
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

トヨタ記念病院へ入院し
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＞

『子宮頸がん検診』
　人間ドックで行う子宮頸がん検診（視診・細胞診）は、子宮頸がんや
炎症の有無を調べる検査です。精密検査になった場合は、医師の指示
により『コルポ診』、『細胞診』などの検査を組み合わせて診断します。

精密検査
のススメ

その5

健 診

コルポ診

親睦会＆ボランティア
養成講座を開催しました
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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

土・日以外の休診日は
５月４日（水）、５月５日（木）、
５月６日（金）です。発行日／2016年4月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

榎本内科
豊田市

キッズクリニック
サンタ
豊田市

第1種放射線取扱主任者（診療放射線技師）

　私の父（院長）がこの地に開院して20年。以来、当院は地域に密着した医院とし
て、多くの地元の方々とハートフルな交流を通じ、皆さんが健康に対する不安を
抱いた時には最初にケアさせていただく重要な役割を担って参りました。長く
お付き合いをさせていただいている患者さんも非常に多く、ご要望の多い往診
や在宅医療にも注力しております。また今後は、院長の専門である循環器、そして
私の専門である糖尿病といった専門分野でも特色を出していけたらと考えて
おります。近々、血糖値やヘモグロビンの検査結果が即日にわかるシステムの
導入なども行なっていく所存です。その中で、重大な病気が隠れている場合は、

トヨタ記念病院などの基幹病院に精査をお願いする
という地域連携もより一層強固なものに構築していき
たいと思います。
　当院は今までもこれからも地域に密着した医院であり
続けると共に、地域の皆さんのニーズに応えられる医療
を提供し、皆さんの健康を広く、そして深くサポートして
いきたいと考えております。
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■診療科目／内科／循環器科／内分泌科
■所 在 地／豊田市東保見町大門63
■電話番号／0565-48-5306
■診療時間／  9：00～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／水、土曜日午後、
 日曜日、祝日

循環器疾患、糖尿病といった専門医療を強みに、地域密着型の医療を提供致します

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

　病院には多くの放射線機器が設置され、放射線画像検査や放射線治療が

日々行われています。それらが安全に提供されることはもちろん、職員や公共に

対する安全の確保も必要です。放射線の使用および防護などに関する様々な法令

の下、体制の整備や維持、管理、教育を行うのが放射線取扱主任者の職務です。

　主な内容として、日々の放射線利用に対する継続的な法定帳簿の作成、定期的な

放射線量の測定と評価、官公庁(保健所や原子力規制委員会)への法定書類の申請

や届出、立入検査への対応などがあり、関係法令に対する十分な知識が必要です。

　現在、選任主任者2名を中心に有資格者3名と共にチームワークで取り組んでいます。これからも皆さまが安心して

当院をご利用いただけるよう、放射線管理の立場からサポート致します。

　誰からも愛され、名前を呼ぶだけでワクワクする「サンタさん」のように、お子さん
はもちろん、お父さん、お母さんからも親しまれ、愛されるクリニックを。「キッズ
クリニックサンタ」という名前には、そんな思いを込めました。また待合ロビーには、
見て、触れて、遊んでいただける大型の木製遊具をはじめ、知育玩具なども用意して
おります。こうした遊び場を作ることで、お子さんの「病院は怖い所」というイメージ
を払拭し、嫌がらず積極的に、診療や予防接種に来てもらいたいと考えています。
　さらに、当クリニックは病気の診療や治療、予防接種だけではなく、ベビー
マッサージ教室の開催や年齢に合わせた知育玩具の選び方なども紹介する
など、お子さんの発育・発達にも寄り添えるような地域に
根差した小児科医を目指しています。これからも皆さん
のお力になれるようにより一層勉強し頑張って参ります。
もしもお子さんに重大な病気が見つかったとしても、
トヨタ記念病院をはじめ基幹病院との地域連携でバック
アップしていただいておりますので、安心して当クリニック
にお越しください。
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■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市若林東町宮間
 15-20
■電話番号／0565-51-1155
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

お子さんの発育・発達にも寄り添うクリニックとして

院長／西田 純久

放射線科主任
土田 康久

副院長／榎本 康宏

トヨタ記念病院

Smile&Heart 春
2016

Smile&Heart

　子宮頸がんは、20歳代後半～30歳代後半と
いう若い世代の方でもかかりやすいがんです。
　子宮頸がんは前がん状態といわれる段階が
あります。検診ではこの段階から発見、早期治療
へつなげることができます。早期発見のため、
精密検査をきちんと受けましょう。

スタッフ
紹　 介

　当院は専門的な治療や検査・救急医療など入院

診療を中心とした高度医療を地域へ提供する役割を

担うことにより地域に貢献し、地域の医療機関と機能

分担しています。

　ご体調が悪くなったらまずは、お近くの診療所（かかり

つけ医）を受診していただき、専門的な治療や検査

等が必要な場合には紹介状を持参していただき当院

「紹介外来」をご利用ください。状態が落ち着きましたら再び「かかりつけ医」

へご紹介（逆紹介）させていただきます（病診連携）。

　地域の診療所（かかりつけ医）の先生と連携し、今後も地域医療に貢献

させていただきたいと思います。皆様のご協力よろしくお願いします。

経営スタッフからこんにちは

利用される方々の笑顔が私たちの誇りです。

安田 武司
副院長
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
城（しろ）までお問い合わせ下さい。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178

コルポスコープというライトの付いた拡大鏡のような
機械で、異常箇所があるか確認します。

細胞診
コルポ診で異常が発見された場合は、その箇所の細胞
をブラシなどで取ってがん細胞がないか確認します。
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地域医療連携へのご協力お願いします
―「かかりつけ医」を持ちましょう―

お知らせ コンシェルジュ、入退院支援室新設

　11月29日フォレスタヒルズの企画

「大人の遠足」にご後援いただき、

親睦会を開催しました。虎渓山の

紅葉のなか、おもてなしについて学び、

ボランティア同士の交流にもよい

機会となりました。また１月15日には、

ボランティア養成講座内で、AEDと

救命方法について学びました。

患者さまの権利
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。

患者さまへのお願い
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。

　病院と患者さまの“橋渡し役”として『病院

コンシェルジュ』が皆さまの受診サポートをさせ

ていただきます。外来棟各フロアーで診療科や検査等のお問い

合わせ・ご案内などお困り事や悩みに対応させていただきます

ので、いつでもお気軽にお声かけください。

　２０１６年５月より入退院支援室を新設いたします。患者さまが外来

から入院、退院後まで「継ぎ目のない医療」が受けられるよう専任

のスタッフが支援いたしま

す。入院が決まった時点での

入院案内や治療スケジュール

など患者さまお一人おひとり

にあった説明を行います。

担当 ： 城（しろ）
TEL ： 0565-24-7169  FAX ： 0565-24-7178

問合せ



皆さまに満足していただける
病院をめざして

　クモ膜下出血や脳出血、重傷頭部外傷など所謂神経救急

疾患は時に生命を脅かし、救命し得た場合にも重篤な後遺症

をきたし得る疾患です。当院には救命救急センターと脳卒中

センターが整備されており、これら救急疾患を24時間体制

で診療し、麻酔科の協力のもと必要に応じた外科手術が可能

な体制となっています。また病状が安定次第、リハビリ

テーション科および脳卒中リハビリテーション看護認定

看護師と連携し早期リハビリテーションによるADL向上に

努めています。

　急性期脳血管障害以外

にも頸動脈や脳血管の

狭窄症や閉塞症に対して

の頸動脈内膜剥離術や

バイパス術、脳ドックで発

見された脳動脈瘤の診断・

治療にも対応しています。

これらの手術においては

ICG video angiography

（術中血管撮影）を搭載した

手術顕微鏡を駆使し安全・

確実な手術を行うよう心掛けています。また当院には血管内

手術が可能な血管撮影装置が装備されており、症例に

よってはカテーテルによる手術も選択が可能です。

　一口に脳腫瘍と言っても、手術のみで根治可能なものから

手術のみでは治癒を得られず術後に化学療法や放射線

治療を要するものまで

その種類・病態は様々

です。当院では３テスラ

MRIやその他の画像

診断で詳細に評価・診

断し、治療方針を検討

しています。また手術においては術中蛍光腫瘍診断の可能な

顕微鏡とナビゲーションシステムを用いてより安全な手術

を行うよう心掛けています。病理診断で得られた情報より

補助療法の要否を適切に判断し、放射線治療が必要と判断さ

れた場合には放射線治療医と連携を取り治療に当たります。

 顔面けいれんや三叉神経痛は直接生命に関わる疾患では

ありませんが、日常生活の質を大きく低下させます。これら

の疾患に対して各種薬剤による治療から詳細な画像診断に

よる根治的な外科手術

まで対応しています。

他にも認知症の原因の

一つである正常圧水頭

症の診断・治療も行って

います。

　他の外科と同様、脳神経外科領域でも内視鏡を用いた

手術が進歩・発展しています。当院には日本神経内視鏡学会

認定の神経内視鏡技術認定医が2名在籍しており、今後

この領域での手術を提供できるようにしていきたいと考え

ています。

脳神経外科科部長　長久 伸也

■ 脳血管障害

■ 脳腫瘍

■ 神経救急疾患

■ その他の疾患

■ 今後の展望

～患者さま満足度調査より～
　満足度調査にご理解ご協力いただきありがとうございます。

　当院では、皆さまに満足していただける病院にするため、患者さまに対して毎年「満足度調査」を実施しております。

2015年度は12月に実施し、外来患者さま489名、入院患者さま815名にご協力をいただきました。この場をお借り

して御礼と結果報告をさせていただきます。

　脳神経外科では脳、脊髄、末梢神経系などの神経系全般

の疾患のなかで主に外科的治療の対象となりうる疾患に

ついて診断、治療を行っています。

　当院ではクモ膜下出血や脳出血などの出血性脳血管

障害、頭部外傷など神経救急疾患のみならず、頸動脈狭窄

など外科処置を要する虚血性脳血管障害、脳腫瘍、顔面けい

れんや三叉神経痛などの機能性疾患などの治療・手術にも

力を入れています。

前立腺のはなし

　前立腺は男性の膀胱の

下にあり、膀胱から出た

尿道を取り囲んでいる

クルミ大の臓器です。主

な働きは精液の液体部分

をつくっています。

　近年、日本では前立腺がんの患者さんが増えてきてい

ます。2015年の統計予測では、前立腺がんの予測

罹患数が９万８千人で、全男性がんの中で１位になると

されています。以前は、症状が現れにくく、早期発見が

難しいがんと言われてきました。最近では簡単な血液

検査（PSA検査）で発見できるようになり、早期発見・

早期に適切な治療が可能になってきています。

　血液検査（PSA検査4.0ng/ml以上）、直腸診などに

よってがんの疑いがあれば、最終的な診断を行うために

組織検査（前立腺針生検）が行われます。当院では１泊

２日の入院で検査を行っています。局所麻酔で30分ほど

の検査です。生検検査ではがんであれば、そのがんの

悪性度を調べることもできます。

　多くの治療法があります。前立腺がんの状態や、年齢、

生活の状況に合わせて、その人にあった適切な治療を

選択していきます。 泌尿器科科部長　久保田 恵章

脳神経外科

前立腺がんの検査は？

前立腺がんの治療は？

手術治療

手術で前立腺ごと前立腺がんを摘除します（前立腺全

摘術）。前立腺がんを体内から除去することができま

す。１～２週間の入院が必要です。術後しばらく尿失禁

が起こります。最近

は傷が小さく回復

が早い、ロボット手術

が主流となってきて

います。

放射線治療

外部より放射線を前立腺に照射し、前立腺がんを治療

します。低侵襲ですが、少しずつ放射線を当てるので

治療期間は手術よりも長くかかります。１回約１時間

の治療で１か月半ほどの

通院が必要です。当院で

は、国内最新機のサイバー

ナイフM6で前立腺がん

の放射線治療を開始し

ています。

内分泌治療（ホルモン治療）

前立腺がんは男性ホルモンによって栄養されており、

男性ホルモンを抑えることによって前立腺がんが

縮小します。男性ホルモンを抑える注射を１か月に

１回、または３か月に１回打ちます。男性ホルモンを

産生する精巣を摘除する場合もあります。男性ホル

モンが低くなると、体がほてったり、食欲が増進して

体重が増えたりします。

経過観察

前立腺がんの悪性度が低い場合は、一般的にがんは

ゆっくりと進行します。前立腺がんの悪性度が低く、生検

検査でもがんが少量しか検出されない場合は、進行

するまで様子をみる（無治療経過観察）こともできます。

治療しないので治療による副作用はないですが、本当

に前立腺がんが進行していないかどうかを血液検査

や針検査で定期的に確認していく必要があります。

前立腺の病気は？

前立腺って何？
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皆さまに満足していただける
病院をめざして

　クモ膜下出血や脳出血、重傷頭部外傷など所謂神経救急

疾患は時に生命を脅かし、救命し得た場合にも重篤な後遺症

をきたし得る疾患です。当院には救命救急センターと脳卒中

センターが整備されており、これら救急疾患を24時間体制

で診療し、麻酔科の協力のもと必要に応じた外科手術が可能

な体制となっています。また病状が安定次第、リハビリ

テーション科および脳卒中リハビリテーション看護認定

看護師と連携し早期リハビリテーションによるADL向上に

努めています。

　急性期脳血管障害以外

にも頸動脈や脳血管の

狭窄症や閉塞症に対して

の頸動脈内膜剥離術や

バイパス術、脳ドックで発

見された脳動脈瘤の診断・

治療にも対応しています。

これらの手術においては

ICG video angiography

（術中血管撮影）を搭載した

手術顕微鏡を駆使し安全・

確実な手術を行うよう心掛けています。また当院には血管内

手術が可能な血管撮影装置が装備されており、症例に

よってはカテーテルによる手術も選択が可能です。

　一口に脳腫瘍と言っても、手術のみで根治可能なものから

手術のみでは治癒を得られず術後に化学療法や放射線

治療を要するものまで

その種類・病態は様々

です。当院では３テスラ

MRIやその他の画像

診断で詳細に評価・診

断し、治療方針を検討

しています。また手術においては術中蛍光腫瘍診断の可能な

顕微鏡とナビゲーションシステムを用いてより安全な手術

を行うよう心掛けています。病理診断で得られた情報より

補助療法の要否を適切に判断し、放射線治療が必要と判断さ

れた場合には放射線治療医と連携を取り治療に当たります。

 顔面けいれんや三叉神経痛は直接生命に関わる疾患では

ありませんが、日常生活の質を大きく低下させます。これら

の疾患に対して各種薬剤による治療から詳細な画像診断に

よる根治的な外科手術

まで対応しています。

他にも認知症の原因の

一つである正常圧水頭

症の診断・治療も行って

います。

　他の外科と同様、脳神経外科領域でも内視鏡を用いた

手術が進歩・発展しています。当院には日本神経内視鏡学会

認定の神経内視鏡技術認定医が2名在籍しており、今後

この領域での手術を提供できるようにしていきたいと考え

ています。

脳神経外科科部長　長久 伸也

■ 脳血管障害

■ 脳腫瘍

■ 神経救急疾患

■ その他の疾患

■ 今後の展望

～患者さま満足度調査より～
　満足度調査にご理解ご協力いただきありがとうございます。

　当院では、皆さまに満足していただける病院にするため、患者さまに対して毎年「満足度調査」を実施しております。

2015年度は12月に実施し、外来患者さま489名、入院患者さま815名にご協力をいただきました。この場をお借り

して御礼と結果報告をさせていただきます。

　脳神経外科では脳、脊髄、末梢神経系などの神経系全般

の疾患のなかで主に外科的治療の対象となりうる疾患に

ついて診断、治療を行っています。

　当院ではクモ膜下出血や脳出血などの出血性脳血管

障害、頭部外傷など神経救急疾患のみならず、頸動脈狭窄

など外科処置を要する虚血性脳血管障害、脳腫瘍、顔面けい

れんや三叉神経痛などの機能性疾患などの治療・手術にも

力を入れています。

前立腺のはなし

　前立腺は男性の膀胱の

下にあり、膀胱から出た

尿道を取り囲んでいる

クルミ大の臓器です。主

な働きは精液の液体部分

をつくっています。

　近年、日本では前立腺がんの患者さんが増えてきてい

ます。2015年の統計予測では、前立腺がんの予測

罹患数が９万８千人で、全男性がんの中で１位になると

されています。以前は、症状が現れにくく、早期発見が

難しいがんと言われてきました。最近では簡単な血液

検査（PSA検査）で発見できるようになり、早期発見・

早期に適切な治療が可能になってきています。

　血液検査（PSA検査4.0ng/ml以上）、直腸診などに

よってがんの疑いがあれば、最終的な診断を行うために

組織検査（前立腺針生検）が行われます。当院では１泊

２日の入院で検査を行っています。局所麻酔で30分ほど

の検査です。生検検査ではがんであれば、そのがんの

悪性度を調べることもできます。
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するまで様子をみる（無治療経過観察）こともできます。
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よってがんの疑いがあれば、最終的な診断を行うために

組織検査（前立腺針生検）が行われます。当院では１泊

２日の入院で検査を行っています。局所麻酔で30分ほど

の検査です。生検検査ではがんであれば、そのがんの

悪性度を調べることもできます。

　多くの治療法があります。前立腺がんの状態や、年齢、

生活の状況に合わせて、その人にあった適切な治療を

選択していきます。 泌尿器科科部長　久保田 恵章

脳神経外科

前立腺がんの検査は？

前立腺がんの治療は？

手術治療

手術で前立腺ごと前立腺がんを摘除します（前立腺全

摘術）。前立腺がんを体内から除去することができま

す。１～２週間の入院が必要です。術後しばらく尿失禁

が起こります。最近

は傷が小さく回復

が早い、ロボット手術

が主流となってきて

います。

放射線治療

外部より放射線を前立腺に照射し、前立腺がんを治療

します。低侵襲ですが、少しずつ放射線を当てるので

治療期間は手術よりも長くかかります。１回約１時間

の治療で１か月半ほどの

通院が必要です。当院で

は、国内最新機のサイバー

ナイフM6で前立腺がん

の放射線治療を開始し

ています。

内分泌治療（ホルモン治療）

前立腺がんは男性ホルモンによって栄養されており、

男性ホルモンを抑えることによって前立腺がんが

縮小します。男性ホルモンを抑える注射を１か月に

１回、または３か月に１回打ちます。男性ホルモンを

産生する精巣を摘除する場合もあります。男性ホル

モンが低くなると、体がほてったり、食欲が増進して

体重が増えたりします。

経過観察

前立腺がんの悪性度が低い場合は、一般的にがんは

ゆっくりと進行します。前立腺がんの悪性度が低く、生検

検査でもがんが少量しか検出されない場合は、進行

するまで様子をみる（無治療経過観察）こともできます。

治療しないので治療による副作用はないですが、本当

に前立腺がんが進行していないかどうかを血液検査

や針検査で定期的に確認していく必要があります。

前立腺の病気は？

前立腺って何？
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　今回の調査では、2014年度に比べ、入院・外来ともに医師・看護師の満足の割合が向上しています。しかし
ながら、入院患者さまと比べると外来患者さまでは「診断・治療・検査等の説明」、「職員の応対」いずれも
満足の割合が低いことがわかります。
　2016年1月より入院および外来で継続的なＣＳアンケートを実施し、より多くの皆さまの貴重なご意見
を受け止めることで、更なる医療の質向上・接遇の向上に努めていきたいと考えています。今後も利用される
方々のご期待に笑顔で応えられる、よりよい病院づくりを進めてまいります。何卒ご理解・ご協力を宜しく
お願いいたします。

調査結果のまとめ

入　院外　来
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前立腺肥大症

前立腺が肥大して尿道を圧迫し、排尿困難となる。

前立腺炎

前立腺で細菌が炎症を起こし、頻尿、発熱、排尿痛を

起こす。

前立腺がん

前立腺から発生する悪性腫瘍。進行すると骨などに

転移する。

1

2

3

尿道

膀胱 直腸

精巣

前立腺

 



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

トヨタ記念病院へ入院し
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＞

『子宮頸がん検診』
　人間ドックで行う子宮頸がん検診（視診・細胞診）は、子宮頸がんや
炎症の有無を調べる検査です。精密検査になった場合は、医師の指示
により『コルポ診』、『細胞診』などの検査を組み合わせて診断します。

精密検査
のススメ

その5

健 診

コルポ診

親睦会＆ボランティア
養成講座を開催しました

トヨタ記念病院

2016年春号

〒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

土・日以外の休診日は
５月４日（水）、５月５日（木）、
５月６日（金）です。発行日／2016年4月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

榎本内科
豊田市

キッズクリニック
サンタ
豊田市

第1種放射線取扱主任者（診療放射線技師）

　私の父（院長）がこの地に開院して20年。以来、当院は地域に密着した医院とし
て、多くの地元の方々とハートフルな交流を通じ、皆さんが健康に対する不安を
抱いた時には最初にケアさせていただく重要な役割を担って参りました。長く
お付き合いをさせていただいている患者さんも非常に多く、ご要望の多い往診
や在宅医療にも注力しております。また今後は、院長の専門である循環器、そして
私の専門である糖尿病といった専門分野でも特色を出していけたらと考えて
おります。近々、血糖値やヘモグロビンの検査結果が即日にわかるシステムの
導入なども行なっていく所存です。その中で、重大な病気が隠れている場合は、

トヨタ記念病院などの基幹病院に精査をお願いする
という地域連携もより一層強固なものに構築していき
たいと思います。
　当院は今までもこれからも地域に密着した医院であり
続けると共に、地域の皆さんのニーズに応えられる医療
を提供し、皆さんの健康を広く、そして深くサポートして
いきたいと考えております。

file.55

■診療科目／内科／循環器科／内分泌科
■所 在 地／豊田市東保見町大門63
■電話番号／0565-48-5306
■診療時間／  9：00～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／水、土曜日午後、
 日曜日、祝日

循環器疾患、糖尿病といった専門医療を強みに、地域密着型の医療を提供致します

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

　病院には多くの放射線機器が設置され、放射線画像検査や放射線治療が

日々行われています。それらが安全に提供されることはもちろん、職員や公共に

対する安全の確保も必要です。放射線の使用および防護などに関する様々な法令

の下、体制の整備や維持、管理、教育を行うのが放射線取扱主任者の職務です。

　主な内容として、日々の放射線利用に対する継続的な法定帳簿の作成、定期的な

放射線量の測定と評価、官公庁(保健所や原子力規制委員会)への法定書類の申請

や届出、立入検査への対応などがあり、関係法令に対する十分な知識が必要です。

　現在、選任主任者2名を中心に有資格者3名と共にチームワークで取り組んでいます。これからも皆さまが安心して

当院をご利用いただけるよう、放射線管理の立場からサポート致します。

　誰からも愛され、名前を呼ぶだけでワクワクする「サンタさん」のように、お子さん
はもちろん、お父さん、お母さんからも親しまれ、愛されるクリニックを。「キッズ
クリニックサンタ」という名前には、そんな思いを込めました。また待合ロビーには、
見て、触れて、遊んでいただける大型の木製遊具をはじめ、知育玩具なども用意して
おります。こうした遊び場を作ることで、お子さんの「病院は怖い所」というイメージ
を払拭し、嫌がらず積極的に、診療や予防接種に来てもらいたいと考えています。
　さらに、当クリニックは病気の診療や治療、予防接種だけではなく、ベビー
マッサージ教室の開催や年齢に合わせた知育玩具の選び方なども紹介する
など、お子さんの発育・発達にも寄り添えるような地域に
根差した小児科医を目指しています。これからも皆さん
のお力になれるようにより一層勉強し頑張って参ります。
もしもお子さんに重大な病気が見つかったとしても、
トヨタ記念病院をはじめ基幹病院との地域連携でバック
アップしていただいておりますので、安心して当クリニック
にお越しください。

file.54

■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市若林東町宮間
 15-20
■電話番号／0565-51-1155
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

お子さんの発育・発達にも寄り添うクリニックとして

院長／西田 純久

放射線科主任
土田 康久

副院長／榎本 康宏

トヨタ記念病院

Smile&Heart 春
2016

Smile&Heart

　子宮頸がんは、20歳代後半～30歳代後半と
いう若い世代の方でもかかりやすいがんです。
　子宮頸がんは前がん状態といわれる段階が
あります。検診ではこの段階から発見、早期治療
へつなげることができます。早期発見のため、
精密検査をきちんと受けましょう。

スタッフ
紹　 介

　当院は専門的な治療や検査・救急医療など入院

診療を中心とした高度医療を地域へ提供する役割を

担うことにより地域に貢献し、地域の医療機関と機能

分担しています。

　ご体調が悪くなったらまずは、お近くの診療所（かかり

つけ医）を受診していただき、専門的な治療や検査

等が必要な場合には紹介状を持参していただき当院

「紹介外来」をご利用ください。状態が落ち着きましたら再び「かかりつけ医」

へご紹介（逆紹介）させていただきます（病診連携）。

　地域の診療所（かかりつけ医）の先生と連携し、今後も地域医療に貢献

させていただきたいと思います。皆様のご協力よろしくお願いします。

経営スタッフからこんにちは

利用される方々の笑顔が私たちの誇りです。

安田 武司
副院長
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皆さまに満足していただける病院をめざして
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知っておきたい病気の話
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脳卒中センターのスタッフ
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
城（しろ）までお問い合わせ下さい。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178

コルポスコープというライトの付いた拡大鏡のような
機械で、異常箇所があるか確認します。

細胞診
コルポ診で異常が発見された場合は、その箇所の細胞
をブラシなどで取ってがん細胞がないか確認します。
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地域医療連携へのご協力お願いします
―「かかりつけ医」を持ちましょう―

お知らせ コンシェルジュ、入退院支援室新設

　11月29日フォレスタヒルズの企画

「大人の遠足」にご後援いただき、

親睦会を開催しました。虎渓山の

紅葉のなか、おもてなしについて学び、

ボランティア同士の交流にもよい

機会となりました。また１月15日には、

ボランティア養成講座内で、AEDと

救命方法について学びました。

患者さまの権利
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。

患者さまへのお願い
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。

　病院と患者さまの“橋渡し役”として『病院

コンシェルジュ』が皆さまの受診サポートをさせ

ていただきます。外来棟各フロアーで診療科や検査等のお問い

合わせ・ご案内などお困り事や悩みに対応させていただきます

ので、いつでもお気軽にお声かけください。

　２０１６年５月より入退院支援室を新設いたします。患者さまが外来

から入院、退院後まで「継ぎ目のない医療」が受けられるよう専任

のスタッフが支援いたしま

す。入院が決まった時点での

入院案内や治療スケジュール

など患者さまお一人おひとり

にあった説明を行います。

担当 ： 城（しろ）
TEL ： 0565-24-7169  FAX ： 0565-24-7178

問合せ
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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＞

『子宮頸がん検診』
　人間ドックで行う子宮頸がん検診（視診・細胞診）は、子宮頸がんや
炎症の有無を調べる検査です。精密検査になった場合は、医師の指示
により『コルポ診』、『細胞診』などの検査を組み合わせて診断します。

精密検査
のススメ

その5

健 診

コルポ診

親睦会＆ボランティア
養成講座を開催しました

トヨタ記念病院
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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

土・日以外の休診日は
５月４日（水）、５月５日（木）、
５月６日（金）です。発行日／2016年4月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

榎本内科
豊田市

キッズクリニック
サンタ
豊田市

第1種放射線取扱主任者（診療放射線技師）

　私の父（院長）がこの地に開院して20年。以来、当院は地域に密着した医院とし
て、多くの地元の方々とハートフルな交流を通じ、皆さんが健康に対する不安を
抱いた時には最初にケアさせていただく重要な役割を担って参りました。長く
お付き合いをさせていただいている患者さんも非常に多く、ご要望の多い往診
や在宅医療にも注力しております。また今後は、院長の専門である循環器、そして
私の専門である糖尿病といった専門分野でも特色を出していけたらと考えて
おります。近々、血糖値やヘモグロビンの検査結果が即日にわかるシステムの
導入なども行なっていく所存です。その中で、重大な病気が隠れている場合は、

トヨタ記念病院などの基幹病院に精査をお願いする
という地域連携もより一層強固なものに構築していき
たいと思います。
　当院は今までもこれからも地域に密着した医院であり
続けると共に、地域の皆さんのニーズに応えられる医療
を提供し、皆さんの健康を広く、そして深くサポートして
いきたいと考えております。

file.55

■診療科目／内科／循環器科／内分泌科
■所 在 地／豊田市東保見町大門63
■電話番号／0565-48-5306
■診療時間／  9：00～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／水、土曜日午後、
 日曜日、祝日

循環器疾患、糖尿病といった専門医療を強みに、地域密着型の医療を提供致します

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

　病院には多くの放射線機器が設置され、放射線画像検査や放射線治療が

日々行われています。それらが安全に提供されることはもちろん、職員や公共に

対する安全の確保も必要です。放射線の使用および防護などに関する様々な法令

の下、体制の整備や維持、管理、教育を行うのが放射線取扱主任者の職務です。

　主な内容として、日々の放射線利用に対する継続的な法定帳簿の作成、定期的な

放射線量の測定と評価、官公庁(保健所や原子力規制委員会)への法定書類の申請

や届出、立入検査への対応などがあり、関係法令に対する十分な知識が必要です。

　現在、選任主任者2名を中心に有資格者3名と共にチームワークで取り組んでいます。これからも皆さまが安心して

当院をご利用いただけるよう、放射線管理の立場からサポート致します。

　誰からも愛され、名前を呼ぶだけでワクワクする「サンタさん」のように、お子さん
はもちろん、お父さん、お母さんからも親しまれ、愛されるクリニックを。「キッズ
クリニックサンタ」という名前には、そんな思いを込めました。また待合ロビーには、
見て、触れて、遊んでいただける大型の木製遊具をはじめ、知育玩具なども用意して
おります。こうした遊び場を作ることで、お子さんの「病院は怖い所」というイメージ
を払拭し、嫌がらず積極的に、診療や予防接種に来てもらいたいと考えています。
　さらに、当クリニックは病気の診療や治療、予防接種だけではなく、ベビー
マッサージ教室の開催や年齢に合わせた知育玩具の選び方なども紹介する
など、お子さんの発育・発達にも寄り添えるような地域に
根差した小児科医を目指しています。これからも皆さん
のお力になれるようにより一層勉強し頑張って参ります。
もしもお子さんに重大な病気が見つかったとしても、
トヨタ記念病院をはじめ基幹病院との地域連携でバック
アップしていただいておりますので、安心して当クリニック
にお越しください。
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■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市若林東町宮間
 15-20
■電話番号／0565-51-1155
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

お子さんの発育・発達にも寄り添うクリニックとして

院長／西田 純久

放射線科主任
土田 康久

副院長／榎本 康宏

トヨタ記念病院

Smile&Heart 春
2016

Smile&Heart

　子宮頸がんは、20歳代後半～30歳代後半と
いう若い世代の方でもかかりやすいがんです。
　子宮頸がんは前がん状態といわれる段階が
あります。検診ではこの段階から発見、早期治療
へつなげることができます。早期発見のため、
精密検査をきちんと受けましょう。

スタッフ
紹　 介

　当院は専門的な治療や検査・救急医療など入院

診療を中心とした高度医療を地域へ提供する役割を

担うことにより地域に貢献し、地域の医療機関と機能

分担しています。

　ご体調が悪くなったらまずは、お近くの診療所（かかり

つけ医）を受診していただき、専門的な治療や検査

等が必要な場合には紹介状を持参していただき当院

「紹介外来」をご利用ください。状態が落ち着きましたら再び「かかりつけ医」

へご紹介（逆紹介）させていただきます（病診連携）。

　地域の診療所（かかりつけ医）の先生と連携し、今後も地域医療に貢献

させていただきたいと思います。皆様のご協力よろしくお願いします。

経営スタッフからこんにちは

利用される方々の笑顔が私たちの誇りです。

安田 武司
副院長
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
城（しろ）までお問い合わせ下さい。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178

コルポスコープというライトの付いた拡大鏡のような
機械で、異常箇所があるか確認します。

細胞診
コルポ診で異常が発見された場合は、その箇所の細胞
をブラシなどで取ってがん細胞がないか確認します。
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キッズクリニックサンタ

地域医療連携へのご協力お願いします
―「かかりつけ医」を持ちましょう―

お知らせ コンシェルジュ、入退院支援室新設

　11月29日フォレスタヒルズの企画

「大人の遠足」にご後援いただき、

親睦会を開催しました。虎渓山の

紅葉のなか、おもてなしについて学び、

ボランティア同士の交流にもよい

機会となりました。また１月15日には、

ボランティア養成講座内で、AEDと

救命方法について学びました。

患者さまの権利
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。

患者さまへのお願い
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。

　病院と患者さまの“橋渡し役”として『病院

コンシェルジュ』が皆さまの受診サポートをさせ

ていただきます。外来棟各フロアーで診療科や検査等のお問い

合わせ・ご案内などお困り事や悩みに対応させていただきます

ので、いつでもお気軽にお声かけください。

　２０１６年５月より入退院支援室を新設いたします。患者さまが外来

から入院、退院後まで「継ぎ目のない医療」が受けられるよう専任

のスタッフが支援いたしま

す。入院が決まった時点での

入院案内や治療スケジュール

など患者さまお一人おひとり

にあった説明を行います。

担当 ： 城（しろ）
TEL ： 0565-24-7169  FAX ： 0565-24-7178

問合せ


