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経営スタッフからこんにちは
この4月トヨタ記念病院は70余名の新しいスタッフ
を迎えることとなりました。院内を歩いているとそ
こかしこで慣れない新人がカルガモの親子のよう
に先輩の後ろについて歩いている姿をみるとほほ
えましくもあり「頑張れ！！」と心のなかで応援した
くなります。医療の進歩は日進月歩といわれます。
当院でもサイバーナイフという新放射線治療機を
はじめ新しい機器をとりいれることになっています。

ハードウェアも大切ですが、人というソフトウェア
はもっと大切です。迎え入れた新しいスタッフが
日々精進し一人前の素晴らしい医療者となるよう
に皆で育てていきたいと思います。患者さまもあ
たたかい目で新人をご指導いただければと思いま
す。我々経営スタッフも新人に負けないようにハツ
ラツと頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろ
しくお願いします。
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■ 乳腺の検査
　乳がんの診断には主にマンモグラフィ検査と超音波検

査があります。マンモグラフィ検査は乳房を板で挟み、X

線撮影をします。挟んだ乳房が薄くなるほど乳腺の重な

りが減り病変がわかりやすくなりますが、痛みを伴うこと

もあります。超音波検査は乳房を端子でスキャンしていく

検査で、X線被ばくがない

ため妊娠中の方も安心して

受けていただくことができ

ます。２つの検査で異常が

みつかれば、細胞診やCT ・

MRIなどの精密検査も行

います。

■ クリニック超音波検査室増設
　乳房検査のうち、超音波検査は最もよく行われる検査

です。当院ではこれまで外科外来診察中に行ってきました

が、検査時間がかかり、診察待ち時間が長くなる原因にも

なっていました。今秋、クリニック1階に乳房・甲状腺を対

象にした超音波検査室の増設を予定しています。検査を

担当する技師はすべて女性です。専門教育を受講し、乳腺

超音波技術認定を取得しています。超音波装置を2台設置

し、場所はマンモグラフィ撮影室の向かい側です。移動も

少なく、乳房検査のある方はよりスムーズに検査を受けて

診察に向かうことが可能になります。

クリニック超音波室の増設
－乳腺検査の充実にむけて－

乳がんは女性が罹るがんの1位で、年間6万人と推定されています。日本人女性

で一生のうちに乳がんになる割合は18人に1人という統計もあります。乳房に関

するさまざまな症状（しこり、痛み、分泌など）がありますが、すべてが乳がんとは

限りません。当院では乳腺内分泌外科の乳腺専門医２名が診断・治療にあたって

います。一人で悩まずにまずは医師にご相談ください。

■ 健診センター
　昨年は約5400名の方が乳がん検診を受診され，16人

の方が乳がんと診断されました（発見率0.3％）。乳がんは、

早期発見なら90%以上の方が治ります。そのため、症状

のない方も定期的に乳がん検診を受けていただくことを

お勧めします。今秋ごろには、健診センター内にマンモ

グラフィ装置の新設を予定しています。今後は、午前中

に全ての検査が行える体制を整える予定ですので、マンモ

グラフィ装置のある1階までの

移動や、撮影のため午後再度来

院して頂く必要はありません。

　外来・健診ともに乳腺検査

をより快適に受けていただけ

るよう、皆さまのお手伝いを

させていただきます。スタッフ

一同お待ちしております。

放射線科　渡辺 絵美
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　脳卒中センターは、医師9名、脳卒中リハビリテーション

看護認定看護師1名、看護師27名、看護助手3名で医療を

行っています。

　脳卒中を発症すると、命は助かっても、運動麻痺や嚥下

障害、認知障害等、多岐にわたる後遺症等により、これまで

と同じ生活を継続することが困難になってしまうことが多

くあります。

　入院時よりリハビリスタッフや栄養士、メディカルソー

シャルワーカー等複数の医療スタッフと話し合いを重ね、

可能な限り元の生活に戻ることを目標に医療を提供して

います。できなかったことが一つ一つできるようになって

いく患者さまの姿は、家族の方はもちろん、私たちの喜びで

あり自信にもつながります。退院後の生活を、楽しく生き

がいを持って過ごしていただくための支援も行っています。

　また、脳卒中は生活習慣病です。病気の発症や、後遺症

がなく退院できても再発しやすく、再発の予防や病気の

発症を予防することが大変重要です。

　脳卒中リハビリテーション認定看護師を中心に、地域でも

講演活動を行っています。私たちは、地域から寝かせっきり

の患者さまを一人でもなくすことを目指し、『YES WE 

CAN』の精神で職員一同医療を行っています。

看護長　前 千登世

院
ズー ム イ ン

　心臓病センターとして、救命病棟で急性期治療を終えた

循環器疾患の患者さまを受け入れ、引き続き全身管理を

行いながら、退院後の生活を見据えた指導を行っていま

す。また、心臓カテーテル検査を目的に入院されている

患者さまも多く、安全に検査が行えるように援助を行って

います。ナースステーションには心電図モニターがあり、

不整脈出現時はアラーム音に敏感に反応し、速やかに患者

さまの元へ伺います。異常の早期発見が第一ですので、

必ず、患者さまの元で状態観察を行い対応しています。

　一方、血液内科の患者さまは、長期にわたり治療を行う

ケースが多く、症状コントロールを医師、薬剤師、ソーシャル

ワーカーなどと相談しながら行っています。そして、患者さ

まが自分らしい入院生活を送られるよう、看護師が中心に

なって適した看護を提供しています。私たちは患者さまと

より良い信頼関係を築くことができるよう、日々緩和ケア

などについて学び研鑽しています。

　病棟スタッフは笑顔で明るいメンバーが揃っています。

お互いに切磋琢磨し、患者さまにより良い看護が提供できる

ように毎日がんばっている職場です。

看護長　稲垣 律子

脳卒中センター

心臓病センター、
血液内科

東病棟3F

西病棟3F



毒ヘビや蜂に
襲われたら

知っておきたい

病気 話の
 

はじめに

マムシに咬まれたら

③指を冷やしすぎない、ということです。刺し口を吸って

もほとんど毒は回収できません。指をしばりすぎたり冷

やしすぎるのは、指の血流が悪くなって、そこに毒素が

留まってしまい、かえって危険です。指の色が変わらない

程度に軽くしばって、安静にしておくことをお勧めします。

　当院には年間およ

そ５０件の、蜂に刺さ

れた患者さんが来院

されます。そのほと

んどが軽症であり、

塗り薬や内服薬でよくなります。

　しかし、数パーセントで蜂毒によるアナフィラキシー

発作があります。アナフィラキシーというのは、アレル

ギー反応が急激に全身で起きたものをいいます。

　アナフィラキシーの症状のひとつは、皮膚の発赤や

じんましんです。それに加えて、息苦しさ、くしゃみや

鼻づまり、ヒューヒューゼーゼー、気分不快、嘔吐、下痢

などがあれば、アナフィラキシーと診断されます。アナ

フィラキシーは最初の数分の対処が勝負です。蜂刺され

後に皮膚の発赤に加え、息苦しさや気分不快の症状が

出現した場合には、悩む前にすぐに救急車を呼んでく

ださい。

　最後に、蜂に刺されないようにするには、黒色や花柄の

服を着ない、香水をしない、とされています。おしゃれ

には危険がつきもののようですね。

救急科医長　榊原 吉治

　私たちの救急外来には、２４時間３６５日さまざまな

患者さんが受診されます。今回は、その中でも「季節も

の」と呼ばれる疾患のなかから、「マムシに咬まれたら」

と「蜂に刺されたら」という２つのテーマをお話しします。

　当院には夏から秋にかけて年間およそ１０件のマム

シに咬まれた患者さんが来院されます。庭の掃除中

に枯れ葉に手を入れたとたんに咬まれた、物置で道具

を探していたら咬まれた、などです。なかには、マムシ

酒を作るためにマムシを捕まえに行き、返り討ちに合っ

た、という患者さんもいらっしゃいます。マムシはしばし

ば、涼しい日陰に隠れていて、不意に手や足を入れたと

たんに指を咬まれてしまうのです。

　本州に生息する毒ヘビは、ほとんどが「マムシ」です。

みなさんが、ヘビに咬まれたとき、それがマムシであれば、

１０分程度で刺し口が暗紫色になりどんどん腫れが

広がってきます。マムシ以外の毒のないヘビ（アオダイ

ショウなど）では、歯形はつきますが、すぐに腫れてくる

ことはありません。咬まれたのがマムシかどうかわから

なくても、すぐに腫れてきた場合は、マムシに間違い

ありませんので、すぐに救急車を呼びましょう。

　さてここでみなさんに、救急車が到着するまでの

対処法についてお話しします。

①咬まれた刺し口を吸わない②指をしばりすぎない

蜂に刺されたら



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＞

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地域医療機関の皆様へ

山元整形外科・
皮膚科
豊田市

　元々は産婦人科の医院として昭和45年に豊田市山之手に開業。平成15
年に整形外科を開設し現在に至ります。地域の皆さまに支えられ、この地で
44年。多くの皆さまにお越しいただいています。トヨタ記念病院からは術
後リハビリの患者さまを紹介いただくことも多く、地域医療連携の一端を
担っております。また、地域のかかりつけ医という役割を担う一方で、新規で

来られる患者さまも増えております。また巻き爪治
療の患者さまが多く、痛みの少ないワイヤーを使っ
た矯正治療が好評を得ています。当院では信頼を
裏切らない診察・診療を目指し、患者さまの訴えを
真摯に聞き、その上で、患者さまの生活様式などに
あわせて治療法を選択できるようご提案し、その患
者さまに一番適した医療を提供しています。これか
らも信頼される医院を目指し、実直にやっていきた
いと思います。

file.41

■診療科目／整形外科／皮膚科／
　　　　　　リウマチ科／
　　　　　　リハビリテーション科
■所 在 地／豊田市山之手５-１１３
■電話番号／0565-28-5248
■診療時間／ 9：00～12：00、
　　　　　　16：00～19：00
■休 診 日／水、土曜日の午後、
　　　　　　日曜日、祝日

患者さまの信頼を裏切らない、実直な診察・診療を。

　当院では、内科、外科などの診療から、介護保険を利用したデイケアや訪
問リハビリ、そして、トヨタ記念病院などの急性期病院との連携により、地
域の皆さまが必要とする医療体制を整えることで、地域医療の役割を担っ
ております。また、透析は外来だけでなく、入院での透析にも対応し、睡眠時
無呼吸症候群・いびきなどの睡眠呼吸障害治療、小児科は大学病院の医師
を招いて最新の小児医療にも注力するなど、地域の
皆さまのニーズに応えるためより良い医療の提供に
も努めています。
　そして常に、適切な判断ができ、対応、診療できる
医師を継続的に確保し、この先もずっと、地域の皆さ
まに安心の医療をお届けしていきたいと考えます。
地域の皆さまに、何世代にもわたってリピートして来
てもらえるような病院でありたいと願っています。

さくら病院
豊田市

file.40

■診療科目／内科／消化器科／
　　　　　　循環器科／小児科  他
■所 在 地／豊田市豊栄町１１-１３１
■電話番号／0565-28-3691
■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

より良い医療を地域に提供し続けていきたい。

院長／庭本 直達

院長／山元 宏介
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駐車場のご案内
　これまで外来棟（クリニック）付近の駐車場台数が少なく、皆さまには大変ご迷
惑をおかけしておりました。このたび2014年7月より、外来棟（クリニック）側に
100台分駐車場を増設いたしました。一般外来を受診の際はご利用ください。
　また、７月より新放射線治療棟の建築を開始いたします。それに伴い、病院玄関
前の西駐車場の一部を工事のためご利用できなくなります。工事中はご不便をお
かけしますが、安全には十分配慮して作業を進めてまいりますので、ご理解とご協
力をお願いいたします。

TO
PI
CS

トピ
ック
ス

医長
多田 英倫
小児科

医長
岡田 則男
内分泌科

医長
棚橋 義浩
小児科

医長
佐野 孝治
形成外科

駐車場100台増設

2014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。

今年も9月から3月までの月1回、病院ボランティ
ア養成講座を開催致します。病院ボランティア
に関心のある方、そして今後トヨタ記念病院ボラ
ンティア「みつわ会」で活動いただける方、ふるっ
てご参加下さい。

病院ボランティア
養成講座のお知らせ

ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
0565－24－7169 近藤までお問い合わせ下さい。

トヨタ記念病院

2014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　

土・日以外の休診日は
７月２１日（月）、８月１４日（木）、
８月１５日（金）、９月１５日（月）、
９月２３日（火）です。

患者さまの権利 患者さまへのお願い
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。

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／2014年7月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／企画グループ

新生児集中ケア認定看護師

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

みなさん、「認定看護師」という名前を御存じですか。看護の技を高めるために、日本看護協会が審査認定した
看護師です。当院にも多数の認定看護師が活動していますので、シリーズで紹介します。

認　定

紹　介
看護師

　新生児看護の目標は「後遺症なき生育」であり、新生児の小さな体から
発せられるサインを見逃さず、病態の変化を予測することで重篤化を予防
していく必要があります。日々の看護の中で、生理的な安定が得られるよう
に支援するとともに、新生児を観察し、小さな変化に目を光らせていま
す。また、新生児のサインから個々のニーズを読み取り、新生児のニーズが
適切に満たされるように看護ケアを提供しています。
　新生児看護では、新生児だけでなくその家族も看護の対象となります。
家族とパートナーシップを築き、家族が主体的に新生児と関わることがで
きるように支援し、家族にとって居心地の良いNICUを目指しています。
　新生児集中ケア認定看護師の活動として大切にしていることは、ベッド
サイドでの実践や指導、相談です。新生児の看護ケアをスタッフと共に実践
する中で、スタッフに知識や技術を伝え、新生児看護の質向上に繋げていけ
るように日々活動を続けています。

新生児集中ケア認定看護師
清水 美咲

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

助産師募集助産師募集
病棟（変則2交替）勤務可能な方

病院見学 随時対応
担当 東（ヒガシ）
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