患者さまが受診したとき従来の窓
口負担とは別に、定額の上乗せ料金を徴収する
制度で、1回100～200円程度を想定して
おり、2015年度をめどに実施を目指している。
　広く追加負担をもとめることにしたのは、
ここで得られる数千億円の財源を、月額の医
療費負担に上限を定めた「高額療養費制度」
の見直しや、難病等の重い病気の患者さまの
負担を軽減するためとされている。

医療用語の

＜病院ボランティア養成講座のお知らせ＞

日　時 2011年11月19日（土） 14：30～17：00（開場14：00～）   

場　所 JAあいち豊田本店「ふれあいホール」

テーマ 慢性腎臓病（CKD）ってご存知ですか？～あなたの腎臓だいじょうぶ？～

講演者 トヨタ記念病院 腎・膠原病内科医師 服部涼子 他

参加方法 当日会場へ直接お越しください。

参加費 無料定　員 600名

～（社）豊田加茂医師会主催　当院スタッフが講演します～

お問い合わせ先：（社）豊田加茂医師会　TEL：0565-31-7711

　中学生の職場体験学習が6月
から8月にかけて行われました。
将来看護師を希望されている生
徒さんたちが中央材料室で作業
補助の体験をいたしました。
実際の業務を体験することで
将来の夢が
より具体的
になったよ
うです。

「職場体験」

※トリアージとは、医師による症状の確認と治療の
　優先順位づけです。重症患者を最優先します。

企画グループ　黒河　文雅
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　自ら治療方法を選択することができます。
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発行日／2011年１0月1日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　血液中を流れる『糖』（ブドウ糖）は、筋肉や脳など全身のエネル
ギー源として利用され、直ぐに使われない『糖』は肝臓や筋肉に貯蔵
されます。人間ドックでは、こうした代謝調整ができているかどう
かを血液や尿検査で確認しています。『糖』の代謝調整ができず、血
液中の『糖』の値が異常を示すようになると『糖尿病』が疑われます。

　みなさんの結果はいかがですか？｢血糖が高い｣・｢少し高め｣と言
われても、まだ大丈夫だと思っていませんか？血糖が高い状態を放
置し、糖尿病が進行すると３大合併症と言われる末梢神経障害・網膜
症・腎症や、さらに高血圧や動脈硬化など全身へ影響が広がります。
糖尿病も早期発見・早期受診が大切です。人間ドックの結果が「再
検査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となっている場合は受診を
お勧めします。

★空腹時血糖（FBS） 70～109mg/dl 

　食事の影響を除いた状態（絶食）で血液中のブドウ糖の濃度を測定します。

★ヘモグロビンＡ１ｃ 4.3～5.8％　　

　赤血球に含まれるヘモグロビンに糖が結合したものです。
　赤血球の寿命が120日程度あるためその間の血液中の糖の変
　化を反映します。

★尿糖（－）陰性

　普通、尿中に糖は出ませんが、血液中の糖の量が160～180mg/ｄｌ
　を超えると尿にもれ出すといわれています。

　当クリニックでは、患者さま目線に立った診療
を心掛け、患者さまの訴えの中から病気の原因を
引き出し、最適な治療を行うために、診療時間を
十分にかけるようにしています。いろいろな疾患
の患者さまがお見えになりますが、総合的な診療
を通して、その中で専門性や緊急性の高い疾患を
見逃さないように、いちはやくトヨタ記念病院の
ような大きな病院に紹介できるよう努めており
ます。
　このような地域医療連携では、いかに患者さま
の負担を減らせるかが重要です。医療機関の間で
の救急患者さまの迅速な受け入れや、情報の共
有ができてこそ、患者さまのことを第一に考えた

理想の地域医療連携が実現するものと考えてお
ります。
　また、病気治療には心のケアも欠かせません。
当クリニックでは患
者さまがリラックス
し安らげるクリニック
づくりを心掛け、地域
に根差した家庭医と
して、患者さまから
選ばれるクリニック
をめざしていきたい
と思っています。

浅井クリニック／豊田市

院長／浅井敏郎
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■診療科目／内科・外科・皮膚科・
　　　　　　 脳神経外科・放射線科・
　　　　　　リハビリテーション科　　　
■所 在 地／豊田市中根町永池175-1
■電話番号／0565-53-7711 
■受付時間／ 8：15～12：00
　　　　　　15：15～19：00 
■休診日／水・土曜日の午後、日曜日、祝日

地域医療機関の皆様へ

患者さま第一を考えた診療体制や雰囲気づくりで、地域に根差した選ばれる家庭医に。

＜主な検査項目と基準値＞

※基準値は当院のものです

「市民公開講座」のご案内

応募資格

お問合せ先

ya-saiyo-tmh@mail.toyota.co.jp
※処遇等の詳細は当院ホームページをご覧ください

看護師・助産師募集看護師・助産師募集

健診結果の見方 　  その③

　当院は国より「災害拠点病院」に指定されております。「災害拠点病院」は地域の医療機関を支援する機能を有する
病院で、重症・重篤な傷病者を受け入れるなど災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院として位置づ
けられています。
　また、県外で大規模災害が発生した場合、厚生労働省の指揮のもと被災地に出動し、被災患者の医療活動にあたります。

病棟（変則2交替）
勤務可能な方

病院見学
随時対応

トヨタ自動車(株)
メディカルサポート部　人事グループ

 担当 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

消防、地域の医療機関、愛知県医師会などからの要請で被災患者の受入のため
全ての外来診療を中止して緊急医療体制に入ります。

県内で災害発生の場合

DMATチーム
災害発生直後の被災地における
医療活動（48時間）　　

JMATチーム
被災地の避難所などに継続した
医療支援活動　　

外来スタッフ全員で被災患者の受入に備える　　
入院患者の中で医師の判断のもと帰宅可能な患者は全て帰宅指示　　　　　　

厚生労働省の指揮に基づき被災地に向けて
速やかに医療チームを派遣します

県外で災害発生の場合

院外の治療ゾーンで応急処置　

緊 急

医 療 体 制

電気＝自家発電で約5日間対応可　　水＝3日分のタンク容量に加え､工水、井戸水も飲料水に変換できるろ過装置設置　
酸素＝3日分　　薬品・医療材料＝5日分　　簡易ベッド＝160台　　
食料＝2500人×3日分（アルファー米､パン､水など）　　
緊急移動手段＝オフロードバイク､マウンテンバイク､ノーパンク自転車など　
　　

地域医療機関からの要請または直接来院された被災患者に対し
てはトリアージ※で治療の優先順位に基づいて治療にあたります。

災害に備えた

体 制

軽　症　

中等症

重　症

院内の治療ゾーンで治療

院内の治療ゾーンで治療､手術
※災害時は手足の骨折も軽症扱い

と　き

ところ

9月14日（すでに終了）10月12日、11月9日、12月14日、1月11日、2月15日 
いずれも水曜日、午前10時～12時

トヨタ記念病院　２階視聴覚室

内　容 病院などでボランティア活動をするための基礎的な知識と技術の習得

対　象 ボランティア活動に興味のある方 講　師 トヨタ記念病院職員ほか

参加費 無料 定　員 先着20名

氏名、住所、電話番号をファックスでみつわ会事務局　城（しろ）　TEL：24-7169　FAX：24－7178申込み・問合せ　

たちくらみ

しびれ・痛み
尿蛋白・腎機能低下

目のかすみ
　・視力低下

＜糖尿病3大合併症＞

網膜障害
神経障害

腎障害

Q&AQ&AQ&A
「受診時定額負担制度」とは？
　厚生労働省による『社会保障と税の一体改
革』で、外来患者さまが受診したとき従来の窓
口負担とは別に、定額の上乗せ料金を徴収する
制度で、1回100～200円程度を想定して
おり、2015年度をめどに実施を目指している。
　広く追加負担をもとめることにしたのは、
ここで得られる数千億円の財源を、月額の医
療費負担に上限を定めた「高額療養費制度」
の見直しや、難病等の重い病気の患者さまの
負担を軽減するためとされている。

医療用語の

＜病院ボランティア養成講座のお知らせ＞

日　時 2011年11月19日（土） 14：30～17：00（開場14：00～）   

場　所 JAあいち豊田本店「ふれあいホール」

テーマ 慢性腎臓病（CKD）ってご存知ですか？～あなたの腎臓だいじょうぶ？～

講演者 トヨタ記念病院 腎・膠原病内科医師 服部涼子 他

参加方法 当日会場へ直接お越しください。

参加費 無料定　員 600名

～（社）豊田加茂医師会主催　当院スタッフが講演します～

お問い合わせ先：（社）豊田加茂医師会　TEL：0565-31-7711

　中学生の職場体験学習が6月
から8月にかけて行われました。
将来看護師を希望されている生
徒さんたちが中央材料室で作業
補助の体験をいたしました。
実際の業務を体験することで
将来の夢が
より具体的
になったよ
うです。

「職場体験」

※トリアージとは、医師による症状の確認と治療の
　優先順位づけです。重症患者を最優先します。

企画グループ　黒河　文雅

210210207


