
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＞
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“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
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　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＞

人にやさしい看護を大切に

清水 由美子
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〒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

『肝機能検査』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１６日（月）、８月１３日（月）、８月１４日（火）、１０月８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7月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　肝臓は、エネルギーの貯蔵や有害な物質（アルコールや薬など）の分解・解毒、
胆汁の生成・分泌など大切な役割を担っています。肝機能の異常を発見するため
には、血液検査を行なうことが一般的です。
　その代表的なものとして下記のような項目があります。

　みなさんの結果はいかがですか？
肝臓は再生能力があり、病気になっても症状が現れにくく『沈黙の臓器』とよばれています。血液検査でしか判らないことが多く、
症状が出て異変に気付いた時にはかなり悪化している事があります。検査値に異常が見られたときには、必ず再検査・精密検査を
受けましょう。

夏

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑥

　専門医である循環器科をメインにしながら、それ以外の疾患についても大
学病院・総合病院での勤務や産業医を務めた経験を活かして幅広く対応でき
るよう心掛けております。また、院内採血の充実を図っており、糖尿病などは
もちろん貧血検査や血液生化学検査の迅速な施行ができるよう院内検査機
器の拡充を行なっております。こうした診療体制を整えた上で、患者さま一人
ひとりに最適な治療を提供し、トヨタ記念病院などの総合病院や他医院に紹
介することも私の役目と考えています。
　今後はトヨタ記念病院等の急性期病院との医療
連携をさらに強固にすると共に、他の科の医院はも
ちろん、同じ内科でも専門分野が違う医院同士での
綿密な連携ができるように努めてまいります。内科
疾患以外の疾患についても、どんな治療法がある
のか、どの病院へかかればいいのかなど、できる限
りお答えしますので、まずは一度ご相談ください。

日比野内科
クリニック
豊田市

いけど内科
クリニック
豊田市

院長／日比野通敬 
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■診療科目／内科・循環器科
■所 在 地／豊田市若林東町
　　　　　　 宮間１５－８
■電話番号／0565-51-0055
■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

患者さまと医療連携を結ぶ窓口として。

Q&AQ&AQ&A
『控除対象外消費税問題』とは？
　現在、公共性の観点から保険診療では消費税が非課税となってい
ます。しかし、その診療の為に医療機関が業者から設備・医薬品・医
療材料等を購入する際に支払う消費税は控除対象となっていませ
ん。このため全額が医療機関の負担となり、多くの医療機関の経営
を圧迫していることを「控除対象外消費税問題」といいます。
　日本医師会によると、医療機関の控除対象外消費税の負担は、
推計で2,330億円（’10年度）となっており、診療報酬総額の２％を
上回る額となっています。

医療用語の 豊田市防火危険物安全協会より
表彰されました

＜項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　６月９日（土）中津川の「ちこり村」へボランティ
ア研修に行ってきました。改めて食の大切さに気
づかされ、働いている高齢者の方から元気をもら
いました。また、自分たちのボランティア活動につ
いて、ふりかえる時間をもつこともできました。

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

みつわ会は親睦会を開催しました 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 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年５月15日（火）当院の防災担
当事務局、黒河文雅さんが豊田市防火
危険物安全協会より、表彰されました。
黒河さんは長年にわたり防火対象物の
安全管理に努めてきたことを称えられ、
優秀防火管理者としての表彰となりま
した。

　内科全般、循環器科、小児科を中心に、あらゆる分野の診療を行っています。また、
予防接種を毎日行うなど、医療・保健・福祉の連携にも力を入れています。さらに、専
門的な検査・診断・緊急治療が必要と判断した患者さまには、迅速にトヨタ記念病院
などへの連携医療をお願いしています。「待ち時間を減らし、丁寧で満足していただけ
る診療」を目指して、電子カルテや予防接種ネット予約を導入して情報の一元化・共有
化を行い、業務の効率化を図っています。例えば、受付時の来院理由が即座に診察医

師の画面に表示され、内容により素早く対応しています。
　安心・安全で最適な医療を行うためには、患者さまの
情報を正確に把握して、スタッフ間で共有することが大
切です。そのため、ご家族の方、他施設の方との間で正し
く情報を共有できるよう、「ご家族を介した伝言を使わ
ず、伝えたい相手に直接、文書・FAXなどで伝えること」を
徹底しています。常に患者さまの立場に立ち、これからも
地域の皆様へ安心・安全で満足していただける医療を提
供してまいります。

院長／池戸昌秋
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■診療科目／内科・循環器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市市木町6－38
■電話番号／0565-87-2551 
■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

業務の効率化、情報の共有化で患者さまの立場に立った医療を。

トヨタ記念病院

①良いタンパクを摂ろう
　（豆類など）
②飲酒量は1日1合程度に
③休肝日は週2日
④適度な運動を！

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

2012年4月に着任
した医師の紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

●ＧＯＴ（ＡＳＴ） １３-３３U/L 肝臓以外、心筋や骨格筋にも多く存在し、激しい運動でも上昇します。

主に肝臓に存在する酵素で細胞が壊れると上昇します。

主にアルコールに敏感に反応します。

●ＧＰＴ（ＡＬＴ）  男性：６-３０U/L　女性：６-２７U/L

●γ-ＧＴＰ　　　１０-４７U/L

肝 臓 を 元 気 に す る に は !?

渡 邉  　 拓
樋 田  大 輔
加 藤  二 郎
前 田  晋 吾
横 田  圭 右
南　　仁哲
大河内　智
大田亜希子

皮膚科

整形外科

内分泌科

脳神経外科

呼吸器外科

集中治療科

精神科

呼吸器科

0565-24-7169城（しろ）まで
お問い合わせください。

　みつわ会では、ボランティアを通
じて、仲間づくりを大切にしてい
ます。皆さんも、ボランティアして
みませんか。
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　今年4月より総看護長に就任しました清水と申します。

　私は新人看護師として当院に入社し現在にいたるま

で、地域医療関係の方々及び多くの患者さまとそのご

家族に育てていただき、今日を迎えることができまし

た。何より地元で地域の皆さまの医療、看護に携わる

ことができ、感謝しております。

　今後も今まで同様、看護理念の「人にやさしい看護」

を継続し実践できるよう日々取り組んで行きます。

「看護する」ということは各々の患者さまに相応しい

対応が求められるため、マニュアルだけでは限界があ

ると思います。「患者さま一人ひとりにとってより良い

看護とは何か」を常に考え行動できる看護師を育成す

ると共に、より働きやすい環境にしていくことも大切

だと考えています。　

　以上のことを目標に、地域の皆さまに選んでいただ

ける病院を目指して努力していきますのでよろしくお

願いいたします。
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がん治療のはなし卒後臨床研修機能評価機構より
認定を受けました

がん治療

はじめに
　生涯でがんに罹患する確率は、男性54％、女性41％でおお

よそ2人に1人が何らかのがんになります。2009年の1年間

におけるがん死亡者数は34万人で、全死亡者数は114万人と

されますから、死亡者の3人に1人ががんで亡くなっています。

　つまり、がんという病気はきわめて一般的なもので、人の

一生を大きく左右するものといってよいでしょう。ですから

がんに対する心構えはとても大切です。

早期発見と早期の治療
　がんでは病期、すなわちがんの進行度が決められます。そ

して病期により5年生存率（がんが発見されて治療を受け5

年後に生きていることが期待される確率）が示されていま

す。たとえば胃がんの場合、Ⅰ期の5年生存率は97.6%、Ⅱ期

69.2%、Ⅲ期45.5%、Ⅳ期8%と病期が進めば進むほど治

る可能性は低くなります。したがって、早く見つけて早く治療

を開始することが、がんを治すためには最も重要です。

臓器温存治療
　みなさんは胃カメラでがんを治すことができるのを知って

いますか？食道がん、胃がん、大腸がんでは内視鏡で早期が

んを治療し治すことが可能となってきました。また乳がんで

は、以前は乳房を全部摘出していた手術も乳房温存手術が

主流となってきました。

　食道がんや子宮がんでは抗がん剤と放射線治療を組み合

わせることで治癒する場合があります。前立腺がんも手術を

せずに治るがんのひとつです。

低侵襲手術
　腹腔鏡とか胸腔鏡などの手術により、お腹や胸を大きく切

らないで小さな傷を数か所あけるだけで、胃や肺のがんを切

除することができるようになってきました。特に早期がんで

は治療成績も開腹、開胸手術と遜色がないという治療成績

が報告されており、これらの手術を取り入れる施設が増えて

います（当院でも行っています）。

　これらの臓器温存治療や低侵襲手術は、早期に発見され

たがんに対し行われます。したがって早期発見は生存率を上

げるだけではなく、治療後の生活の質（QOL）を保つうえで

欠かすことができないとても大事なことです。

「がんは早くみつけて上手に治療しよう!!」

化学療法（抗がん剤治療）
　抗がん剤単独の治療成績も向上しています。特に大腸がん

の治療成績では薬の種類が増え、抗がん剤を使った人は使わ

なかった人に比べ、3倍から4倍の生存期間の延長が得られて

います。抗がん剤といえば髪の毛がぬけたり、激しく嘔吐した

り、ひどい副作用で大変だと思われる方が多いと思います。し

かし、今は支持療法といって、抗がん剤の副作用をいかに減ら

すか、副作用を抑えながら抗がん剤治療をいかに続けられる

かということを考え治療を行っています。

緩和ケア
　みなさん、ぜひ緩和ケアという言葉を覚えてください。緩和ケ

アとはがんのような命にかかわってくる病気にかかった時に患

者さまの苦痛（いろいろな痛みなど）を減らし、ご家族の支えに

もなれるような治療をしていくということです。昔のように末

期がんになってから痛みどめを使うことではなく、がんにか

かった初期の段階で患者さまの苦しみに寄り添っていく治療を

行っていくということです。

「がんになってもくじけるな!みんなが手を取り
合って寄り添います!」

副院長　辻　秀樹

　当院は2012年２月に卒後臨床研修機能評価を受審し、３月に認定を受けました。2004年度から医師が将来専門とする分野

にかかわらず、基本的な診療能力を身につけることができるよう、大学卒業後2年間は内科、救急、地域医療など臨床研修が必修

化されました。当院ではこの研修医教育に力を注ぎ、愛知県内でも有数の研修病院として毎年１５名の臨床研修医を受け入れて

きました。毎年、新人研修医は病院内を活性化し、当院ERトヨタにおける救急医療の充実にも貢献してきました。当院は臨床研修

管理委員会に外部評価委員として祖父江義信氏（元岡崎北高校および豊野高校校長）から、貴重なアドバイスをいただいており

ます。今回、さらなる『カイゼン』をするために、より客観的な外部評価を受けることにしました。

 ＜研修医の採用修了までと組織的位置づけ＞

　■貴院は多数の臨床研修医を公募・採用し、病院全体でより良い医師の要請に努力して

います。

 ＜研修プログラムの確立＞

　■研修医のアクティビティは高く、指導医、指導者の指導の下で適切に臨床研修が行わ

れていますので、今後とも貴院が地域のリーダー的な研修病院としてますます発展し

ていくことを期待します。　　　　　　　　　　　　　　　
(調査結果報告書から抜粋)

　卒後臨床研修機能評価機構からは、４年間認定の優秀評価（通常は２年間認定）を受け

ることができましたが、改善すべき点の指摘もあり、慢心せずに愚直に『カイゼン』を続け

ていきます。

副院長　岩瀬　三紀

愛知県がん診療拠点病院
　がん診療拠点病院は愛知県におけるがん診療の充実を図るために、厚生労働大臣が指定

したがん診療連携拠点病院と同等の機能を有する病院を愛知県知事が指定したものです。

　当院も2012年4月に厳正な審査の結果、愛知県のがん診療拠点病院の指定を受けることが

できました。がん診療拠点病院の指定要件は多岐にわたりますが、特にがん治療の中でも緩和ケ

ア・化学療法・放射線治療の充実がなくてはならないものとして位置づけられています。

　当院でも緩和ケアチームが2005年より立ち上がり活動を開始しています。さらに化学療

法部門を充実させるため、2013年1月からは外来化学療法室を拡充します。また、新しい放

射線治療機器の導入も視野に入れており、がん治療の最新知識・最新機器の導入拡充に知恵

を振り絞っています。

　がんと診断された患者さまは、様々な不安を感じていらっしゃいます。がん診療はがん患

者と家族を癒し、その人らしい療養生活がすごせるように質の高いサポートを提供することも大切な目的となります。外科治療

を中心に化学療法・放射線療法・緩和ケアなど診療体制の充実もさることながら、「がん相談支援センター」が中心となったがん

患者のためのサロンの開設など、全病院で患者さまに寄り添う医療を目指していきます。

副院長　辻　秀樹

放射線科
　放射線科は、常勤医3名、非常勤医９名、技師30名、
看護師4名で構成された計46名のチームです。単純X
線撮影からPET-CTといった最先端の画像診断を行う
「画像診断部門」と放射線を体の外より照射してがん
の治療を行う「放射線治療部門」に分かれます。当院は
近年、救命救急センターの指定、愛知県がん診療拠点
病院の指定を受けました。これらにより、当科を取り
巻く環境が大きく様変わりしましたので、この機会に
紹介させて頂きます。

●画像診断部門

　画像診断部門では、X線写真、CT、MRl、超音波検査、核医

学検査の画像診断を行っています。現在の医療、特に救命救

急医療、がん医療では、画像診断なくして成り立ちません。

画像診断医が、皆さまを直接診察する機会はありません。と

はいえ、皆さまが受ける医療の質を大いに向上させることに

貢献しています。しっかりとした画像診断は、特に緊急性が

要求される救命救急の現場に於いて、医療の質を保証する

礎となっています。具体的には、さまざまな鑑別診断が必要

な場合に、画像診断医が速やかに読影・診断し、レポートを

電子カルテに配信しま

す。これにより短時間で

スタッフ間の情報共有

を促し、迅速かつ適切

な治療につなげていま

す。さらに、地域の開業医の先生方には、インターネット予約

を介し、当院の高度医療機器をスムーズに利用して頂けるよ

うな連携も進めています。この様に、かかりつけ医の先生方

からご依頼頂いた検査にも画像診断医が直ぐに診断報告書

を作成しお返事していますので、皆さまの身近なところにも

迅速な医療連携として貢献しています。

●放射線治療部門　
　放射線治療は、近年、侵襲性の低いがん治療法として注目

を集めており、手術療法、化学療法とともにがん治療の一翼を

担っています。今春、がん

診療拠点病院となった

当院では、皆さまの期待

に応えられる、「放射線

治療」が提供されなくて

はなりません。そのため

には、放射線の治療効果や副作用について十分な知識と経験

を有する人材がいなくてはなりません。具体的には、放射線治

療専任技師、医学物理士、品質管理士、放射線治療専任看護師

といったスタッフを指します。当院では、これらのスタッフの育

成にも取り組んでおります。加えて、高度な放射線治療に必要

な放射線治療機器の整備も必要です。この事は、がん診療拠

点病院でがん治療に従事する医療者に共通した認識と思って

おりますので、近々、皆さまにさらに充実した新たな「放射線

治療」をお届けできる準備が整ったことのお知らせが出来る

ように検討を進めています。

　放射線科診療は、診断部門、治療部門ともに、救命救急、が

ん医療といった今後もさらに充実させるべき医療の一翼を

担っています。これからは、救命救急医療とがん医療を２つの

柱として、地域医療機関、福祉施設と密接に連携し、地域に根

差した放射線科診療の提供が大きな目標です。そして皆さま

の医療のなかで確かな「役割」を果たす放射線科を目指して

いきますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。

放射線科科部長　奥田　隆仁



がん治療のはなし卒後臨床研修機能評価機構より
認定を受けました

がん治療

はじめに
　生涯でがんに罹患する確率は、男性54％、女性41％でおお

よそ2人に1人が何らかのがんになります。2009年の1年間

におけるがん死亡者数は34万人で、全死亡者数は114万人と

されますから、死亡者の3人に1人ががんで亡くなっています。

　つまり、がんという病気はきわめて一般的なもので、人の

一生を大きく左右するものといってよいでしょう。ですから

がんに対する心構えはとても大切です。

早期発見と早期の治療
　がんでは病期、すなわちがんの進行度が決められます。そ

して病期により5年生存率（がんが発見されて治療を受け5

年後に生きていることが期待される確率）が示されていま

す。たとえば胃がんの場合、Ⅰ期の5年生存率は97.6%、Ⅱ期

69.2%、Ⅲ期45.5%、Ⅳ期8%と病期が進めば進むほど治

る可能性は低くなります。したがって、早く見つけて早く治療

を開始することが、がんを治すためには最も重要です。

臓器温存治療
　みなさんは胃カメラでがんを治すことができるのを知って

いますか？食道がん、胃がん、大腸がんでは内視鏡で早期が

んを治療し治すことが可能となってきました。また乳がんで

は、以前は乳房を全部摘出していた手術も乳房温存手術が

主流となってきました。

　食道がんや子宮がんでは抗がん剤と放射線治療を組み合

わせることで治癒する場合があります。前立腺がんも手術を

せずに治るがんのひとつです。

低侵襲手術
　腹腔鏡とか胸腔鏡などの手術により、お腹や胸を大きく切

らないで小さな傷を数か所あけるだけで、胃や肺のがんを切

除することができるようになってきました。特に早期がんで

は治療成績も開腹、開胸手術と遜色がないという治療成績

が報告されており、これらの手術を取り入れる施設が増えて

います（当院でも行っています）。

　これらの臓器温存治療や低侵襲手術は、早期に発見され

たがんに対し行われます。したがって早期発見は生存率を上

げるだけではなく、治療後の生活の質（QOL）を保つうえで

欠かすことができないとても大事なことです。

「がんは早くみつけて上手に治療しよう!!」

化学療法（抗がん剤治療）
　抗がん剤単独の治療成績も向上しています。特に大腸がん

の治療成績では薬の種類が増え、抗がん剤を使った人は使わ

なかった人に比べ、3倍から4倍の生存期間の延長が得られて

います。抗がん剤といえば髪の毛がぬけたり、激しく嘔吐した

り、ひどい副作用で大変だと思われる方が多いと思います。し

かし、今は支持療法といって、抗がん剤の副作用をいかに減ら

すか、副作用を抑えながら抗がん剤治療をいかに続けられる

かということを考え治療を行っています。

緩和ケア
　みなさん、ぜひ緩和ケアという言葉を覚えてください。緩和ケ

アとはがんのような命にかかわってくる病気にかかった時に患

者さまの苦痛（いろいろな痛みなど）を減らし、ご家族の支えに

もなれるような治療をしていくということです。昔のように末

期がんになってから痛みどめを使うことではなく、がんにか

かった初期の段階で患者さまの苦しみに寄り添っていく治療を

行っていくということです。

「がんになってもくじけるな!みんなが手を取り
合って寄り添います!」

副院長　辻　秀樹

　当院は2012年２月に卒後臨床研修機能評価を受審し、３月に認定を受けました。2004年度から医師が将来専門とする分野
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かった初期の段階で患者さまの苦しみに寄り添っていく治療を

行っていくということです。

「がんになってもくじけるな!みんなが手を取り
合って寄り添います!」

副院長　辻　秀樹

　当院は2012年２月に卒後臨床研修機能評価を受審し、３月に認定を受けました。2004年度から医師が将来専門とする分野

にかかわらず、基本的な診療能力を身につけることができるよう、大学卒業後2年間は内科、救急、地域医療など臨床研修が必修

化されました。当院ではこの研修医教育に力を注ぎ、愛知県内でも有数の研修病院として毎年１５名の臨床研修医を受け入れて

きました。毎年、新人研修医は病院内を活性化し、当院ERトヨタにおける救急医療の充実にも貢献してきました。当院は臨床研修

管理委員会に外部評価委員として祖父江義信氏（元岡崎北高校および豊野高校校長）から、貴重なアドバイスをいただいており

ます。今回、さらなる『カイゼン』をするために、より客観的な外部評価を受けることにしました。

 ＜研修医の採用修了までと組織的位置づけ＞

　■貴院は多数の臨床研修医を公募・採用し、病院全体でより良い医師の要請に努力して

います。

 ＜研修プログラムの確立＞

　■研修医のアクティビティは高く、指導医、指導者の指導の下で適切に臨床研修が行わ

れていますので、今後とも貴院が地域のリーダー的な研修病院としてますます発展し

ていくことを期待します。　　　　　　　　　　　　　　　
(調査結果報告書から抜粋)

　卒後臨床研修機能評価機構からは、４年間認定の優秀評価（通常は２年間認定）を受け

ることができましたが、改善すべき点の指摘もあり、慢心せずに愚直に『カイゼン』を続け

ていきます。

副院長　岩瀬　三紀

愛知県がん診療拠点病院
　がん診療拠点病院は愛知県におけるがん診療の充実を図るために、厚生労働大臣が指定

したがん診療連携拠点病院と同等の機能を有する病院を愛知県知事が指定したものです。

　当院も2012年4月に厳正な審査の結果、愛知県のがん診療拠点病院の指定を受けることが

できました。がん診療拠点病院の指定要件は多岐にわたりますが、特にがん治療の中でも緩和ケ

ア・化学療法・放射線治療の充実がなくてはならないものとして位置づけられています。

　当院でも緩和ケアチームが2005年より立ち上がり活動を開始しています。さらに化学療

法部門を充実させるため、2013年1月からは外来化学療法室を拡充します。また、新しい放

射線治療機器の導入も視野に入れており、がん治療の最新知識・最新機器の導入拡充に知恵

を振り絞っています。

　がんと診断された患者さまは、様々な不安を感じていらっしゃいます。がん診療はがん患

者と家族を癒し、その人らしい療養生活がすごせるように質の高いサポートを提供することも大切な目的となります。外科治療

を中心に化学療法・放射線療法・緩和ケアなど診療体制の充実もさることながら、「がん相談支援センター」が中心となったがん

患者のためのサロンの開設など、全病院で患者さまに寄り添う医療を目指していきます。

副院長　辻　秀樹

放射線科
　放射線科は、常勤医3名、非常勤医９名、技師30名、
看護師4名で構成された計46名のチームです。単純X
線撮影からPET-CTといった最先端の画像診断を行う
「画像診断部門」と放射線を体の外より照射してがん
の治療を行う「放射線治療部門」に分かれます。当院は
近年、救命救急センターの指定、愛知県がん診療拠点
病院の指定を受けました。これらにより、当科を取り
巻く環境が大きく様変わりしましたので、この機会に
紹介させて頂きます。

●画像診断部門

　画像診断部門では、X線写真、CT、MRl、超音波検査、核医

学検査の画像診断を行っています。現在の医療、特に救命救

急医療、がん医療では、画像診断なくして成り立ちません。

画像診断医が、皆さまを直接診察する機会はありません。と

はいえ、皆さまが受ける医療の質を大いに向上させることに

貢献しています。しっかりとした画像診断は、特に緊急性が

要求される救命救急の現場に於いて、医療の質を保証する

礎となっています。具体的には、さまざまな鑑別診断が必要

な場合に、画像診断医が速やかに読影・診断し、レポートを

電子カルテに配信しま

す。これにより短時間で

スタッフ間の情報共有

を促し、迅速かつ適切

な治療につなげていま

す。さらに、地域の開業医の先生方には、インターネット予約

を介し、当院の高度医療機器をスムーズに利用して頂けるよ

うな連携も進めています。この様に、かかりつけ医の先生方

からご依頼頂いた検査にも画像診断医が直ぐに診断報告書

を作成しお返事していますので、皆さまの身近なところにも

迅速な医療連携として貢献しています。

●放射線治療部門　
　放射線治療は、近年、侵襲性の低いがん治療法として注目

を集めており、手術療法、化学療法とともにがん治療の一翼を

担っています。今春、がん

診療拠点病院となった

当院では、皆さまの期待

に応えられる、「放射線

治療」が提供されなくて

はなりません。そのため

には、放射線の治療効果や副作用について十分な知識と経験

を有する人材がいなくてはなりません。具体的には、放射線治

療専任技師、医学物理士、品質管理士、放射線治療専任看護師

といったスタッフを指します。当院では、これらのスタッフの育

成にも取り組んでおります。加えて、高度な放射線治療に必要

な放射線治療機器の整備も必要です。この事は、がん診療拠

点病院でがん治療に従事する医療者に共通した認識と思って

おりますので、近々、皆さまにさらに充実した新たな「放射線

治療」をお届けできる準備が整ったことのお知らせが出来る

ように検討を進めています。

　放射線科診療は、診断部門、治療部門ともに、救命救急、が

ん医療といった今後もさらに充実させるべき医療の一翼を

担っています。これからは、救命救急医療とがん医療を２つの

柱として、地域医療機関、福祉施設と密接に連携し、地域に根

差した放射線科診療の提供が大きな目標です。そして皆さま

の医療のなかで確かな「役割」を果たす放射線科を目指して

いきますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。

放射線科科部長　奥田　隆仁



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＞

人にやさしい看護を大切に

清水 由美子
総看護長

経営スタッフからこんにちは

トヨタ記念病院

2012年夏号

〒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

『肝機能検査』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１６日（月）、８月１３日（月）、８月１４日（火）、１０月８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7月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　肝臓は、エネルギーの貯蔵や有害な物質（アルコールや薬など）の分解・解毒、
胆汁の生成・分泌など大切な役割を担っています。肝機能の異常を発見するため
には、血液検査を行なうことが一般的です。
　その代表的なものとして下記のような項目があります。

　みなさんの結果はいかがですか？
肝臓は再生能力があり、病気になっても症状が現れにくく『沈黙の臓器』とよばれています。血液検査でしか判らないことが多く、
症状が出て異変に気付いた時にはかなり悪化している事があります。検査値に異常が見られたときには、必ず再検査・精密検査を
受けましょう。

夏

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑥

　専門医である循環器科をメインにしながら、それ以外の疾患についても大
学病院・総合病院での勤務や産業医を務めた経験を活かして幅広く対応でき
るよう心掛けております。また、院内採血の充実を図っており、糖尿病などは
もちろん貧血検査や血液生化学検査の迅速な施行ができるよう院内検査機
器の拡充を行なっております。こうした診療体制を整えた上で、患者さま一人
ひとりに最適な治療を提供し、トヨタ記念病院などの総合病院や他医院に紹
介することも私の役目と考えています。
　今後はトヨタ記念病院等の急性期病院との医療
連携をさらに強固にすると共に、他の科の医院はも
ちろん、同じ内科でも専門分野が違う医院同士での
綿密な連携ができるように努めてまいります。内科
疾患以外の疾患についても、どんな治療法がある
のか、どの病院へかかればいいのかなど、できる限
りお答えしますので、まずは一度ご相談ください。

日比野内科
クリニック
豊田市

いけど内科
クリニック
豊田市

院長／日比野通敬 
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■診療科目／内科・循環器科
■所 在 地／豊田市若林東町
　　　　　　 宮間１５－８
■電話番号／0565-51-0055
■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

患者さまと医療連携を結ぶ窓口として。

Q&AQ&AQ&A
『控除対象外消費税問題』とは？
　現在、公共性の観点から保険診療では消費税が非課税となってい
ます。しかし、その診療の為に医療機関が業者から設備・医薬品・医
療材料等を購入する際に支払う消費税は控除対象となっていませ
ん。このため全額が医療機関の負担となり、多くの医療機関の経営
を圧迫していることを「控除対象外消費税問題」といいます。
　日本医師会によると、医療機関の控除対象外消費税の負担は、
推計で2,330億円（’10年度）となっており、診療報酬総額の２％を
上回る額となっています。

医療用語の 豊田市防火危険物安全協会より
表彰されました

＜項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　６月９日（土）中津川の「ちこり村」へボランティ
ア研修に行ってきました。改めて食の大切さに気
づかされ、働いている高齢者の方から元気をもら
いました。また、自分たちのボランティア活動につ
いて、ふりかえる時間をもつこともできました。

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

みつわ会は親睦会を開催しました 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 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年５月15日（火）当院の防災担
当事務局、黒河文雅さんが豊田市防火
危険物安全協会より、表彰されました。
黒河さんは長年にわたり防火対象物の
安全管理に努めてきたことを称えられ、
優秀防火管理者としての表彰となりま
した。

　内科全般、循環器科、小児科を中心に、あらゆる分野の診療を行っています。また、
予防接種を毎日行うなど、医療・保健・福祉の連携にも力を入れています。さらに、専
門的な検査・診断・緊急治療が必要と判断した患者さまには、迅速にトヨタ記念病院
などへの連携医療をお願いしています。「待ち時間を減らし、丁寧で満足していただけ
る診療」を目指して、電子カルテや予防接種ネット予約を導入して情報の一元化・共有
化を行い、業務の効率化を図っています。例えば、受付時の来院理由が即座に診察医

師の画面に表示され、内容により素早く対応しています。
　安心・安全で最適な医療を行うためには、患者さまの
情報を正確に把握して、スタッフ間で共有することが大
切です。そのため、ご家族の方、他施設の方との間で正し
く情報を共有できるよう、「ご家族を介した伝言を使わ
ず、伝えたい相手に直接、文書・FAXなどで伝えること」を
徹底しています。常に患者さまの立場に立ち、これからも
地域の皆様へ安心・安全で満足していただける医療を提
供してまいります。

院長／池戸昌秋
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■診療科目／内科・循環器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市市木町6－38
■電話番号／0565-87-2551 
■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

業務の効率化、情報の共有化で患者さまの立場に立った医療を。

トヨタ記念病院

①良いタンパクを摂ろう
　（豆類など）
②飲酒量は1日1合程度に
③休肝日は週2日
④適度な運動を！

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

2012年4月に着任
した医師の紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

●ＧＯＴ（ＡＳＴ） １３-３３U/L 肝臓以外、心筋や骨格筋にも多く存在し、激しい運動でも上昇します。

主に肝臓に存在する酵素で細胞が壊れると上昇します。

主にアルコールに敏感に反応します。

●ＧＰＴ（ＡＬＴ）  男性：６-３０U/L　女性：６-２７U/L

●γ-ＧＴＰ　　　１０-４７U/L

肝 臓 を 元 気 に す る に は !?

渡 邉  　 拓
樋 田  大 輔
加 藤  二 郎
前 田  晋 吾
横 田  圭 右
南　　仁哲
大河内　智
大田亜希子

皮膚科

整形外科

内分泌科

脳神経外科

呼吸器外科

集中治療科

精神科

呼吸器科

0565-24-7169城（しろ）まで
お問い合わせください。

　みつわ会では、ボランティアを通
じて、仲間づくりを大切にしてい
ます。皆さんも、ボランティアして
みませんか。
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　今年4月より総看護長に就任しました清水と申します。

　私は新人看護師として当院に入社し現在にいたるま

で、地域医療関係の方々及び多くの患者さまとそのご

家族に育てていただき、今日を迎えることができまし

た。何より地元で地域の皆さまの医療、看護に携わる

ことができ、感謝しております。

　今後も今まで同様、看護理念の「人にやさしい看護」

を継続し実践できるよう日々取り組んで行きます。

「看護する」ということは各々の患者さまに相応しい

対応が求められるため、マニュアルだけでは限界があ

ると思います。「患者さま一人ひとりにとってより良い

看護とは何か」を常に考え行動できる看護師を育成す

ると共に、より働きやすい環境にしていくことも大切

だと考えています。　

　以上のことを目標に、地域の皆さまに選んでいただ

ける病院を目指して努力していきますのでよろしくお

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。

＜例＞ ＜例＞

人にやさしい看護を大切に

清水 由美子
総看護長

経営スタッフからこんにちは

トヨタ記念病院

2012年夏号

〒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

『肝機能検査』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１６日（月）、８月１３日（月）、８月１４日（火）、１０月８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7月１日
発行／トヨタ記念病院
編集／企画グループ

　肝臓は、エネルギーの貯蔵や有害な物質（アルコールや薬など）の分解・解毒、
胆汁の生成・分泌など大切な役割を担っています。肝機能の異常を発見するため
には、血液検査を行なうことが一般的です。
　その代表的なものとして下記のような項目があります。

　みなさんの結果はいかがですか？
肝臓は再生能力があり、病気になっても症状が現れにくく『沈黙の臓器』とよばれています。血液検査でしか判らないことが多く、
症状が出て異変に気付いた時にはかなり悪化している事があります。検査値に異常が見られたときには、必ず再検査・精密検査を
受けましょう。

夏

地域医療機関の皆様へ

健診結果の見方 　  その⑥

　専門医である循環器科をメインにしながら、それ以外の疾患についても大
学病院・総合病院での勤務や産業医を務めた経験を活かして幅広く対応でき
るよう心掛けております。また、院内採血の充実を図っており、糖尿病などは
もちろん貧血検査や血液生化学検査の迅速な施行ができるよう院内検査機
器の拡充を行なっております。こうした診療体制を整えた上で、患者さま一人
ひとりに最適な治療を提供し、トヨタ記念病院などの総合病院や他医院に紹
介することも私の役目と考えています。
　今後はトヨタ記念病院等の急性期病院との医療
連携をさらに強固にすると共に、他の科の医院はも
ちろん、同じ内科でも専門分野が違う医院同士での
綿密な連携ができるように努めてまいります。内科
疾患以外の疾患についても、どんな治療法がある
のか、どの病院へかかればいいのかなど、できる限
りお答えしますので、まずは一度ご相談ください。

日比野内科
クリニック
豊田市

いけど内科
クリニック
豊田市

院長／日比野通敬 
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■診療科目／内科・循環器科
■所 在 地／豊田市若林東町
　　　　　　 宮間１５－８
■電話番号／0565-51-0055
■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

患者さまと医療連携を結ぶ窓口として。

Q&AQ&AQ&A
『控除対象外消費税問題』とは？
　現在、公共性の観点から保険診療では消費税が非課税となってい
ます。しかし、その診療の為に医療機関が業者から設備・医薬品・医
療材料等を購入する際に支払う消費税は控除対象となっていませ
ん。このため全額が医療機関の負担となり、多くの医療機関の経営
を圧迫していることを「控除対象外消費税問題」といいます。
　日本医師会によると、医療機関の控除対象外消費税の負担は、
推計で2,330億円（’10年度）となっており、診療報酬総額の２％を
上回る額となっています。

医療用語の 豊田市防火危険物安全協会より
表彰されました

＜項目と基準値＞ ※基準値は当院のものです。

　６月９日（土）中津川の「ちこり村」へボランティ
ア研修に行ってきました。改めて食の大切さに気
づかされ、働いている高齢者の方から元気をもら
いました。また、自分たちのボランティア活動につ
いて、ふりかえる時間をもつこともできました。

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

みつわ会は親睦会を開催しました 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 増田  TEL 0565-24-7117

E-mail

　2012年５月15日（火）当院の防災担
当事務局、黒河文雅さんが豊田市防火
危険物安全協会より、表彰されました。
黒河さんは長年にわたり防火対象物の
安全管理に努めてきたことを称えられ、
優秀防火管理者としての表彰となりま
した。

　内科全般、循環器科、小児科を中心に、あらゆる分野の診療を行っています。また、
予防接種を毎日行うなど、医療・保健・福祉の連携にも力を入れています。さらに、専
門的な検査・診断・緊急治療が必要と判断した患者さまには、迅速にトヨタ記念病院
などへの連携医療をお願いしています。「待ち時間を減らし、丁寧で満足していただけ
る診療」を目指して、電子カルテや予防接種ネット予約を導入して情報の一元化・共有
化を行い、業務の効率化を図っています。例えば、受付時の来院理由が即座に診察医

師の画面に表示され、内容により素早く対応しています。
　安心・安全で最適な医療を行うためには、患者さまの
情報を正確に把握して、スタッフ間で共有することが大
切です。そのため、ご家族の方、他施設の方との間で正し
く情報を共有できるよう、「ご家族を介した伝言を使わ
ず、伝えたい相手に直接、文書・FAXなどで伝えること」を
徹底しています。常に患者さまの立場に立ち、これからも
地域の皆様へ安心・安全で満足していただける医療を提
供してまいります。

院長／池戸昌秋
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■診療科目／内科・循環器科・
　　　　　　  小児科
■所 在 地／豊田市市木町6－38
■電話番号／0565-87-2551 
■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

業務の効率化、情報の共有化で患者さまの立場に立った医療を。

トヨタ記念病院

①良いタンパクを摂ろう
　（豆類など）
②飲酒量は1日1合程度に
③休肝日は週2日
④適度な運動を！

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

2012年4月に着任
した医師の紹介です。
どうぞよろしくお
願いいたします。

●ＧＯＴ（ＡＳＴ） １３-３３U/L 肝臓以外、心筋や骨格筋にも多く存在し、激しい運動でも上昇します。

主に肝臓に存在する酵素で細胞が壊れると上昇します。

主にアルコールに敏感に反応します。

●ＧＰＴ（ＡＬＴ）  男性：６-３０U/L　女性：６-２７U/L

●γ-ＧＴＰ　　　１０-４７U/L

肝 臓 を 元 気 に す る に は !?

渡 邉  　 拓
樋 田  大 輔
加 藤  二 郎
前 田  晋 吾
横 田  圭 右
南　　仁哲
大河内　智
大田亜希子

皮膚科

整形外科

内分泌科

脳神経外科

呼吸器外科

集中治療科

精神科

呼吸器科

0565-24-7169城（しろ）まで
お問い合わせください。

　みつわ会では、ボランティアを通
じて、仲間づくりを大切にしてい
ます。皆さんも、ボランティアして
みませんか。

豊田
市役所

248 301

いけど内科
クリニック

343

342

340

155

新
豊
田

豊
田
市

豊田
スタジアム

豊田高橋
郵便局

〒

248

155

155

トヨタカローラ

竹村日比野内科
クリニック

三
河
豊
田

豊田東JCT

東海環状自動車道

東海環状自動車道

東名高速道路

東名高速道路

　今年4月より総看護長に就任しました清水と申します。

　私は新人看護師として当院に入社し現在にいたるま

で、地域医療関係の方々及び多くの患者さまとそのご

家族に育てていただき、今日を迎えることができまし

た。何より地元で地域の皆さまの医療、看護に携わる

ことができ、感謝しております。

　今後も今まで同様、看護理念の「人にやさしい看護」

を継続し実践できるよう日々取り組んで行きます。

「看護する」ということは各々の患者さまに相応しい

対応が求められるため、マニュアルだけでは限界があ

ると思います。「患者さま一人ひとりにとってより良い

看護とは何か」を常に考え行動できる看護師を育成す

ると共に、より働きやすい環境にしていくことも大切

だと考えています。　

　以上のことを目標に、地域の皆さまに選んでいただ

ける病院を目指して努力していきますのでよろしくお

願いいたします。
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