
トヨタ記念病院トヨタ記念病院

夏
2016

経営スタッフからこんにちは

辻 秀樹
副院長

INDEX

P.2医心伝心
入退院支援室を開設しました

ズーム院
東病棟7階／西病棟7階

知っておきたい病気の話
脳梗塞予防の外科手術

Liaison【りえぞん】
地域医療連携

精密検査のススメ
『前立腺がん検診』／
スタッフ紹介／お知らせ／
みつわ会／New Face

P.3

P.4

P.5

P.6

　このたび病院の理念が改変されました。それは

「『笑顔』と『まごころ』あふれる病院～Smile&Heart～」

です。小誌の名前である「Smile＆Heart」も組み込ま

れ検討を重ねて決定されました。この理念の中には

病院長はじめ経営陣の思いが込められています。

もちろん患者・家族の皆さまを笑顔とまごころでお迎

えし、患者さまに笑顔で退院していただくことが大事

です。しかし我々医療者が患者さまを診療するとき

だけでなく毎日の仕事を笑顔とまごころで遂行して

いかなければ患者さまにもそんな対応はできません。

どんな些細なことでもやりがいをもって楽しく誠心

誠意対処し、日々成長していくことが笑顔の源泉に

なると思います。院内の全スタッフが笑顔で患者さま

と共に安心して成長していくことができる病院にして

いくため私も努力していきます。これからもトヨタ

記念病院をよろしくお願いします。

『笑顔』と『まごころ』
あふれる病院
『笑顔』と『まごころ』
あふれる病院



入退院支援室を
開設しました

場　所 外来棟 1階

受付時間 9時～17時

対象者 予約入院となる患者さま（特殊を除く）

　入退院支援室は、予約入院となる患者さまが安心して

入院生活を送れるようにサポートします。入院前から

看護師をはじめとする多分野の専門職が、入院中および

退院までを見据えて支援を行います。

■ 入退院支援室の主な役割
●予約入院となる患者さまが安心して入院生活を送れる

ように、入院前から専任の看護師をはじめ、薬剤師、栄養士、

医療ソーシャルワーカーなど多分野の専門職が関わり、

患者さまの診療を支援します。

●事前に患者さまの状態を把握し、入院に対する不安の

解消を目指します。また、病棟看護師とも連携をとり、

患者さま一人ひとりにあった入院治療および看護が提供

できるように努めていきます。

●退院後の生活や医療費に関する相談、かかりつけ医の

紹介、各種申請の手続きなどにも対応します。

■ 主な業務内容
●入院のご案内

●面談による患者さまの基礎情報収集

　（情報を事前に把握し看護に活かしていきます）

●服薬確認・中止薬確認

　（検査や手術に影響するお薬の説明をしていきます）

●栄養指導の計画（入院中の食事の説明など）

●相談対応

　（入院に伴う不安や心配
ごとをお聞きし安心して
入院生活が送れるよう

支援していきます）

●退院支援

　（早期に社会復帰できるよう支援していきます。）

●その他 

　（多職種が連携しますので入院に伴う心配事、気になる
事がありましたら、なんでもご相談ください。専門職に
よる面談をさせていただきます）

 患者さま一人ひとりに合った支援を多職種と連携し支援

いたします。

薬剤師

医 師

事 務
医療

ソーシャルワーカー

看護師 栄養士

 入退院支援室の基本方針
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伝心



　東病棟7階は、おもに0歳から15歳未満の子どもが入院

される小児病棟です。

　肺炎や胃腸炎などの急性期の感染症や不慮の事故による

外傷などの緊急入院、予定の検査や手術のための入院など、

診療科もさまざまです。

　入院は、子どもにとってもご家族にとっても一大事です。

発熱や嘔吐、痛みなどの健康問題を抱えている上に、治療

や検査で苦痛を感じ、さらに生活する環境も異なり、子ども

に加わるストレスは、心身共にとても大きいと予測されます。

そのため、入院生活が、子どもの成長発達をなるべく妨げ

ないような看護に努めています。

　具体的には、小児看護に必要な専門知識や技術を用いて

安全に援助することはもちろん、子どもの目線で子ども

の訴えをよく聞き、その子どもにわかる言葉で病気や

検査、治療について伝えることで、子どもなりに納得し、

苦痛を伴う治療や検査に臨めるよう援助しています。　

　また、病棟保育士からのあそびの援助、院内学級での

学習サポートなど、多職種で連携を図り、チームで子ども

とご家族の入院生活を支援しています。

看護長　江見 たか江

　西病棟7階は泌尿器科・形成外科・耳鼻科・眼科・口腔

外科・皮膚科の主科6科からなる外科系混合病棟です。周手術

期をはじめとし、専門的な検査・処置・化学療法・放射線治療、

緩和ケア等幅広い医療を行っています。特に昨年10月以降

泌尿器科と口腔外科においてはサイバーナイフ治療を開始

しました。また、患者さまの年齢層は10代の方から高齢の方

まで幅広く、1泊2日、2泊3日など短期入院の患者さまも

多く、目まぐるしく回転している病棟です。患者さまの安全

を考慮し、安心して入院生活を送っていただけるよう各科

専門性を高めるためにミーティングや勉強会など積極的に

行い知識・技術の向上に努めています。

　医師、薬剤師、リハビリ技師、ソーシャルワーカーなど

医療スタッフと連携し、円滑な退院調整のために進捗状況

を共通理解し意思決定支援を行い、退院後も安心して

生活していただけるよう患者さまやご家族の意向を取り入れ

た生活指導をサポートさせていただいております。

　笑顔での対応、優しい看護の提供を心がけ、他職種と

協働し一人でも多くの患者さまやご家族に満足していた

だける医療が提供できるよう努力していきます。

看護長　清水 鮎子

東病棟7階

西病棟7階

ズ ー ム イ ン
ZOOM



脳梗塞予防の
外科手術

　脳を栄養する血管が詰まり、

脳が壊死（脳組織の一部が死ん

でしまうこと）を起こすことを

脳梗塞といいます。動脈硬化

やある種の不整脈が主な原因

として挙げられます。

　脳梗塞を一旦発症すると、

麻痺などの後遺症に悩まされ

たり、時として生命に関わる重篤な病態となり得ます。

また発症後も再発を繰り返すなどして病態が悪化する

ことも多く、治療においては発症予防・再発予防が非常

に重要となります。

　脳梗塞の予防は高血圧・糖尿病・不整脈など基礎疾患

の管理や抗血小板薬・抗凝固薬の投与など、いわゆる

内科的治療がその中心となります。これら内科的治療にも

関わらず動脈硬化が進行し脳梗塞を起こしやすい状態

となっている場合に外科治療がお役にたてることがあり

ます。

　心臓から送られた

血液は頚動脈を通り

脳へ運ばれます。頚動

脈は脳を栄養する内

頚動脈と顔面や頭皮

を栄養する外頚動脈

に枝分かれしますが、

その近傍には動脈硬化によるプラーク（水道管でいう

ところの水垢）が付着しやすく、プラークがちぎれ飛ん

だり、プラークが肥厚し血管が狭窄することにより脳梗

塞を起こします。近年、この内頚動脈狭窄症が原因となり、

脳梗塞を発症される患者さまは増加傾向にあります。特

に、狭心症や心筋梗塞を既往に持つ患者さまの約30％

に内頚動脈狭窄症が併発していると報告されています。 脳神経外科部長　長久 伸也

内頚動脈狭窄症の特徴的な症状のひとつに、プラーク

が飛散することにより眼や網膜を栄養する血管に迷入

し、一時的に片目が真っ暗になる一過性黒内障が有名

な症状です。

　この狭窄に対し、直接頚動脈を切開し内部のプラーク

を摘出する手術を頚動脈内膜剥離術（CEA）、血管の中

からカテーテルを誘導し網目状の金属製の筒で狭窄

部位を広げる手術を頚動脈ステント留置術（CAS）と呼び

ます。それぞれの手術に利点欠点があり、患者さまの

状態に応じた治療選択が必要となります。

　脳血管が既に閉塞している状態や血管狭窄があり

狭窄部を拡張させることが困難な場合にも外科手術が

選択されることがあります。

　閉塞・狭窄している血管の支配領域は既に脳梗塞をきた

している場合もありますが、血液の足りない状態が持続し

様々な症状を呈している場合（脳虚血発作と言います）

にはバイパス術の出番となります。

　主には頭皮を栄養している血管を血流を残したまま

採取し、血液の不足している領域の脳血管に直接つなげる

ことにより脳梗塞を予防、症状の改善を図る治療です。

　医療機器の発達や脳ドックの普及によって、脳血管の

狭窄やプラーク形成を指摘される機会も増えています。

しかしながら、ただ血管が細いだけを理由に手術を行う

ことはありません。種々の検査結果や全身状態を詳細に

評価して手術の適否を検討する必要があります。

頚動脈内膜剥離術、
頸動脈ステント留置術

脳動脈バイパス術

さいごに

はじめに

病気の話
知っておきたい

 

脳へ

血液の流れ
心臓から

外頚動脈

内頚動脈

プラーク



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。皆さまのご理解、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

日高内科
豊田市

牧原胃腸科外科
診療所
豊田市

　父が昭和40年に開院した当時から、近隣の方はもちろん、遠方からも
多くの患者さまにお越しいただき、地域の皆さまに支えられながら、かかり
つけ医としてこの地に根差してきました。平成22年に建物を一新し、これ
からも地域の総合内科医としての役割を担うべく、健康に関わるどんな
小さなことでも気軽に相談していただける医院を目指しております。来院
される患者さまの気持ちを少しでも明るくし、安らげるよう、待合ロビー
には熱帯魚の水槽を配し、リラックスできるような空間づくりをしておりま

す。また、診察室では患者さまの目を見てお話す
るよう心掛け、患者さまが不安に思うことなく落ち
着いて診療を受けていただけるように配慮しており
ます。専門的な検査や治療が必要と思われるケース
はトヨタ記念病院と連携するなどさらに強固な連携
を築き、より良い地域医療の一端を担っていきたい
と思っています。

file.57

■診療科目／内科／小児科
■所 在 地／豊田市陣中町１-４-３
■電話番号／0565-３２-２１９７
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～18：00
■休 診 日／水・土曜日午後、
  日曜日、祝日

気軽に相談でき、適切に対応できる、一番身近な総合内科医として。

　昭和５８年に当診療所を開院するまで、私は現在のトヨタ記念病院の前身
であるトヨタ病院に勤めていました。その頃、高度の医療設備の中で外科医
として何不自由なく働いていました。開院当時は、現在のような地域医療
連携システムはまだ確立していなかったのですが、私は設備も少ないこの
診療所を総合病院の外来だと考え、最新設備が必要な検査や治療はどん
どん総合病院へ紹介させてもらいました。以来、そのスタンスは変えず、
自身の目、耳、手、そして患者さまとの心の触れ合いを大切に診察してきま
した。またトヨタ記念病院などとの病診連携を密にし、
患者さまに適切な医療を提供するよう心掛けてい
ます。私共は地域を走るローカル線のように各駅
停車でスピードも出ませんが、これからも地域の皆さま
の信頼に応えるよう、一人ひとりの患者さまを暖かく、
丁寧に診察していきたいと考えています。

file.56

■診療科目／胃腸科／外科
■所 在 地／豊田市青木町１-８-６
■電話番号／0565-45-8684
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
  日曜日、祝日

「私共は地域を走るローカル線」

院長／牧原 良行

院長／日高 太郎
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『前立腺がん検診』
　前立腺がん検診（ＰＳＡ検査）は、血液による検査です。ＰＳＡ（前立腺特異抗原）は前立腺で
作られるたんぱく質で、がん、肥大や炎症などがある場合に数値が上がります。ＰＳＡだけ
では、炎症なのか「がん」なのかは判断できないため、精密検査を受ける必要があります。

精密検査
のススメ

その6

健 診

新入社員研修＆他院の活動見学

トヨタ記念病院

2016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１８日（月）、８月１２日（金）、
８月１５日（月）、９月１９日（月）です。発行日／2016年7月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

体外循環技術認定士

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

　体外循環技術認定士は、人工心肺をはじめとする体外循環装置を操作・管理

する役割を担っています。体外へ血液を導き循環させることを体外循環といい、

専門的な技術・知識が必要となります。人工心肺は心臓手術や心臓の救急疾患

に用いられる体外循環の一つで、心臓と肺の代行を行います。

　医療機器は目覚しい進歩を遂げており、より高度で複雑なものとなっています。

特に手術室には様々な医療機器が存在します。このような中で、医師・看護師と

密なコミュニケーションを取りながら、医療機器を専門的に担い、安全で高度な

医療が皆さまに提供できるようサポートいたします。MEグループ
竹内 真吾

　前立腺がんは高齢者に多く50歳

以下では少ないという特徴がありま

す。前立腺内にとどまっているがんを

早期に発見して適切に治療すること

で完治が可能な病気です。精密検査

をきちんと受けましょう。

スタッフ
紹　 介

ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
清水までお問い合わせ下さい。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178

前立腺針生検

前立腺に針を刺し、
がん細胞がないか
調べます。画像診断

MRI、経直腸的超音波等の画像検査
を実施して異常がないか確認します。

お知らせ ミストを導入しました

　4月6日当院でトヨタ自動車業務職の

新入社員研修が行われました。53名の

方に、みつわ会のボランティア活動を体験

してもらいました。みつわ会会員も新入

社員から元気をもらえた1日でした。また

4月27日には、刈谷豊田総合病院のボラ

ンティア活動を見学しました。みつわ会

の今後の活動の参考になりました。

患者さまの権利
①最善の医療を受ける権利があります。
②治療方法など自ら選択する権利があります
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 病院内のルール、治療上の注意事項をお守りください。
③ お気づきの点、改善すべき点などについてご意見をお寄せください。
④ 教育や臨床研究にご理解をお願いします。

医長
鈴木 智文
麻酔科

医長
一澤 真珠
麻酔科

医長
近藤 大貴
小児科

医長
溝口 公士
消化器外科

医長
山本 義浩
腎・膠原病内科

医長
伊藤 唯宏
循環器科

医長
小川 晃一郎
内分泌科

２０１６年４月以降に
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。

固さや、大きさの程度、痛みがないか
触って確認します。直腸診

低侵襲手術支援ロボット
「da Vinci Xi」(ダビンチ)
内覧会開催の
お知らせ

日　時
8／23（火）、24（水）
10:00～18:30［予定］

場　所
外来棟１Ｆ

必要時は
さらに生検を
行います。

　来院される皆さまが少し
でも快適にお過ごしいただ

けるよう中央
棟から外来棟
へ向かう通路
にミストを設置
しました。


