
地域医療との
『連携』について

外来受診、入院等に
関する調整等

＜より専門的な治療・検査の実施＞

トヨタ記念病院

地域医療福祉施設

“かかりつけ医”から
トヨタ記念病院へ
精密検査依頼

＜例＞
トヨタ記念病院入院中
で老人保健施設へ転所

＜例＞

前方連携

地域医療連携（各施設がそれぞれの専門分野を生かし、地域全体で患者さまの健康を守るシステム）

“かかりつけ医”への紹介、
転院、転所等に関する調整等

後方連携

かかりつけ医

地域医療福祉施設

かかりつけ医
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　新医師臨床研修医制度が発足し、8年目を迎えま
した。当院では研修医教育に力を注いでいます。今
年も16名の新人医師（歯科も含む）を迎え、フレッ
シュな新人職員と共に、爽やかな新風を注いでくれ
ています。未だじっとりとした梅雨の時期ですが、
Milky way（天の川）の美しい七夕が過ぎると盛夏
がやってきます。新人達が、甲子園球児のごとく汗
を流して診療技術のみならず、接遇やコミュニケー
ション力を身につける季節です。
　「ERトヨタ」は初期研修医が研鑽する重要な場です。昨年度は過去最
高の6,753台の救急車を受け入れしました。当院は県内でも有数の救急
車お断りの少ない病院です。本年4月に救急救命センターの認可を受
け、今まで以上に地域医療に貢献する体制を高めるべくカイゼンを続
けます。患者さまにスマイルを提供するハートのこもった救急診療の指
導を心掛けますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

地域医療と研修医教育に貢献する「ERトヨタ」

岩瀬 三紀
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

『脂質』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） ７月１８日（月）、８月11日（木）、１２日（金）、９月２３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7月1日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　今回は、脂質のうち、『中性脂肪』と『コレステロール』についてお
話します。これらは、活動エネルギーやホルモン、酵素の原料にもな
り、また、細胞膜や血管の修復に使われる等、私たちの身体で欠か
せないものです。

　私達の体にとって大切な『脂質』ですが、健診結果で異常と言わ
れた場合は、話が違います。そのまま放置すると、動脈硬化を進め
てしまう事にもなり、更に進行すると心筋梗塞
や脳梗塞など重篤な病気を引き起こす元凶にな
ります。特に、LDLコレステロールは、動脈硬化
を起こす悪玉中の悪玉です。この結果が、「再検
査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となって
いる場合、放置せず受診をしてください。

3/12～　　  栃木県へＤＭＡＴチームを派遣
4/2～4/6   福島県いわき市へＪＭＡＴチームを派遣、8ヶ所の避難所を毎日巡回して診療活動実施
4/11～4/15 宮城県南三陸町へＪＭＡＴチームを派遣、入谷小学校で診療所を設営し24時間体制
　　　　　　  で診療活動実施

当院では東日本大震災発生直後から被災地に向けて、ＤＭＡＴ、
ＪＭＡＴなどの災害医療支援活動を行っております。

★中性脂肪（TG）30～149mg/dl

　身体のエネルギー源で、肝臓や脂肪に蓄えられます。

★善玉コレステロール（HDL-C）40～96mg/dl　　

　血管に溜まっている余分なコレステロールを回収し、
　肝臓に運び戻してくれます。

★悪玉コレステロール（LDL-C）140mg/dl未満

　肝臓で作られたコレステロールを身体の隅々まで運びます。　
　値が高くなると、動脈硬化が心配です。

　開業して22年、当院では専門の循環器科から内
科、小児科まで、幅広い世代の方々の診療をおこ
なっています。我々の使命は、地域の皆さまが安心
して医療と向き合える体制を整えること。その窓
口となるべく、「心をつなぐ医療」をモットーに、患
者さまの訴えをしっかりと聞き入れる耳を持ち、さ
らには患者さまのご家族とのコミュニケーション
作りに励むことで、かかりつけ医としての信頼を得
られるよう努めています。
　また、トヨタ記念病院には緊急対応をお願いし
たり、精密検査を依頼したりと、様々な患者さまを
紹介させていただいていますが、地域の基幹病院
との病診連携、そして開業医間での診診連携と

いった地域医療連携のさらなる構築も必要です。
　診る側からではなく、患者さまの目線に立った
医療を心掛け、心を、信頼を、地域をつなぐ医療を
通して、地域社会に
貢献できるよう努め
てまいります。

古井医院／豊田市

院長／古井宏彦
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■診療科目／内科・循環器科・小児科　　　
■所在地／豊田市泉町１-３-１　
■電話番号／0565-88-0011 
■診療時間／9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00 
■休診日／土曜日の午後、日曜日、祝日

インターネット予約システムの
ご利用について

心を、信頼を、そして地域をつなぐ医療をめざして

＜基準値と主な働き＞

※基準値は当センターのものです

「災害支援」

災害発生直後から3日間の
初動災害医療支援チーム

1チーム5名（医師2名､看護師2名､事務員1名）

ＤＭＡＴＤＭＡＴ
被災地の医療体制が普及するまでの間の

災害医療支援チーム
1チーム5～6名（医師2名､看護師2名､薬剤師1名､事務員1名）

JMATJMAT

　私たち読み語りのグループは、毎週水曜日13～15
時に、北病棟を中心に活動しています。本を通じて、
入院生活が少しでも和らぐ
ような時間づくりの活動で
す。私たちと一緒に活動し
てみませんか？

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

春木　伸裕　消化器外科

読み語り活動の仲間を募集しています 看護師・助産師募集看護師・助産師募集

お問い合わせは、ボランティア事務局　
前田（0565-24-7169）まで

健診結果の見方 　  その②

患者さまにより良い医療を提供するために、当院と“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設の間で、医療の『連携』を

とっています。

　『連携』には、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設から当院に患者さまを紹介いただく『前方連携』と，外来で

診療、もしくは入院されている患者さまを当院から、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設に紹介し、治療を継続

していく『後方連携』があります。

　当院では、「地域医療連携室」にて、専任のソーシャルワーカー・看護師・事務が患者さまのご希望や事情に合わせ

て患者さまをサポートする体制を整えております。どうぞお気軽に、安心してご相談ください。

　当院ソーシャルワーカーが施設の担当者と相談し、転所後の生活課題（経済的、家族間など）の解決や転所先への

移動方法（介護タクシーの手配方法等）など、患者さま一人ひとりの実情に合わせ提示、相談、対応をしています。

悪　玉

肝　臓

血　管
善　玉

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

2011年7月より当
院に着任いたし
ましたスタッフの
紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

新しい仲間が
増えました。

『後方連携』の一事例　当院から福祉施設（老人保健施設等）に転所される場合

＜HDL（善玉）コレステロールとLDL（悪玉）コレステロールの働き＞

コレステロール

210210207



水分、塩分補給 日よけ対策

適度な休憩

困難なケースは1年間で10人前後（0.15%）と、限りなく

『断らない救急』を実践しています。

　高度な医療提供のみを目的とした高度救命救急センター

もありますが、当院は今後とも１次救急（外来診療のみで治

癒見込み）の患者さまの対応も続けていきます。しかしなが

ら今まで以上に高度医療の提供を必要とする患者さまの増

加も見込まれ、休日・時間外に訪れる外来患者さまや救急車

で搬入された患者さまも含めてトリアージ（緊急性や重症度

などから優先順を決めること）によって、多くの方々にとって

満足のいく治療が受けられるよう配慮していきます。

　トヨタ記念病院は2011年

4月に愛知県から救命救急セ

ンターの指定を受けました。

　『利用される方々の笑顔が

私達の誇りです』の理念の

下、地域住民の皆様に愛さ

れる病院となるよう安心か

つ安全な医療提供に心掛け

ています。

　私達の住む西三河北部地域（豊田市、みよし市）は住宅集

合地域や山間地域まで、かなりの広範囲に診療エリアが及

んでいます。従来より「ERトヨタ」と称する救急外来で

１年間に救急車による搬送患者さま約6,800人を含め、

42,000人以上の方々に時間外診療を行ってきました。

　参考までに、豊田市では1987年に救急車の年間出動件

数が5,000件を、2000年に10,000件を超え、その後も

増え続け2005年には15,000件を超えました。その頃か

ら救急車の適正利用が叫ばれるようになり、ようやく出動

件数の増加傾向に歯止めがかかりました。なお豊田市内で

救急車を要請した患者さまのうち40％以上が当院へ搬送

されています。しかも搬送要請に応えられず受け入れが

救 命 救 急
セ ン タ ー
　2011年４月１日　愛知県より指定され救命救急
センターを開設しました。地域の皆さまへ、救命救急
を通してご支援させていただきます。

　救命救急センター

の診療体制に関して、

外来部門としては救

急科武市科部長をは

じめ3名の救急科医

師が中心となって患

者さまの初期診療に

あたります。しかしな

がら情報量も少なく

症状も判然としない

救急診療においては、

どうしても多くの時間と検査が必要となることがあります。

そのため初期対応については研修医が大きな役割りを果

たしています。彼らは幅広い知識と機動性を発揮して緊急

性・重症度をかんがみつつ、最も必要とされる治療を救急

科医師と検討し皆さんに提供しています。

　また引き続き入院治療が必要な場合は病状にあわせて

専門科の医師の支援を得て、救命救急病棟でその後の病

状の変化に対応できるようにしています。これに加え、集

中治療科林科部長や麻酔

科・循環器科・脳神経外科

の医師らが協力して診療

支援を行います。

【おもな入院対象となる疾患】

○直ちに蘇生法や呼吸・循環の補助を必要とする心肺

停止、ショック

○脳血管障害（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など）

○急性心血管疾患（急性心筋梗塞、不安定狭心症、重症

心不全、解離性大動

脈瘤など）

○呼吸機能の監視を

必要とする呼吸不全

○緊急手術を必要と

する腹膜炎や出血

性病変

○交通事故、災害、転落などによる重症外傷、

特に多発外傷や頭部外傷

○火災や化学災害、毒物への暴露などによる急性中毒

当センターは20床の病棟を有しています。いかなるとき

も不定期での緊急入院に対応するため、たとえ入院当日

であっても病状の安定が得られればお部屋の移動を実

施することがあります。皆様のご理解とご協力をお願い

いたします。

救命救急センター長
佐竹　章

はじめに
　今年も暑い夏がやってきました。日夜、病院で過ごしてい

ると季節の感覚がずれ、熱中症の患者さんの診察とともに

夏の到来を感じるのは職業病でしょうか？今回は熱中症に

ついての理解を深めてみましょう。

熱中症とは
　高温多湿の環境下で生体に発生する障害を「熱中症」とい

います。重症度により（表1）のように分類されますが、適切な

対応を怠ればたちまち悪化し、最重症例では集中治療によっ

ても死亡することも稀ではありません。したがって、予防・早期

発見・早期治療が重要であることを理解してください。

　（表1）の症状欄を見て、いろんな症状があることに気付い

て頂けますか？このように熱中症という単一な症状は無く、

目の前が真っ暗に感じる・疲労感・めまいなど本人しかわか

らない症状も多く、仕事中などでは思いのほかがんばってし

まう傾向があるため、Ⅲ度の症状が出現してから救急車で

運ばれるという例が毎年続出しています。高温多湿な環境

で仕事をされる場合は①事前の飲水、②こまめな休息計画と

充分な水分塩分補給、③声の掛け合い、④異変を認めたら直

ちに冷所に移動しOS-1○等の経口補水液

（市販のスポーツドリンクより塩気が効いてい

ます）を飲むことをお薦めします。
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熱中症のはなし救命救急医療のさらなる
充実をめざして
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熱中症

熱中症の重症度分類

Ⅰ度
（軽症）

眼前暗黒、失神、こむら返り、四肢・腹筋の痙攣、
血圧低下、皮膚蒼白

分　類 症　状 従来の分類

熱痙攣
熱失神

Ⅱ度
（中等症）

強い疲労感、めまい、虚脱感、頭重感、嘔気、嘔吐、
下痢、体温上昇、多量発汗、頻脈 熱疲労

Ⅲ度
（重症）

深部体温39℃（腋窩38℃）以上の高熱と
1.脳機能障害（意識喪失、譫妄状態、特異な言動）
2.肝・腎機能障害
3.血液凝固障害　のうちいずれか

熱射病

（日本神経救急学会）

無効です。むしろ熱を悪化させるとも言われてお
り冷却を優先してください。

熱冷ましの座薬は効きますか？1Q
A

救急科医長　西川　佳友

A ぬるま湯を霧吹きし2～3台の大型扇風機で扇ぐ
という気化熱を利用した冷却法を行っています。
冷水を浴びせない理由は血管が収縮し冷却効率
が悪くなること、冷水にて体の震えが生じ熱産生
をきたすため、霧吹きには40℃程度のぬるま湯が
最適といわれています。

病院での冷却方法を教えてください。Q2

熱中症予防
８カ条

（日本体育協会）

知って防ごう熱中症

熱いとき、無理な運動事故のもと

急な暑さは要注意

失った水と塩分とり戻そう

体重で知ろう健康と汗の量

薄着ルックでさわやかに

体調不良は事故のもと

あわてるな、されど急ごう救急処置

1
2
3
4
5
6
7
8

R

A 本当です。高齢者は熱に対する感受性が悪く、発
汗機能や体温調節機能が鈍化するため不快な高
温多湿な環境に早期に気付かない場合が多いとさ
れ、日中一人になることが多い環境では重症にな
りやすいとされています。一方でエアコンの使用を
避けた方に重症例が多いこともわかっており、夏
場の日中にはエアコンを使用していただくことを
強くお薦めします。

高齢者は家の中にいても熱中症が起こると
聞きましたが本当ですか？

Q3

A 人によっては1時間2L以上の汗を出すため、作業
前に500ml、作業中は1時間ごと500～1000ml
または10～15分ごとに200ml以上の補水が望
ましいと思います。喉の渇きは指標に適さないと
され、自覚する前から持続的に補水することが予
防につながります。作業前の飲水はとくに予防効
果が高いとされています。少なくとも一時的にいく
ら大量に水分補給をしても、これで大丈夫と思わ
ないでください。持続的な頻回の水分と塩分の補
給を心がけてください。
※個人差がありますので補水量は目安ととらえてください。

労作業中は汗をたくさんかきますが
経口補水液はどれぐらい飲めばよいですか？

Q4
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水分、塩分補給 日よけ対策

適度な休憩

困難なケースは1年間で10人前後（0.15%）と、限りなく

『断らない救急』を実践しています。

　高度な医療提供のみを目的とした高度救命救急センター

もありますが、当院は今後とも１次救急（外来診療のみで治

癒見込み）の患者さまの対応も続けていきます。しかしなが

ら今まで以上に高度医療の提供を必要とする患者さまの増

加も見込まれ、休日・時間外に訪れる外来患者さまや救急車

で搬入された患者さまも含めてトリアージ（緊急性や重症度

などから優先順を決めること）によって、多くの方々にとって

満足のいく治療が受けられるよう配慮していきます。

　トヨタ記念病院は2011年

4月に愛知県から救命救急セ

ンターの指定を受けました。

　『利用される方々の笑顔が

私達の誇りです』の理念の

下、地域住民の皆様に愛さ

れる病院となるよう安心か

つ安全な医療提供に心掛け

ています。

　私達の住む西三河北部地域（豊田市、みよし市）は住宅集

合地域や山間地域まで、かなりの広範囲に診療エリアが及

んでいます。従来より「ERトヨタ」と称する救急外来で

１年間に救急車による搬送患者さま約6,800人を含め、

42,000人以上の方々に時間外診療を行ってきました。

　参考までに、豊田市では1987年に救急車の年間出動件

数が5,000件を、2000年に10,000件を超え、その後も

増え続け2005年には15,000件を超えました。その頃か

ら救急車の適正利用が叫ばれるようになり、ようやく出動

件数の増加傾向に歯止めがかかりました。なお豊田市内で

救急車を要請した患者さまのうち40％以上が当院へ搬送

されています。しかも搬送要請に応えられず受け入れが

救 命 救 急
セ ン タ ー
　2011年４月１日　愛知県より指定され救命救急
センターを開設しました。地域の皆さまへ、救命救急
を通してご支援させていただきます。

　救命救急センター

の診療体制に関して、

外来部門としては救

急科武市科部長をは

じめ3名の救急科医

師が中心となって患

者さまの初期診療に

あたります。しかしな

がら情報量も少なく

症状も判然としない

救急診療においては、

どうしても多くの時間と検査が必要となることがあります。

そのため初期対応については研修医が大きな役割りを果

たしています。彼らは幅広い知識と機動性を発揮して緊急

性・重症度をかんがみつつ、最も必要とされる治療を救急

科医師と検討し皆さんに提供しています。

　また引き続き入院治療が必要な場合は病状にあわせて

専門科の医師の支援を得て、救命救急病棟でその後の病

状の変化に対応できるようにしています。これに加え、集

中治療科林科部長や麻酔

科・循環器科・脳神経外科

の医師らが協力して診療

支援を行います。

【おもな入院対象となる疾患】

○直ちに蘇生法や呼吸・循環の補助を必要とする心肺

停止、ショック

○脳血管障害（脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など）

○急性心血管疾患（急性心筋梗塞、不安定狭心症、重症

心不全、解離性大動

脈瘤など）

○呼吸機能の監視を

必要とする呼吸不全

○緊急手術を必要と

する腹膜炎や出血

性病変

○交通事故、災害、転落などによる重症外傷、

特に多発外傷や頭部外傷

○火災や化学災害、毒物への暴露などによる急性中毒

当センターは20床の病棟を有しています。いかなるとき

も不定期での緊急入院に対応するため、たとえ入院当日

であっても病状の安定が得られればお部屋の移動を実

施することがあります。皆様のご理解とご協力をお願い

いたします。

救命救急センター長
佐竹　章

はじめに
　今年も暑い夏がやってきました。日夜、病院で過ごしてい

ると季節の感覚がずれ、熱中症の患者さんの診察とともに

夏の到来を感じるのは職業病でしょうか？今回は熱中症に

ついての理解を深めてみましょう。

熱中症とは
　高温多湿の環境下で生体に発生する障害を「熱中症」とい

います。重症度により（表1）のように分類されますが、適切な

対応を怠ればたちまち悪化し、最重症例では集中治療によっ

ても死亡することも稀ではありません。したがって、予防・早期

発見・早期治療が重要であることを理解してください。

　（表1）の症状欄を見て、いろんな症状があることに気付い

て頂けますか？このように熱中症という単一な症状は無く、

目の前が真っ暗に感じる・疲労感・めまいなど本人しかわか

らない症状も多く、仕事中などでは思いのほかがんばってし

まう傾向があるため、Ⅲ度の症状が出現してから救急車で

運ばれるという例が毎年続出しています。高温多湿な環境

で仕事をされる場合は①事前の飲水、②こまめな休息計画と

充分な水分塩分補給、③声の掛け合い、④異変を認めたら直

ちに冷所に移動しOS-1○等の経口補水液

（市販のスポーツドリンクより塩気が効いてい

ます）を飲むことをお薦めします。
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眼前暗黒、失神、こむら返り、四肢・腹筋の痙攣、
血圧低下、皮膚蒼白

分　類 症　状 従来の分類

熱痙攣
熱失神

Ⅱ度
（中等症）

強い疲労感、めまい、虚脱感、頭重感、嘔気、嘔吐、
下痢、体温上昇、多量発汗、頻脈 熱疲労

Ⅲ度
（重症）

深部体温39℃（腋窩38℃）以上の高熱と
1.脳機能障害（意識喪失、譫妄状態、特異な言動）
2.肝・腎機能障害
3.血液凝固障害　のうちいずれか

熱射病

（日本神経救急学会）

無効です。むしろ熱を悪化させるとも言われてお
り冷却を優先してください。

熱冷ましの座薬は効きますか？1Q
A

救急科医長　西川　佳友

A ぬるま湯を霧吹きし2～3台の大型扇風機で扇ぐ
という気化熱を利用した冷却法を行っています。
冷水を浴びせない理由は血管が収縮し冷却効率
が悪くなること、冷水にて体の震えが生じ熱産生
をきたすため、霧吹きには40℃程度のぬるま湯が
最適といわれています。

病院での冷却方法を教えてください。Q2

熱中症予防
８カ条

（日本体育協会）

知って防ごう熱中症

熱いとき、無理な運動事故のもと

急な暑さは要注意

失った水と塩分とり戻そう

体重で知ろう健康と汗の量

薄着ルックでさわやかに

体調不良は事故のもと

あわてるな、されど急ごう救急処置
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A 本当です。高齢者は熱に対する感受性が悪く、発
汗機能や体温調節機能が鈍化するため不快な高
温多湿な環境に早期に気付かない場合が多いとさ
れ、日中一人になることが多い環境では重症にな
りやすいとされています。一方でエアコンの使用を
避けた方に重症例が多いこともわかっており、夏
場の日中にはエアコンを使用していただくことを
強くお薦めします。

高齢者は家の中にいても熱中症が起こると
聞きましたが本当ですか？

Q3

A 人によっては1時間2L以上の汗を出すため、作業
前に500ml、作業中は1時間ごと500～1000ml
または10～15分ごとに200ml以上の補水が望
ましいと思います。喉の渇きは指標に適さないと
され、自覚する前から持続的に補水することが予
防につながります。作業前の飲水はとくに予防効
果が高いとされています。少なくとも一時的にいく
ら大量に水分補給をしても、これで大丈夫と思わ
ないでください。持続的な頻回の水分と塩分の補
給を心がけてください。
※個人差がありますので補水量は目安ととらえてください。

労作業中は汗をたくさんかきますが
経口補水液はどれぐらい飲めばよいですか？
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病院での冷却方法を教えてください。Q2

熱中症予防
８カ条

（日本体育協会）

知って防ごう熱中症

熱いとき、無理な運動事故のもと

急な暑さは要注意

失った水と塩分とり戻そう

体重で知ろう健康と汗の量

薄着ルックでさわやかに

体調不良は事故のもと

あわてるな、されど急ごう救急処置

1
2
3
4
5
6
7
8

R

A 本当です。高齢者は熱に対する感受性が悪く、発
汗機能や体温調節機能が鈍化するため不快な高
温多湿な環境に早期に気付かない場合が多いとさ
れ、日中一人になることが多い環境では重症にな
りやすいとされています。一方でエアコンの使用を
避けた方に重症例が多いこともわかっており、夏
場の日中にはエアコンを使用していただくことを
強くお薦めします。

高齢者は家の中にいても熱中症が起こると
聞きましたが本当ですか？

Q3

A 人によっては1時間2L以上の汗を出すため、作業
前に500ml、作業中は1時間ごと500～1000ml
または10～15分ごとに200ml以上の補水が望
ましいと思います。喉の渇きは指標に適さないと
され、自覚する前から持続的に補水することが予
防につながります。作業前の飲水はとくに予防効
果が高いとされています。少なくとも一時的にいく
ら大量に水分補給をしても、これで大丈夫と思わ
ないでください。持続的な頻回の水分と塩分の補
給を心がけてください。
※個人差がありますので補水量は目安ととらえてください。

労作業中は汗をたくさんかきますが
経口補水液はどれぐらい飲めばよいですか？

Q4

（表1）

「ERトヨタ」にて

「救命救急病棟」にて

6148 6468
6026

682268226822 20

15

10

5

0

当院の救急車受入お断り件数（率）

2007年2006年 2008年 2009年 2010年

11 11

16

13
9

※豊田消防調べ

0.5%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.0%

（0.18%）（0.18%）
（0.25%）（0.25%）

（0.22%）（0.22%）
（0.13%）（0.13%）（0.19%）（0.19%）

（件）

210 210 207



地域医療との
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関する調整等
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で老人保健施設へ転所

＜例＞

前方連携

地域医療連携（各施設がそれぞれの専門分野を生かし、地域全体で患者さまの健康を守るシステム）

“かかりつけ医”への紹介、
転院、転所等に関する調整等
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トヨタ記念病院

2011年夏号

　新医師臨床研修医制度が発足し、8年目を迎えま
した。当院では研修医教育に力を注いでいます。今
年も16名の新人医師（歯科も含む）を迎え、フレッ
シュな新人職員と共に、爽やかな新風を注いでくれ
ています。未だじっとりとした梅雨の時期ですが、
Milky way（天の川）の美しい七夕が過ぎると盛夏
がやってきます。新人達が、甲子園球児のごとく汗
を流して診療技術のみならず、接遇やコミュニケー
ション力を身につける季節です。
　「ERトヨタ」は初期研修医が研鑽する重要な場です。昨年度は過去最
高の6,753台の救急車を受け入れしました。当院は県内でも有数の救急
車お断りの少ない病院です。本年4月に救急救命センターの認可を受
け、今まで以上に地域医療に貢献する体制を高めるべくカイゼンを続
けます。患者さまにスマイルを提供するハートのこもった救急診療の指
導を心掛けますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

地域医療と研修医教育に貢献する「ERトヨタ」

岩瀬 三紀
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

『脂質』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） ７月１８日（月）、８月11日（木）、１２日（金）、９月２３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7月1日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　今回は、脂質のうち、『中性脂肪』と『コレステロール』についてお
話します。これらは、活動エネルギーやホルモン、酵素の原料にもな
り、また、細胞膜や血管の修復に使われる等、私たちの身体で欠か
せないものです。

　私達の体にとって大切な『脂質』ですが、健診結果で異常と言わ
れた場合は、話が違います。そのまま放置すると、動脈硬化を進め
てしまう事にもなり、更に進行すると心筋梗塞
や脳梗塞など重篤な病気を引き起こす元凶にな
ります。特に、LDLコレステロールは、動脈硬化
を起こす悪玉中の悪玉です。この結果が、「再検
査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となって
いる場合、放置せず受診をしてください。

3/12～　　  栃木県へＤＭＡＴチームを派遣
4/2～4/6   福島県いわき市へＪＭＡＴチームを派遣、8ヶ所の避難所を毎日巡回して診療活動実施
4/11～4/15 宮城県南三陸町へＪＭＡＴチームを派遣、入谷小学校で診療所を設営し24時間体制
　　　　　　  で診療活動実施

当院では東日本大震災発生直後から被災地に向けて、ＤＭＡＴ、
ＪＭＡＴなどの災害医療支援活動を行っております。

★中性脂肪（TG）30～149mg/dl

　身体のエネルギー源で、肝臓や脂肪に蓄えられます。

★善玉コレステロール（HDL-C）40～96mg/dl　　

　血管に溜まっている余分なコレステロールを回収し、
　肝臓に運び戻してくれます。

★悪玉コレステロール（LDL-C）140mg/dl未満

　肝臓で作られたコレステロールを身体の隅々まで運びます。　
　値が高くなると、動脈硬化が心配です。

　開業して22年、当院では専門の循環器科から内
科、小児科まで、幅広い世代の方々の診療をおこ
なっています。我々の使命は、地域の皆さまが安心
して医療と向き合える体制を整えること。その窓
口となるべく、「心をつなぐ医療」をモットーに、患
者さまの訴えをしっかりと聞き入れる耳を持ち、さ
らには患者さまのご家族とのコミュニケーション
作りに励むことで、かかりつけ医としての信頼を得
られるよう努めています。
　また、トヨタ記念病院には緊急対応をお願いし
たり、精密検査を依頼したりと、様々な患者さまを
紹介させていただいていますが、地域の基幹病院
との病診連携、そして開業医間での診診連携と

いった地域医療連携のさらなる構築も必要です。
　診る側からではなく、患者さまの目線に立った
医療を心掛け、心を、信頼を、地域をつなぐ医療を
通して、地域社会に
貢献できるよう努め
てまいります。

古井医院／豊田市

院長／古井宏彦

INDEX
医心伝心
救命救急医療のさらなる充実をめざして

ズーム院
救命救急センター

知っておきたい病気の話
熱中症のはなし

Liaison【りえぞん】
地域医療との『連携』について

健診結果の見方／
すぽっとな話題／みつわ会／
看護師・助産師募集／
NEW FACE

……………………… P.2

……………………… P.3

……… P.4

……………… P.5

……………… P.6

夏

トヨタ記念病院

file.18

■診療科目／内科・循環器科・小児科　　　
■所在地／豊田市泉町１-３-１　
■電話番号／0565-88-0011 
■診療時間／9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00 
■休診日／土曜日の午後、日曜日、祝日

インターネット予約システムの
ご利用について

心を、信頼を、そして地域をつなぐ医療をめざして

＜基準値と主な働き＞

※基準値は当センターのものです

「災害支援」

災害発生直後から3日間の
初動災害医療支援チーム

1チーム5名（医師2名､看護師2名､事務員1名）

ＤＭＡＴＤＭＡＴ
被災地の医療体制が普及するまでの間の

災害医療支援チーム
1チーム5～6名（医師2名､看護師2名､薬剤師1名､事務員1名）

JMATJMAT

　私たち読み語りのグループは、毎週水曜日13～15
時に、北病棟を中心に活動しています。本を通じて、
入院生活が少しでも和らぐ
ような時間づくりの活動で
す。私たちと一緒に活動し
てみませんか？

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

春木　伸裕　消化器外科

読み語り活動の仲間を募集しています 看護師・助産師募集看護師・助産師募集

お問い合わせは、ボランティア事務局　
前田（0565-24-7169）まで

健診結果の見方 　  その②

患者さまにより良い医療を提供するために、当院と“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設の間で、医療の『連携』を

とっています。

　『連携』には、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設から当院に患者さまを紹介いただく『前方連携』と，外来で

診療、もしくは入院されている患者さまを当院から、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設に紹介し、治療を継続

していく『後方連携』があります。

　当院では、「地域医療連携室」にて、専任のソーシャルワーカー・看護師・事務が患者さまのご希望や事情に合わせ

て患者さまをサポートする体制を整えております。どうぞお気軽に、安心してご相談ください。

　当院ソーシャルワーカーが施設の担当者と相談し、転所後の生活課題（経済的、家族間など）の解決や転所先への

移動方法（介護タクシーの手配方法等）など、患者さま一人ひとりの実情に合わせ提示、相談、対応をしています。

悪　玉

肝　臓

血　管
善　玉

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

2011年7月より当
院に着任いたし
ましたスタッフの
紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

新しい仲間が
増えました。

『後方連携』の一事例　当院から福祉施設（老人保健施設等）に転所される場合

＜HDL（善玉）コレステロールとLDL（悪玉）コレステロールの働き＞

コレステロール

210210207
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Milky way（天の川）の美しい七夕が過ぎると盛夏
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話します。これらは、活動エネルギーやホルモン、酵素の原料にもな
り、また、細胞膜や血管の修復に使われる等、私たちの身体で欠か
せないものです。

　私達の体にとって大切な『脂質』ですが、健診結果で異常と言わ
れた場合は、話が違います。そのまま放置すると、動脈硬化を進め
てしまう事にもなり、更に進行すると心筋梗塞
や脳梗塞など重篤な病気を引き起こす元凶にな
ります。特に、LDLコレステロールは、動脈硬化
を起こす悪玉中の悪玉です。この結果が、「再検
査」や「精密検査(専門医受診)が必要」となって
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★善玉コレステロール（HDL-C）40～96mg/dl　　

　血管に溜まっている余分なコレステロールを回収し、
　肝臓に運び戻してくれます。

★悪玉コレステロール（LDL-C）140mg/dl未満

　肝臓で作られたコレステロールを身体の隅々まで運びます。　
　値が高くなると、動脈硬化が心配です。

　開業して22年、当院では専門の循環器科から内
科、小児科まで、幅広い世代の方々の診療をおこ
なっています。我々の使命は、地域の皆さまが安心
して医療と向き合える体制を整えること。その窓
口となるべく、「心をつなぐ医療」をモットーに、患
者さまの訴えをしっかりと聞き入れる耳を持ち、さ
らには患者さまのご家族とのコミュニケーション
作りに励むことで、かかりつけ医としての信頼を得
られるよう努めています。
　また、トヨタ記念病院には緊急対応をお願いし
たり、精密検査を依頼したりと、様々な患者さまを
紹介させていただいていますが、地域の基幹病院
との病診連携、そして開業医間での診診連携と

いった地域医療連携のさらなる構築も必要です。
　診る側からではなく、患者さまの目線に立った
医療を心掛け、心を、信頼を、地域をつなぐ医療を
通して、地域社会に
貢献できるよう努め
てまいります。

古井医院／豊田市

院長／古井宏彦
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トヨタ記念病院
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■診療科目／内科・循環器科・小児科　　　
■所在地／豊田市泉町１-３-１　
■電話番号／0565-88-0011 
■診療時間／9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00 
■休診日／土曜日の午後、日曜日、祝日

インターネット予約システムの
ご利用について

心を、信頼を、そして地域をつなぐ医療をめざして

＜基準値と主な働き＞

※基準値は当センターのものです

「災害支援」

災害発生直後から3日間の
初動災害医療支援チーム

1チーム5名（医師2名､看護師2名､事務員1名）

ＤＭＡＴＤＭＡＴ
被災地の医療体制が普及するまでの間の

災害医療支援チーム
1チーム5～6名（医師2名､看護師2名､薬剤師1名､事務員1名）

JMATJMAT

　私たち読み語りのグループは、毎週水曜日13～15
時に、北病棟を中心に活動しています。本を通じて、
入院生活が少しでも和らぐ
ような時間づくりの活動で
す。私たちと一緒に活動し
てみませんか？

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

春木　伸裕　消化器外科

読み語り活動の仲間を募集しています 看護師・助産師募集看護師・助産師募集

お問い合わせは、ボランティア事務局　
前田（0565-24-7169）まで

健診結果の見方 　  その②

患者さまにより良い医療を提供するために、当院と“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設の間で、医療の『連携』を

とっています。

　『連携』には、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設から当院に患者さまを紹介いただく『前方連携』と，外来で

診療、もしくは入院されている患者さまを当院から、“かかりつけ医”や地域の医療福祉施設に紹介し、治療を継続

していく『後方連携』があります。

　当院では、「地域医療連携室」にて、専任のソーシャルワーカー・看護師・事務が患者さまのご希望や事情に合わせ

て患者さまをサポートする体制を整えております。どうぞお気軽に、安心してご相談ください。

　当院ソーシャルワーカーが施設の担当者と相談し、転所後の生活課題（経済的、家族間など）の解決や転所先への

移動方法（介護タクシーの手配方法等）など、患者さま一人ひとりの実情に合わせ提示、相談、対応をしています。

悪　玉

肝　臓

血　管
善　玉

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

2011年7月より当
院に着任いたし
ましたスタッフの
紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

新しい仲間が
増えました。

『後方連携』の一事例　当院から福祉施設（老人保健施設等）に転所される場合

＜HDL（善玉）コレステロールとLDL（悪玉）コレステロールの働き＞

コレステロール

210210207


