
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

トヨタ記念病院入院中
で老人保健施設へ転所

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

　当院は、地域の「かかりつけ医」（医院、クリニック等）と連携し、役割を分担しながら最適な

医療を提供する「地域医療連携」に日々努めています。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
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トヨタ記念病院

2012年秋号

〒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　

当院では、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

『腎臓』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） １１月２３日（金）、１２月３１日（月）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／2012年11月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　今回は、『腎臓』についてです。腎臓には「体内の老廃物を尿により排泄する、電解質のバランス
を保つ、血圧の調節をする、造血ホルモンを分泌する、活性型ビタミンDを作る」など多くの働き
があります。健診ではこれらの腎臓の働きをチェックするために、血液と尿の検査を行ないます。

　タンパクは腎臓でろ過されないため、通常は体外にで
ることはありません。尿タンパクがある場合は、腎臓の
異常を疑います。尿潜血は、尿に血が混じることから
腎臓病・尿管結石・尿路系の病気などが考えられます。
異常データに併せ、「だるさがとれない、体重の増加があ
る、浮腫がある」など症状が加わる場合は要注意です。
ただし、血液・尿検査ともに水分制限や下痢・脱水・体調
不良・激しい運動でも異常値がでることがあります。1回
だけのチェックでは見極めが難しいため、再検査・精密
検査をおすすめする際は放置せず受診しましょう。

秋

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑦

　大学時代から地域医療を学び、以前は小原村など医者や施設が不十分だった
地域の診療所に勤めてきた経験から「開院するなら市街地から離れた場所」
と決め、自然豊かな松平の地を選び開業しました。一般診療はもちろん、在宅
医療、そして地域貢献を大きな柱に、地域のかかりつけ医としての役割を担い
たいと思っております。そのためには地域行事に参加し、地域住民の皆さま
との交流を通して周囲の状況を知っておくことも大切です。また研修医の受け
入れを積極的に行い、後進に医師の少ない地域で医療
に携わることの大切さ、おもしろさを教えていくと
同時に、この地域に愛着を持った人材を育成してい
くことも今後の地域医療の発展、ひいては円滑な
医療連携に繋がるものと確信しています。今後も
こうした活動を通し、地域医療の発展のための人材
育成や、往診をはじめとした在宅医療の充実を図り、
地域貢献に寄与していきたいと考えています。

中村医院
豊田市

杉本内科クリニック
豊田市

院長／中村英治
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■診療科目／内科・外科・
　　　　　　 小児科・消化器内科
■所 在 地／豊田市岩倉町
　　　　　　 柿田３９－３
■電話番号／0565-86-1414
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　 日曜日、祝日

在宅医療の充実や後進育成などを通し、地域医療発展のために地域貢献したい。

Q&AQ&AQ&A『総合合算制度』とは？

　医療保険、介護保険、保育など社会保障制度全体の自己負担を世帯ご
とに集計し、上限額を設けることで自己負担の軽減をはかる考え方のこ
とをいいます。
　社会保障・税一体改革の消費税増税には、所得の低い人ほど負担割合
が高まる『逆進性』の問題があり、その対策のひとつとして進められてい
ます。自己負担額の上限を超えた分は国の負担とし、消費税増税による
増収分から充てるようにします。厚生労働省は2016年に実施を開始す
る方向で検討を進めていますが、『社会保障・税に関わる番号制度』など、
情報インフラの整備が課題となっています。

医療用語の
第１回がんサロン開催

＜主な検査項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　８月８日（水）
「みつわ会」は
名古屋大学付属
病院に、ボラン
ティア活動の見

学にいきました。双方での意見
交換もでき、今後の活動のヒン
トをいただきました。

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

他病院と交流会を行いました 看護師・助産師
募集

看護師・助産師
募集

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 東（ヒガシ） TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年８月１日（水）、がんサロンが開催されました。「緩和
ケアの現状に関すること」、「痛みに関すること」をテーマに
交流を深めました。
　次回開催は2012年
11月13日（火）です。
皆さまのご参加をお待
ちしています。

　地域の皆さまに充実した医療を提供したいとの思いから、この地に開
院して10年。以来、一般内科を中心に小さなお子さまから高齢者に至る
までの近隣住民の方々はもちろん、私の専門である糖尿病をはじめ、
高血圧、高脂血症などの生活習慣病に悩む方々など、幅広い疾患の方々
の診療を行なっております。また当クリニックはかかりつけ医として、地域
の皆さまと高度医療を結ぶ窓口でなければならないと考え、地域の急性期

病院とはこれまでにも多くの患者さまを紹介し
連携して来ました。緊急を要する場合にはいち早
く紹介できる環境を整えると共に情報や連絡の
やり取りを密にすることを心掛け、スムーズで的
確な医療連携を構築しています。今後もこの地に
しっかりと根を張り、病気で困った時には気軽に
相談に来てもらえるよう、地域の皆さまに信頼
され、愛されるクリニックを目指してまいります。

院長／杉本吉行
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■診療科目／内科・消化器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市日南町
　　　　　　 ５丁目４７－１
■電話番号／0565-37-3377 
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　日曜日、祝日

地域に根差し、信頼され愛されるかかりつけ医に。

トヨタ記念病院http://www.toyota-mh.jp/
トヨタ記念病院ホームページ

●血液検査  ★尿素窒素：8～22mg/dl

　　　　   ★クレアチニン：男性0.6～1.1mg/dl　女性0.4～0.7mg/dl

●尿検査　  ★尿タンパク：（－）

　　　　   ★尿潜血：（－）

みつわ会では、ボランティア養成講座を開催中です。
参加をご希望される方は、0565-24-7169城（しろ）まで、
お問い合わせください。

　1987年9月、トヨタ病院（当時）がトヨタ記念病院と

して現在の地に新築移転してから、25年の歳月が

過ぎました。病院を訪れる方から「この建物が築後25年

ですか、綺麗ですね」と驚かれることもありますが、

よく見れば所々傷んでいることも確かです。市街地や

本社地域の風景は大きく変わりましたが、病院近隣

の町並みには変わらぬ風が吹いています。利便性や

快適さを普通と感じさせる日常のなかで、これまで

埋もれがちだった人とのつながりが見直されています。

　政治・経済状況の変化にもめまぐるしいものがありますが、病院を取り

巻く環境や常識も変化し続けています。しかし、月日が流れても変わらぬ

ものがあると信じています。この先の25年も、この地が皆さまの健康な

生活を支えていく場でいられるよう、職員一同努めていきたいと思います。

開院25周年を迎えて

佐竹　章
副院長
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尿素窒素やクレアチニンは、タンパクがエネルギーとして使用された後に
できる老廃物です。通常腎臓でろ過され、排泄されます。
値が高い場合は腎臓機能の低下を疑います。

中井 紀嘉　神経内科

2012年8月に
着任した医師
です。
どうぞよろしく
お願いいたし
ます。
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インフルエンザのはなし
インフルエンザ

はじめに
　昨シーズンは、全国で推定1,650万人がインフルエンザの

ために医療機関を受診しました。当院では12月に入ってから

急激に患者さまが増え始め、年末から2月にかけてピークが

続き、3月に入ってようやく落ち着いたといった状況でした。

インフルエンザにかからないためには
  人混みと乾燥を避けよう！

　インフルエンザにかかっている人のせきやくしゃみを浴びる

と大量のウイルスを吸い込むことになりますので、人混みを

避けることがまず第一の予防策です。また、インフルエンザが

流行する冬は乾燥した冷たい空気

により、のどや鼻の粘膜の防御機

能が低下しますので、外出時にはマ

スクをしたり、室内では加湿器を使

うなどして、適度な湿度（50～

60%）を保つことも大切です。そし

て自宅や職場、学校では手洗いとう

がいを徹底しましょう。

  予防接種（ワクチン）を受けよう！

インフルエンザウイルスには、現在、A型H1pdm2009、A型H3

（香港型）、B型の３つの型があります。A型H1pdm2009は

2009年に世界中でパニックを引き起こした「新型インフル

エンザ」がそのまま季節性インフルエンザの一員になったも

ので、pdmはpandemic（パンデミック＝大流行）に由来します。

インフルエンザワクチンにはこの3種類すべての成分が入ってい

ますが、特に２つのＡ型（H1とH3）については毎年小さな変異

を繰り返しており、ワクチンに含まれているウイルスタイプと実際

に流行したウイルスタイプとのズレ具合が大きかった年は予防

効果が不十分となります。このワクチンは、効果が現れるまでに約

2週間程度かかり、その後約5カ月間は免疫が持続するとさ

れています。インフルエンザの流行は12月下旬から3月上旬が

中心となりますので、毎年12月上旬までには接種をすまされる

ことをおすすめします。13歳以上では1回の接種で充分ですが、

13歳以下では2回接種が勧められています。2回目は

1回目の1～4週間後に接種します。

もうひとつのおすすめワクチン
　インフルエンザワクチン以外にわれわれ医師がおすすめする

ワクチンがもうひとつあります。それは肺炎の原因菌のなかで

もっとも多い「肺炎球菌」に対するワクチンです（肺炎球菌ワク

チンにはもうひとつ小児用のものがありますがそれとは別の

成人用のものです）。このワクチンを接種すると肺炎にかかりに

くくなり、たとえかかったとしても重症になりにくいことが知ら

れています。おすすめするのは65歳以上の方全員です。65歳

未満の方でも心臓病、肺疾患、糖尿病などの持病をお持ちの方

やたばこを吸う方にはおすすめです。接種費用は実費で6,000

～10,000円ほどかかりますが、このワクチンは1回接種する

と最低5年間は肺炎球菌に対する免疫が持続します。なお、

2009年10月からは、一度接種した方でも5年以上経過すれ

ば再度接種できるようになりました。このワクチンはインフル

エンザワクチンを接種している場合に特に効果が発揮されま

すので、毎年のインフルエンザワクチンもお忘れなく。

インフルエンザにかかったかな？と思ったら
　予防接種をしていてもインフルエンザにかかることはあり

ます。インフルエンザが流行している時期に38℃以上の熱が

出てのどが痛くなったり、せきが出たりしたときにはインフルエ

ンザの可能性があります。もともと健康な方で症状が軽い場合

には自宅療養でも十分治ります

が、症状が重い場合や心臓病、肺

疾患、糖尿病などの持病のある方

は医療機関を受診してください。

現在インフルエンザ専用の薬は

4種類ありますので、それぞれの

患者さんに適した薬を使うこと

ができます。

人にうつさないことがエチケットです
　インフルエンザはせきやくしゃみなどを通じて簡単に人へ

感染します。インフルエンザかなと思ったらなるべく外出は避け、

医療機関を受診する際には必ずマスクを着用し、待ち合いの

場所なども受診した医療機関の指示にしたがってください。

感染症科科部長　川端　厚

開院２５周年 
トヨタ記念病院 
病院祭

開院２５周年 
トヨタ記念病院 
病院祭

病院ボランティア
「みつわ会」バザー

売上げは
豊田市社会福祉協議会に
寄付いたしました。

看護室
　看護室の看護スタッフは、看護師、助産師、保健師、
看護助手で構成され、15病棟と中央手術室、外来など
に配属されています（※1参照）。看護室の統括部門
（以下：統括）として、総看護長、副総看護長２名、新人
教育専任看護師、事務の5名と認定看護師５名が、組織横
断的に患者さまのケアや看護スタッフの指導を行い、
看護室全体の看護の質の向上に努めています。

   統括の主な取組み

●人員調整
　看護スタッフは、24時間体制で患者さまに寄り添い、わずか

な変化も見逃さず対応するよう努めています。そのため、全

ての患者さまと看護スタッフの情報を把握し、一元管理する

必要があります。統括は、日勤、夜勤とも患者さまの安全を

第一とし、わずかな時間でも部署を越えた応援がスムー

ズにできるよう調整しています。互いに助け合うと共に、

他部署の業務を知る機会として捉え、視野の拡大にもつな

げています。

●人材育成
　個人の育成計画を「見える

化」し、個人が目指す分野、希

望する教育などを把握するた

め、「職場コミュニケーション

シート(人材育成カルテ)」、「ク

リニカルラダー」「個人経歴」を一元管理するシステムを活用

し、育成につなげています。また、新人看護師が安心して看護

できるよう卒後臨床教育、プリセプターシップ(マンツーマン

での実地指導)、新人専任看護師による総合的サポートで、一人

ひとりを大切に育成するとともに、グッドジョブ賞とベスト

ナース賞を設け、日ごろの努力に対して毎年ふさわしい看護

スタッフを選出、表彰し更なるレベルアップを期待しています。

●看護交流会　まちの保健室
　地域の診療所、医療機関、施設などの看護職の皆さまとの

看護交流会を企画運営しています。今年度で11回目を迎え

ますが、講演会と懇親会を通して互いの看護の現状をもとに

看護のあり方についての

理解を深め、継続看護に

活かしています。

　また、近隣6地区の公民館で、毎月「まちの保健室」を行って

います。「熱中症予防」「健康体操」など身近なテーマをもと

にお話しています。多くの皆さまに参加いただいており、直接

ご意見をお聞きできる貴重な場です。

●学会参加　QC活動
　看護の質の維持・向上を目的として、学会参加、病院内外の

各種研修、QC活動を計画的に行っています。日常の看護から

課題、問題点を見つけ、取り組んだ成果を看護実践に反映して

います。これらを通して看護スタッフの成長につなげています。

患者さまに「より質の高い医療、看護」を提供するために、

看護スタッフが生き生きと看護に専念することが大切で

す。私たち統括は、様々な活動を通して看護スタッフ一人ひと

りが成長していく支えになりたいと思っています。
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はじめに
　昨シーズンは、全国で推定1,650万人がインフルエンザの

ために医療機関を受診しました。当院では12月に入ってから

急激に患者さまが増え始め、年末から2月にかけてピークが

続き、3月に入ってようやく落ち着いたといった状況でした。

インフルエンザにかからないためには
  人混みと乾燥を避けよう！

　インフルエンザにかかっている人のせきやくしゃみを浴びる

と大量のウイルスを吸い込むことになりますので、人混みを

避けることがまず第一の予防策です。また、インフルエンザが

流行する冬は乾燥した冷たい空気

により、のどや鼻の粘膜の防御機

能が低下しますので、外出時にはマ

スクをしたり、室内では加湿器を使

うなどして、適度な湿度（50～

60%）を保つことも大切です。そし

て自宅や職場、学校では手洗いとう

がいを徹底しましょう。

  予防接種（ワクチン）を受けよう！

インフルエンザウイルスには、現在、A型H1pdm2009、A型H3

（香港型）、B型の３つの型があります。A型H1pdm2009は

2009年に世界中でパニックを引き起こした「新型インフル

エンザ」がそのまま季節性インフルエンザの一員になったも

ので、pdmはpandemic（パンデミック＝大流行）に由来します。

インフルエンザワクチンにはこの3種類すべての成分が入ってい

ますが、特に２つのＡ型（H1とH3）については毎年小さな変異

を繰り返しており、ワクチンに含まれているウイルスタイプと実際

に流行したウイルスタイプとのズレ具合が大きかった年は予防

効果が不十分となります。このワクチンは、効果が現れるまでに約

2週間程度かかり、その後約5カ月間は免疫が持続するとさ

れています。インフルエンザの流行は12月下旬から3月上旬が

中心となりますので、毎年12月上旬までには接種をすまされる

ことをおすすめします。13歳以上では1回の接種で充分ですが、

13歳以下では2回接種が勧められています。2回目は

1回目の1～4週間後に接種します。

もうひとつのおすすめワクチン
　インフルエンザワクチン以外にわれわれ医師がおすすめする

ワクチンがもうひとつあります。それは肺炎の原因菌のなかで

もっとも多い「肺炎球菌」に対するワクチンです（肺炎球菌ワク

チンにはもうひとつ小児用のものがありますがそれとは別の

成人用のものです）。このワクチンを接種すると肺炎にかかりに

くくなり、たとえかかったとしても重症になりにくいことが知ら

れています。おすすめするのは65歳以上の方全員です。65歳

未満の方でも心臓病、肺疾患、糖尿病などの持病をお持ちの方

やたばこを吸う方にはおすすめです。接種費用は実費で6,000

～10,000円ほどかかりますが、このワクチンは1回接種する

と最低5年間は肺炎球菌に対する免疫が持続します。なお、

2009年10月からは、一度接種した方でも5年以上経過すれ

ば再度接種できるようになりました。このワクチンはインフル

エンザワクチンを接種している場合に特に効果が発揮されま

すので、毎年のインフルエンザワクチンもお忘れなく。

インフルエンザにかかったかな？と思ったら
　予防接種をしていてもインフルエンザにかかることはあり

ます。インフルエンザが流行している時期に38℃以上の熱が

出てのどが痛くなったり、せきが出たりしたときにはインフルエ

ンザの可能性があります。もともと健康な方で症状が軽い場合

には自宅療養でも十分治ります

が、症状が重い場合や心臓病、肺

疾患、糖尿病などの持病のある方

は医療機関を受診してください。

現在インフルエンザ専用の薬は

4種類ありますので、それぞれの

患者さんに適した薬を使うこと

ができます。

人にうつさないことがエチケットです
　インフルエンザはせきやくしゃみなどを通じて簡単に人へ

感染します。インフルエンザかなと思ったらなるべく外出は避け、

医療機関を受診する際には必ずマスクを着用し、待ち合いの

場所なども受診した医療機関の指示にしたがってください。

感染症科科部長　川端　厚

開院２５周年 
トヨタ記念病院 
病院祭
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売上げは
豊田市社会福祉協議会に
寄付いたしました。

看護室
　看護室の看護スタッフは、看護師、助産師、保健師、
看護助手で構成され、15病棟と中央手術室、外来など
に配属されています（※1参照）。看護室の統括部門
（以下：統括）として、総看護長、副総看護長２名、新人
教育専任看護師、事務の5名と認定看護師５名が、組織横
断的に患者さまのケアや看護スタッフの指導を行い、
看護室全体の看護の質の向上に努めています。
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（以下：統括）として、総看護長、副総看護長２名、新人
教育専任看護師、事務の5名と認定看護師５名が、組織横
断的に患者さまのケアや看護スタッフの指導を行い、
看護室全体の看護の質の向上に努めています。

   統括の主な取組み

●人員調整
　看護スタッフは、24時間体制で患者さまに寄り添い、わずか

な変化も見逃さず対応するよう努めています。そのため、全

ての患者さまと看護スタッフの情報を把握し、一元管理する

必要があります。統括は、日勤、夜勤とも患者さまの安全を

第一とし、わずかな時間でも部署を越えた応援がスムー

ズにできるよう調整しています。互いに助け合うと共に、

他部署の業務を知る機会として捉え、視野の拡大にもつな

げています。

●人材育成
　個人の育成計画を「見える

化」し、個人が目指す分野、希

望する教育などを把握するた

め、「職場コミュニケーション

シート(人材育成カルテ)」、「ク

リニカルラダー」「個人経歴」を一元管理するシステムを活用

し、育成につなげています。また、新人看護師が安心して看護

できるよう卒後臨床教育、プリセプターシップ(マンツーマン

での実地指導)、新人専任看護師による総合的サポートで、一人

ひとりを大切に育成するとともに、グッドジョブ賞とベスト

ナース賞を設け、日ごろの努力に対して毎年ふさわしい看護

スタッフを選出、表彰し更なるレベルアップを期待しています。

●看護交流会　まちの保健室
　地域の診療所、医療機関、施設などの看護職の皆さまとの

看護交流会を企画運営しています。今年度で11回目を迎え

ますが、講演会と懇親会を通して互いの看護の現状をもとに

看護のあり方についての

理解を深め、継続看護に

活かしています。

　また、近隣6地区の公民館で、毎月「まちの保健室」を行って

います。「熱中症予防」「健康体操」など身近なテーマをもと

にお話しています。多くの皆さまに参加いただいており、直接

ご意見をお聞きできる貴重な場です。

●学会参加　QC活動
　看護の質の維持・向上を目的として、学会参加、病院内外の

各種研修、QC活動を計画的に行っています。日常の看護から

課題、問題点を見つけ、取り組んだ成果を看護実践に反映して

います。これらを通して看護スタッフの成長につなげています。

患者さまに「より質の高い医療、看護」を提供するために、

看護スタッフが生き生きと看護に専念することが大切で

す。私たち統括は、様々な活動を通して看護スタッフ一人ひと

りが成長していく支えになりたいと思っています。

総看護長　清水  由美子

東病棟東病棟
西病棟西病棟

北病棟北病棟 健診健診

中央手術室・
材料室

中央手術室・
材料室

救命救急
病棟

救命救急
病棟

第2
外来
第2
外来

第１
外来
第１
外来

統 括統 括

※1 [看護室組織図]

　トヨタ記念病院は、1987年9月に開院して以来、25周年

を迎えました。ご利用の皆さまには、日頃より、ご理解、ご協力

を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、9月17日（月）、25周年記念行事として、病院祭を

開催いたしました。”病院をより知っていただく”イベントを

企画し、当日は約310家族、510名の方々にご来院いただ

きました。

　今後も、より良い医療を提供し続けていくよう、職員一丸と

なって努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

気分は絵かきさん！
おえかきせんべい！
気分は絵かきさん！
おえかきせんべい！

拡大まちの保健室

●「健康状態を知る」測定
　血管年齢測定、脳トレ、骨密度測定
●健康相談コーナー
●看護体験コーナー

25年のあゆみを
スライドで
紹介しました！

25年のあゆみを
スライドで
紹介しました！

ご家族
みなさんで
脳トレに
チャレンジ！

ご家族
みなさんで
脳トレに
チャレンジ！

ギュッ！ペッタン！！
うまく押せたかな？
ギュッ！ペッタン！！
うまく押せたかな？

開始直後から大勢の
ご来場者でにぎわいました！
開始直後から大勢の
ご来場者でにぎわいました！

参加された方々の
健康に対する関心の
高さを感じました。

参加された方々の
健康に対する関心の
高さを感じました。

子供コーナー

わなげ、おえかきせんべい、
親子スタンプラリー

防災関連紹介

災害派遣医療チーム車両、
家庭で準備する防災グッズ

ご家庭の
防災グッズを定期的に
見直しましょう。

ご家庭の
防災グッズを定期的に
見直しましょう。

講演会「東日本大震災から
学ぶ豊田市での減災活動」

豊田市社会福祉協議会　
大地裕介氏

講師　

受講者の
みなさんは、
熱心に耳を

傾けていました。

受講者の
みなさんは、
熱心に耳を

傾けていました。

お子さま向けの
イベントも
大にぎわいでした！

お子さま向けの
イベントも
大にぎわいでした！

沿革紹介＆
トヨタ看護専門学校紹介

　



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

トヨタ記念病院入院中
で老人保健施設へ転所

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

　当院は、地域の「かかりつけ医」（医院、クリニック等）と連携し、役割を分担しながら最適な

医療を提供する「地域医療連携」に日々努めています。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

＜例＞ ＜例＞

利
用
さ
れ
る
方
々
の
笑
顔
が

私
た
ち
の
誇
り
で
す
。

トヨタ記念病院

2012年秋号

〒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　

当院では、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

『腎臓』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） １１月２３日（金）、１２月３１日（月）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／2012年11月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　今回は、『腎臓』についてです。腎臓には「体内の老廃物を尿により排泄する、電解質のバランス
を保つ、血圧の調節をする、造血ホルモンを分泌する、活性型ビタミンDを作る」など多くの働き
があります。健診ではこれらの腎臓の働きをチェックするために、血液と尿の検査を行ないます。

　タンパクは腎臓でろ過されないため、通常は体外にで
ることはありません。尿タンパクがある場合は、腎臓の
異常を疑います。尿潜血は、尿に血が混じることから
腎臓病・尿管結石・尿路系の病気などが考えられます。
異常データに併せ、「だるさがとれない、体重の増加があ
る、浮腫がある」など症状が加わる場合は要注意です。
ただし、血液・尿検査ともに水分制限や下痢・脱水・体調
不良・激しい運動でも異常値がでることがあります。1回
だけのチェックでは見極めが難しいため、再検査・精密
検査をおすすめする際は放置せず受診しましょう。

秋

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑦

　大学時代から地域医療を学び、以前は小原村など医者や施設が不十分だった
地域の診療所に勤めてきた経験から「開院するなら市街地から離れた場所」
と決め、自然豊かな松平の地を選び開業しました。一般診療はもちろん、在宅
医療、そして地域貢献を大きな柱に、地域のかかりつけ医としての役割を担い
たいと思っております。そのためには地域行事に参加し、地域住民の皆さま
との交流を通して周囲の状況を知っておくことも大切です。また研修医の受け
入れを積極的に行い、後進に医師の少ない地域で医療
に携わることの大切さ、おもしろさを教えていくと
同時に、この地域に愛着を持った人材を育成してい
くことも今後の地域医療の発展、ひいては円滑な
医療連携に繋がるものと確信しています。今後も
こうした活動を通し、地域医療の発展のための人材
育成や、往診をはじめとした在宅医療の充実を図り、
地域貢献に寄与していきたいと考えています。

中村医院
豊田市

杉本内科クリニック
豊田市

院長／中村英治

file.27

■診療科目／内科・外科・
　　　　　　 小児科・消化器内科
■所 在 地／豊田市岩倉町
　　　　　　 柿田３９－３
■電話番号／0565-86-1414
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　 日曜日、祝日

在宅医療の充実や後進育成などを通し、地域医療発展のために地域貢献したい。

Q&AQ&AQ&A『総合合算制度』とは？

　医療保険、介護保険、保育など社会保障制度全体の自己負担を世帯ご
とに集計し、上限額を設けることで自己負担の軽減をはかる考え方のこ
とをいいます。
　社会保障・税一体改革の消費税増税には、所得の低い人ほど負担割合
が高まる『逆進性』の問題があり、その対策のひとつとして進められてい
ます。自己負担額の上限を超えた分は国の負担とし、消費税増税による
増収分から充てるようにします。厚生労働省は2016年に実施を開始す
る方向で検討を進めていますが、『社会保障・税に関わる番号制度』など、
情報インフラの整備が課題となっています。

医療用語の
第１回がんサロン開催

＜主な検査項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　８月８日（水）
「みつわ会」は
名古屋大学付属
病院に、ボラン
ティア活動の見

学にいきました。双方での意見
交換もでき、今後の活動のヒン
トをいただきました。

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

他病院と交流会を行いました 看護師・助産師
募集

看護師・助産師
募集

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 東（ヒガシ） TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年８月１日（水）、がんサロンが開催されました。「緩和
ケアの現状に関すること」、「痛みに関すること」をテーマに
交流を深めました。
　次回開催は2012年
11月13日（火）です。
皆さまのご参加をお待
ちしています。

　地域の皆さまに充実した医療を提供したいとの思いから、この地に開
院して10年。以来、一般内科を中心に小さなお子さまから高齢者に至る
までの近隣住民の方々はもちろん、私の専門である糖尿病をはじめ、
高血圧、高脂血症などの生活習慣病に悩む方々など、幅広い疾患の方々
の診療を行なっております。また当クリニックはかかりつけ医として、地域
の皆さまと高度医療を結ぶ窓口でなければならないと考え、地域の急性期

病院とはこれまでにも多くの患者さまを紹介し
連携して来ました。緊急を要する場合にはいち早
く紹介できる環境を整えると共に情報や連絡の
やり取りを密にすることを心掛け、スムーズで的
確な医療連携を構築しています。今後もこの地に
しっかりと根を張り、病気で困った時には気軽に
相談に来てもらえるよう、地域の皆さまに信頼
され、愛されるクリニックを目指してまいります。

院長／杉本吉行

file.26

■診療科目／内科・消化器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市日南町
　　　　　　 ５丁目４７－１
■電話番号／0565-37-3377 
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　日曜日、祝日

地域に根差し、信頼され愛されるかかりつけ医に。

トヨタ記念病院http://www.toyota-mh.jp/
トヨタ記念病院ホームページ

●血液検査  ★尿素窒素：8～22mg/dl

　　　　   ★クレアチニン：男性0.6～1.1mg/dl　女性0.4～0.7mg/dl

●尿検査　  ★尿タンパク：（－）

　　　　   ★尿潜血：（－）

みつわ会では、ボランティア養成講座を開催中です。
参加をご希望される方は、0565-24-7169城（しろ）まで、
お問い合わせください。

　1987年9月、トヨタ病院（当時）がトヨタ記念病院と

して現在の地に新築移転してから、25年の歳月が

過ぎました。病院を訪れる方から「この建物が築後25年

ですか、綺麗ですね」と驚かれることもありますが、

よく見れば所々傷んでいることも確かです。市街地や

本社地域の風景は大きく変わりましたが、病院近隣

の町並みには変わらぬ風が吹いています。利便性や

快適さを普通と感じさせる日常のなかで、これまで

埋もれがちだった人とのつながりが見直されています。

　政治・経済状況の変化にもめまぐるしいものがありますが、病院を取り

巻く環境や常識も変化し続けています。しかし、月日が流れても変わらぬ

ものがあると信じています。この先の25年も、この地が皆さまの健康な

生活を支えていく場でいられるよう、職員一同努めていきたいと思います。

開院25周年を迎えて

佐竹　章
副院長

経営スタッフからこんにちは
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尿素窒素やクレアチニンは、タンパクがエネルギーとして使用された後に
できる老廃物です。通常腎臓でろ過され、排泄されます。
値が高い場合は腎臓機能の低下を疑います。

中井 紀嘉　神経内科

2012年8月に
着任した医師
です。
どうぞよろしく
お願いいたし
ます。
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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

トヨタ記念病院入院中
で老人保健施設へ転所

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

　当院は、地域の「かかりつけ医」（医院、クリニック等）と連携し、役割を分担しながら最適な

医療を提供する「地域医療連携」に日々努めています。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
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トヨタ記念病院

2012年秋号

〒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　

当院では、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

『腎臓』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） １１月２３日（金）、１２月３１日（月）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／2012年11月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　今回は、『腎臓』についてです。腎臓には「体内の老廃物を尿により排泄する、電解質のバランス
を保つ、血圧の調節をする、造血ホルモンを分泌する、活性型ビタミンDを作る」など多くの働き
があります。健診ではこれらの腎臓の働きをチェックするために、血液と尿の検査を行ないます。

　タンパクは腎臓でろ過されないため、通常は体外にで
ることはありません。尿タンパクがある場合は、腎臓の
異常を疑います。尿潜血は、尿に血が混じることから
腎臓病・尿管結石・尿路系の病気などが考えられます。
異常データに併せ、「だるさがとれない、体重の増加があ
る、浮腫がある」など症状が加わる場合は要注意です。
ただし、血液・尿検査ともに水分制限や下痢・脱水・体調
不良・激しい運動でも異常値がでることがあります。1回
だけのチェックでは見極めが難しいため、再検査・精密
検査をおすすめする際は放置せず受診しましょう。

秋

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑦

　大学時代から地域医療を学び、以前は小原村など医者や施設が不十分だった
地域の診療所に勤めてきた経験から「開院するなら市街地から離れた場所」
と決め、自然豊かな松平の地を選び開業しました。一般診療はもちろん、在宅
医療、そして地域貢献を大きな柱に、地域のかかりつけ医としての役割を担い
たいと思っております。そのためには地域行事に参加し、地域住民の皆さま
との交流を通して周囲の状況を知っておくことも大切です。また研修医の受け
入れを積極的に行い、後進に医師の少ない地域で医療
に携わることの大切さ、おもしろさを教えていくと
同時に、この地域に愛着を持った人材を育成してい
くことも今後の地域医療の発展、ひいては円滑な
医療連携に繋がるものと確信しています。今後も
こうした活動を通し、地域医療の発展のための人材
育成や、往診をはじめとした在宅医療の充実を図り、
地域貢献に寄与していきたいと考えています。

中村医院
豊田市

杉本内科クリニック
豊田市

院長／中村英治
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■診療科目／内科・外科・
　　　　　　 小児科・消化器内科
■所 在 地／豊田市岩倉町
　　　　　　 柿田３９－３
■電話番号／0565-86-1414
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　 日曜日、祝日

在宅医療の充実や後進育成などを通し、地域医療発展のために地域貢献したい。

Q&AQ&AQ&A『総合合算制度』とは？

　医療保険、介護保険、保育など社会保障制度全体の自己負担を世帯ご
とに集計し、上限額を設けることで自己負担の軽減をはかる考え方のこ
とをいいます。
　社会保障・税一体改革の消費税増税には、所得の低い人ほど負担割合
が高まる『逆進性』の問題があり、その対策のひとつとして進められてい
ます。自己負担額の上限を超えた分は国の負担とし、消費税増税による
増収分から充てるようにします。厚生労働省は2016年に実施を開始す
る方向で検討を進めていますが、『社会保障・税に関わる番号制度』など、
情報インフラの整備が課題となっています。

医療用語の
第１回がんサロン開催

＜主な検査項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　８月８日（水）
「みつわ会」は
名古屋大学付属
病院に、ボラン
ティア活動の見

学にいきました。双方での意見
交換もでき、今後の活動のヒン
トをいただきました。

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

他病院と交流会を行いました 看護師・助産師
募集

看護師・助産師
募集

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 東（ヒガシ） TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年８月１日（水）、がんサロンが開催されました。「緩和
ケアの現状に関すること」、「痛みに関すること」をテーマに
交流を深めました。
　次回開催は2012年
11月13日（火）です。
皆さまのご参加をお待
ちしています。

　地域の皆さまに充実した医療を提供したいとの思いから、この地に開
院して10年。以来、一般内科を中心に小さなお子さまから高齢者に至る
までの近隣住民の方々はもちろん、私の専門である糖尿病をはじめ、
高血圧、高脂血症などの生活習慣病に悩む方々など、幅広い疾患の方々
の診療を行なっております。また当クリニックはかかりつけ医として、地域
の皆さまと高度医療を結ぶ窓口でなければならないと考え、地域の急性期

病院とはこれまでにも多くの患者さまを紹介し
連携して来ました。緊急を要する場合にはいち早
く紹介できる環境を整えると共に情報や連絡の
やり取りを密にすることを心掛け、スムーズで的
確な医療連携を構築しています。今後もこの地に
しっかりと根を張り、病気で困った時には気軽に
相談に来てもらえるよう、地域の皆さまに信頼
され、愛されるクリニックを目指してまいります。

院長／杉本吉行
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■診療科目／内科・消化器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市日南町
　　　　　　 ５丁目４７－１
■電話番号／0565-37-3377 
■受付時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■ 休 診 日 ／水、土曜日の午後、
　　　　　　日曜日、祝日

地域に根差し、信頼され愛されるかかりつけ医に。

トヨタ記念病院http://www.toyota-mh.jp/
トヨタ記念病院ホームページ

●血液検査  ★尿素窒素：8～22mg/dl

　　　　   ★クレアチニン：男性0.6～1.1mg/dl　女性0.4～0.7mg/dl

●尿検査　  ★尿タンパク：（－）

　　　　   ★尿潜血：（－）

みつわ会では、ボランティア養成講座を開催中です。
参加をご希望される方は、0565-24-7169城（しろ）まで、
お問い合わせください。

　1987年9月、トヨタ病院（当時）がトヨタ記念病院と

して現在の地に新築移転してから、25年の歳月が

過ぎました。病院を訪れる方から「この建物が築後25年

ですか、綺麗ですね」と驚かれることもありますが、

よく見れば所々傷んでいることも確かです。市街地や

本社地域の風景は大きく変わりましたが、病院近隣

の町並みには変わらぬ風が吹いています。利便性や

快適さを普通と感じさせる日常のなかで、これまで

埋もれがちだった人とのつながりが見直されています。

　政治・経済状況の変化にもめまぐるしいものがありますが、病院を取り

巻く環境や常識も変化し続けています。しかし、月日が流れても変わらぬ

ものがあると信じています。この先の25年も、この地が皆さまの健康な

生活を支えていく場でいられるよう、職員一同努めていきたいと思います。

開院25周年を迎えて
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尿素窒素やクレアチニンは、タンパクがエネルギーとして使用された後に
できる老廃物です。通常腎臓でろ過され、排泄されます。
値が高い場合は腎臓機能の低下を疑います。

中井 紀嘉　神経内科

2012年8月に
着任した医師
です。
どうぞよろしく
お願いいたし
ます。

挙母
小学校

朝日
こども園

朝日
小学校

崇化館中学校

新
豊
田

豊
田
市

梅
坪155

155

153　

419

〒
豊田朝日
郵便局

杉本内科
クリニック

39

東
海
環
状
自
動
車
道

東
海
環
状
自
動
車
道

豊田松平IC

松平高等学校

松平中学校九久平小学校
松平郵便局岩倉駐在所

301

301

301

中村医院


