
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。

トヨタ記念病院
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土・日以外の休診日は
7月17日（月）、8月14日（月）、
8月15日（火）です。
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　4月7日 トヨタ自動車技術職の新入社員研修の一環で、車いす乗車体験・ボランティア体験

（車いす清掃）をしていただきました。フレッシュな新入社員の皆さんと交流を深め、みつわ会

メンバーが新入社員の皆さんから元気をいただいきました。今回の体験を通じて、社会奉仕精神

の大切さを知っていただけたら幸いです。

　みつわ会では、5月8日から新たに「入院病棟の案内」活動がスタートしました。入院患者さま

とご家族さまを入院病棟へご案内させていただきます。病院稼働日の午前中に活動しています。

入院することへの不安が少しでも軽くなるよう、笑顔を心掛けていきたいと思います。

新入社員　ボランティア体験／
入院病棟の案内活動

2017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。

■ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
＜お問い合わせ＞TEL：0565-24-7169 FAX：0565-24-7178 担当：清水

トヨタ記念病院
篠田 憲幸
副院長
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スマイル（笑顔）を交わして。ハート（心）を通わせて。 私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。
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　6月1日より副院長に就任いたしました。専門は消化器外科で本年3月1日にトヨタ記念

病院へ着任したばかりの当院では新米です。前任地は東三河の豊川市民病院で同じよう

な規模の病院でした。病院が変わっても行うべきことに変わりはなく当院の基本方針で

ある安全かつ良質な医療の提供を常に心がけ、患者さまとともに向き合う医療を実現する

ことを肝に銘じております。外科手術は一人ではできません。チームワークがとても大切です。

手術のみならず最新の医療は専門性がとても高く、医師だけでなく他職種の専門家とタッグ

を組みチームとして成熟しなければならない時代です。

　当院へ着任し最も強く感じたことはトヨタのチーム作りです。

院長が常にリーダーシップを発揮して病院全体が同じ方向に向

かう努力を絶えず怠りません。早くお力になりたいと考えています。

　当院では地域連携担当を命ぜられております。当院の基本

方針の一つである地域社会への貢献のため地域医療機関と

連携し、地域住民の皆さまの健康増進への積極的支援を実施し

たいと考えております。何卒よろしくお願いいたします。

経営スタッフからこんにちは

新入社員の皆さん

スマイル（笑顔）を交わして。ハート（心）を通わせて。 私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院

科部長
小林 光一
循環器科

医 長
小田 智之
整形外科

医 長
河野 好彦
小児科

医 長
上久保 陽介
循環器科

医 長
山本 大
循環器科

医 長
鈴木 徹平
産婦人科

理学療法士
　当科で実施しているがん患者さまのリハビリテーションでは、

術前・術後の体力回復のお手伝いやベッド上での時間が長くなって

いる患者さまの浮腫や痛みによる苦痛の緩和まで多岐に渡ります。

　がんのリハビリテーションの歴史は全国的にもまだ浅く、私達

技士は勉強の毎日ですが、患者さま御自身が人生の中で大切にし

ているものやリハビリに望む事等、患者さまから学ぶ事が多いと

感じております。また、リハビリだけでは解決できない事も多い為、

他職種と連携し患者さまを支える医療の柱の一つになりたいと

考えています。これからも患者さま一人ひとりと向き合いながらその人のQOL(生活の質)の向上に向けて、

少しでもお手伝いができるように日々研鑚して参ります。

スタッフ
紹 介

リハビリテーション科
主任

永田 友美
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これからも「まごころ」をこめて医療の  質向上に尽くします。
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1987 -2017

NEWS｜医心伝心

トヨタ記念病院３０周年の歩み

皆さまの「笑顔」に支えられ30年
1987

12月 ＧＩＣＵ承認・開設

病棟内での重篤患者を手厚い態勢かつ
高度医療機器で管理

2011 4月 救命救急センター承認・開設

24時間365日、地域へ高度医療を提供

2012 4月 愛知県がん診療拠点病院承認

地域のがん患者さまへ、手術・化学療法・放射線治療・
緩和ケアを集学的に提供するため確実な実績をもとに
多職種チームで診療提供

2014 4月 新型インフルエンザ指定公共機関指定

新型インフルエンザ等対策特別措置法に
もとづく行政指示に対し患者受入態勢整備

2017

4月 エイズ治療拠点病院

地域のＨＩＶ患者を多職種チームで受入

2016

9月 ダビンチ手術（ロボット手術）開始

前立腺がん手術より開始、傷跡が小さく、
出血量も少なく、患者さまへの負担が減少
更に手術視野が確保でき医師の支援を実現

9月
15日

トヨタ記念病院開院

前身は「トヨタ病院」。地下1階、地上8階、一般病棟513床、
外来27科の総合病院として、現在地に移転

1995 4月 臨床研修指定病院認可
医師の人材育成のため
研修医教育を強化

1991 ボランティア「みつわ会」発足
地域との交流

1998 6月 総合不妊センター「ジョイファミリー」開設

体外受精・顕微受精・凍結保存など不妊治療を開始

2001 7月 病院の機能をチェック
病院機能評価認定
　408項目の病院機能の審査を受ける
　西三河北部医療圏(豊田市・三好町)で初の認定

2003 9月 外来棟と健診センター完成
外来の混雑を解消し、急性期医療との機能を分化

個室専用「北病棟」完成
快適な入院生活をお届けするために、全て病室に
バス・トイレ完備

電子カルテ導入
コンピュータネットワーク上ですべての
カルテ・医療情報を管理、標準化
また、診療内容開示の明細書発行を開始

7月 地域周産期母子医療センター認定
厳重な周産期管理が必要な妊婦の治療態勢が整う

2004 6月 「ＥＲトヨタ」の開設（救急外来）
救急車搬送依頼をすべて受け入れられる体制を整備

ＩＣＵ（集中治療室）、ＨＣＵ（ハイリスク治療室）、
救急一時室の開設

ＥＲトヨタと協働し、24時間体制で救急医療を実施
するほか、各診療科医師協力のもと重症疾患の集中
治療を行う

災害拠点病院　地域中核災害医療センター承認

中核災害医療センターとして、他の災害拠点病院と
連携し受入態勢の整備

1月 病院コンシェルジュ配置

2015 9月 放射線治療棟新設、
日本初となるサイバーナイフＭ６稼働

最新式機器を導入し、侵襲を抑え、がん治療の選択肢を拡大

7月 臓器別センター制導入

主要臓器を扱う内科系と外科系の連携を強化し、
専門的な技術を集める

2005 5月 ＰＥＴ／ＣＴ稼働

がんと循環器系疾患の早期発見をめざす

2006 6月 ＤＰＣ対象病院承認

新たな保険制度（疾患別包括医療制度）に
早くから参入し、診療の標準化に取組む

2007

9月 紹介外来の開設

紹介患者さまの専用外来を設け、待たせず、
専門医による診療を行う

3月 災害拠点病院　地域災害医療センター承認

地域大規模災害時、被災者診療受入態勢の整備

地域の皆さまが地元で医療を完結できるよう
高度医療提供を行い、他の医療機関との連携で
地域完結型医療を推進

2010 8月 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）指定

全国大規模災害に対し、医療チーム派遣態勢の整備

地域の皆さまにささえられて
開院３０周年を迎えました。利用
される全ての方々から信頼され
る『町いちばん』の病院として、
トップレベルの医療を提供し、超
高齢社会を支えて参ります。地域
の皆さまに安心を提供できる病院
を実現していくために、これから
もメンバー全員がチャレンジし、
自分磨きを続け、よりよい病院づ
くりに邁進いたします。

〈 現在のようす〉

トヨタ記念病院の最新の取組みについてはこちらから ht tp : / /www. toyo ta -mh . j p /

トヨタ記念病院 開院30周年

人づくりを
大切にしています。

お断り0を
目指しています。



『お薬手帳』お持ちですか？

　お薬の名前を全部覚えていなくても、現在お使いのお薬に

ついて正確に伝えることができます。そのため旅行先や災害時

など、急な受診であっても安心です。

　市販薬やサプリメントを購入される際や処方せんと一緒に提示

すれば、飲み合わせは大丈夫か、患者さまに合わないお薬が

入っていないかなどを薬剤師がチェックします。複数の病院に

受診されている場合、あちこちから同じような薬が出されて

いた！なんてことも避けられます。

　ポイントは「1冊にまとめる」、「いつも持ち歩く」です。

　古い記録のままでは現在はもう飲んでいないのかな？と

勘違いされてしまいます。また内容は同じでも、ジェネリック

医薬品へ変更していることもあります。正確に把握するため

にも毎回記録されるのがおススメです。

　飲み忘れが多くて薬が余っているのに、

病院へ行くたび増えてしまう…という方は

お薬手帳にメモをしておくと、薬剤師への

相談に便利です。飲み忘れ防止として１回

に飲む薬をまとめたり、処方日数を調整

するなどの対応もしてもらえます。

　お薬手帳とは、いつ、どこで、どんなお薬を処方してもらったのかを記録しておく手帳のことです。

これまでに起きたアレルギー、副作用歴など皆さんの大切な情報を記載しておくこともできます。
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クスリの
豆知識

どんなときに役立つの？ ずっと飲んでいる薬だから記録はいらないよね？

こんな活用方法も！
持ってるだけじゃトクしない！？

薬剤科 DI室
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３０周年を迎えました。

1943年4月　トヨタ病院附属准看護婦養成所開設
1952年4月　トヨタ病院附属准看護婦学校開校
1987年4月　トヨタ看護専門学校開校

当時のトヨタ看護専門学校の様子を教えてください。
戴帽式のある10月まで、生徒はナースキャップの代わりに三
角巾を頭に巻いて病棟へ実習に行ったり、技術の実習をして
いた。インドやタイ風の格好のようで少し恥ずかしかったのを
覚えています。
看護師を目指そうとしたきっかけはなんですか？
もともと人と関わる仕事がしたかったのと、手に職のつく
（資格）看護師を目指しました。
祖母が入退院を繰り返していた時に千羽鶴をもらい、看護
師ってすごいと思ったからです。
トヨタ看護専門学校を選んだ理由は？
高校の先生に企業立病院だから卒業後も安心だよと勧められ
たからです。見学会に来た時に学校の雰囲気も良かったし、
先生と生徒との距離が近くきちんとサポートしてくれると
思ったからです。
3年間の思い出は？
実習がつらかった。実習内容を記録にするのですが、いつも
書くのに時間がかかり、寝る時間を割いて書きました。
私は身体を動かすのが好きだったし、患者さんとコミュニケー
ションをとることができたので実習はとても楽しかったです。

印象に残る先生や先輩・後輩はいますか？
臨地実習指導者の神谷さん。当時とてもお世話になり、やさし
くて憧れています。
プリセプター（教育係）だった野村先生（現在は看護専門
学校教員）。夜勤明けで失敗し、インシデントレポートを泣きな
がら書いていた私に最後まで付き合ってくれました。
看護師として仕事のやりがいを感じるときはどんな時
ですか？
抗がん剤を投与するため何度も入退院を繰り返していて副作用
がつらそうな患者さんから「あなたがいるからまたここに入院
してがんばれる」と言われたことです。
最後に看護職を目指そうとしている方へのメッセージを
お願いします。
今現場にいて学生の頃にもっと勉強していればよかったと
思うので、時間を無駄にしないで頑張ってください。
仲間を大事にしてほしい。卒業した今でも安心する仲間でい
られるので。
看護師はとても良い職業なのでぜひ看護師になってほしい
です。

看護学校　　　 　  インタビュー30周年記念
Q1.

A1.

Q2.

A2.

Q3.

A3.

Q4.

A4.

Q5.

A5.

Q6.

A6.

Q7.

A7.

国家試験の合格率はここ2年100%ですが、これは全国的に見て
もとても素晴らしい成績です。今回インタビューしてみて分かった
ことは、先生や先輩達が一人ひとりの生徒に対して最後までとこ
とん面倒を見てくれる事が素晴らしい実績につながっていると
いうことです。

インタビューを終えて

2017年9月16日（土）
トヨタ看護専門学校創立30周年記念行事が行われます。

沿　革

卒業生に当時の思い出を語っていただきました。

　当校は、地域に暮らす人々の健康に貢献できる人材を育成しています。看護師
は病んで苦しむ人に笑顔をもたらす素敵な仕事です。そのプロの仕事ができる
よう、一人前のナイチンゲールになるために確かな知識と技術を身につけられる
よう日々取り組んでいます。

３０周年を迎えました。
トヨタ看護専門学校は
愛と慈しみの心に満ちた看護教育をめざして

　暑い日が続き、食欲が低下していませんか？今回は旬の
野菜とコチュジャン※を使用した夏野菜クッパを紹介します。
「クッパ」とは朝鮮料理の一つであり、クク（スープ）とパプ

（飯）を一緒に味わうものです。その為、1品で様々な食材を摂ることが出来ます。
また、ほのかな辛みのあるコチュジャンを使用することで、食欲増進が期待できます。

夏野菜クッパ

材料（2人分）

作り方

献　立

栄養量

Aの材料の茄子以外は細切りに、茄子は半月切りにし水にさらす。
鍋に水400mlとBを入れ熱し、Aを加えて煮る。
肉、野菜に火が通ったら火を止め、卵を溶き、回し入れる。
ゴマ油を回し入れ、再度火をつけ軽く煮立たせる。
器に出来上がったスープを入れ、いりゴマをふりかけ完成。
※スープの中にご飯を入れてお召し上がりください。

1

2

3

4

5

A

ヘルシーヘルシー
Cooking

ヘルシー
クッキング

【 具材 】 【 スープ 】

エネルギー:442kcal／たんぱく質:15.0g／脂質:10.3g／
炭水化物:69.2g／塩分:3.4g

　暑い日が続き、食欲が低下していませんか？今回は旬の
を使用した夏野菜クッパを紹介します。

「クッパ」とは朝鮮料理の一つであり、クク（スープ）とパプ
（飯）を一緒に味わうものです。その為、1品で様々な食材を摂ることが出来ます。
た、ほのかな辛みのあるコチュジャンを使用することで、食欲増進が期待できます。

管理栄養士　西川 彩乃

B

～選ぶ際のポイント～

■豚ロース肉 60g（薄切り3枚）
■ピーマン 50g（1.5個）
■玉葱 45g（1/4個）
■人参 25g（1/8本）
■茄子 25g（1/6本）

■卵 1個
■いりゴマ 1g
■米飯 300g

■鶏がらの素 大さじ1
■コチュジャン 小さじ2
■醤油、砂糖 各小さじ2
■塩、胡椒 少々
■ゴマ油 小さじ1/2

今回使用した食材の中で、夏が旬の野菜
は「茄子」と「ピーマン」です。実は、茄子も
ピーマンも同じ「ナス科」の野菜です。その
中で茄子はナス属に、ピーマンはトウガラシ
属に分類されています。

◆ 茄子
張りと弾力があるもの、ヘタは黒くトゲが痛
いくらいのものが新鮮です。
◆ ピーマン
緑色の濃いもの、皮がつややかで肉厚、
ヘタがピンとしているものが新鮮です。

旬の食材豆知識

※コチュジャン：朝鮮料理で使用される調味料の一つ
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地域医療との『連携』について
　当院は、地域の「かかりつけ医」（医院、クリニック等の先生方）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。

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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091地域医療機関の皆さまへ

田中小児科医院

■診療科目／小児科、アレルギー科
■所 在 地／豊田市栄生町５-９-２
■電話番号／0565-３３-２３５５

■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

院長／加藤 貴重

　当クリニックは2017年2月15日に開院致しました。クリニックの前
に配した和風庭園に堂々とたたずむ、樹齢100年を超える大樹が目印
です。その木のように、私たちもしっかりと地域に根ざし、大きく枝葉を
広げて、地域の方々がいつでも気軽に集い、相談できるクリニックにした
いと考えています。
　世間話や井戸端会議をしに来るくらいのつもりでお気軽にお越しくだ
さい。どんな些細なことでもお話を聞かせていただき、何もなければ
それが一番良いことですし、問題がないことを確認できただけでもお越
しいただいた甲斐があったというものです。
　疾患が見つかれば、私も全力で治療にあたりますし、地域連携を駆使

したアドバイス等、対応をさせていただきます。
　また、みみ・はな・のどの一般的な治療に
加え、音声障害や嚥下、補聴器のアドバイスも
行っています。
　これからも日々勉強し、皆さまに安心を与え
られるようなクリニックを目指します。

いつでも気軽に集え、何でも相談できる、
安心のクリニックを目指しています。

副院長／田中 健一　院長／田中 潤

　昭和51年開院の当院は、地域のお子さまたちの健康と成長を見守り
続けております。そのため、親子代々、診させていただいている患者さま
も数多く、開院以来目指して参りました親切丁寧な診療方針が地域の
皆さまに広く受け入れられたものと、大変喜ばしく感じております。
　今後も患者さまへの姿勢は変えることなく、また、高度化する医療には
いち早く対応し、より一層信頼される小児科医を目指していきたいと考え
ております。
  小児科医はお子さまに関わる全ての疾患の診察と治療にあたることを
基本としていますが、当院では一般診察はもちろん、予防接種や乳児健診
などの予防医療やアレルギー外来にも力を入れています。
　また急性期や重篤な疾患の場合に
は、トヨタ記念病院をはじめ地域の基幹
病院とのスムーズな病診連携での適確
な医療を心掛けておりますので、お子さ
まの健康に関することにつきましては、
どんなことでも当院に安心してご相談く
ださい。

地域の子供たちの健やかな成長を見守り続けます。

■診療科目／耳鼻咽喉科、
 小児耳鼻咽喉科、
 アレルギー科
■所 在 地／豊田市梅坪町6丁目-3-11
■電話番号／0565-３７-３３８７

■診療時間／ 9：00～12：00
 14：00～16：00★

 16：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 木曜日、日曜日、祝日

f i le.
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連携医
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かとう耳鼻咽喉科
クリニック

連携医
紹介コーナー
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市
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まちの　保健室 　当院では、地域の皆さまの健康増進や健康を見直すきっかけづくりとして、毎月看護師が地域の公民館

などで健康をテーマにした講演や健康相談を受け付けています。今回はその一例をご紹介します。

第
2
回

笑いは元気の元
笑う門には福来る!!
笑いの頻度と幸福度との関係
毎日声を出して笑う人はほぼ全員「幸せ」と感じていた。

【 笑いの効果 】

1.免疫力アップ

開業医の皆さま、患者さま、当院を結ぶ
コミュニケーションスペースです。

田中小児科医院

横山町3丁目

朝日小学校北 栄生町5丁目
●崇化館中

朝日小●

155
栄生町
1丁目

栄生町
3丁目

愛
知
環
状
鉄
道

東梅坪町1丁目

東梅坪町8丁目
かとう耳鼻咽喉科
クリニック

419

梅
坪
駅

愛環梅坪駅

名鉄三
河線

名
鉄
豊
田
線

梅坪駅南

梅坪町1丁目

梅坪町
7丁目

梅坪駅西

ナチュラルキラー細胞（NK細胞）が元気になる。

2.鎮痛効果
痛みを抑える神経伝達物質が増える。

3.リラックス効果
自律神経には、体を緊張させる交感神経とリラックス
させる副交感神経があり、笑うと副交感神経が優位に
働きリラックスし血圧も下がる。

人間の体の中には50億個のナチュラルキラー細胞があります。その
働きが活発だとがんや感染症にかかりにくくなるといわれています。

4.エネルギー消費
笑うことで横隔膜筋を使い心肺機能を高める。
笑いすぎてほっぺやおなかが痛いという経験ありますよね？
笑うときはおなか、腰、背中など様々な部分の筋肉を使い
ます。筋肉トレーニングにもなります。

5.動脈硬化予防
ストレスによるコレステロール・中性脂肪・血糖値が
下がり動脈硬化の危険性が減少します。
笑いでストレス軽減することで、ストレスが直接・間接要因に
なるコレステロール・中性脂肪・血糖値などが下がります。

笑うと脳内ホルモンのエンドルフィンが分泌され、この物質のおかげ
で鎮静作用がはたらき痛みを軽減します。
リウマチ患者に落語を聞いてもらう実験の結果、痛みが楽になった
という報告もあります。

ストレスのたまった状態では交感神経が優位に働き血圧も上昇、
さらに脳細胞の働きが低下し血圧のコントロールが上手くいかなく
なります。

まず笑ってみる
とにかく笑う「ハハハッ」と声にだして笑う。

楽しかった出来事を思い出して笑う。　

・・・思い出し笑いも◎

笑えるグッズを用意
落語や漫才のCD、

シルバー川柳　等

自分を
もっと好きになる
自分のいいところを考えて見ましょう。

他の方のいいところを考え伝えるとお互いに

顔がほころびます。

前向きな話をする
グチやネガティブな話ばかりをしていると

自分も相手も楽しい気分になれません。

何事にも良い方向に考えポジティブな言葉を

口に出し笑ってみましょう。

笑
いのコツ

笑
いのコツ

笑
いのコツ

1

4
2

3
（★予約検査、補聴器外来）
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な医療を心掛けておりますので、お子さ
まの健康に関することにつきましては、
どんなことでも当院に安心してご相談く
ださい。

地域の子供たちの健やかな成長を見守り続けます。

■診療科目／耳鼻咽喉科、
 小児耳鼻咽喉科、
 アレルギー科
■所 在 地／豊田市梅坪町6丁目-3-11
■電話番号／0565-３７-３３８７

■診療時間／ 9：00～12：00
 14：00～16：00★

 16：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 木曜日、日曜日、祝日
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まちの　保健室 　当院では、地域の皆さまの健康増進や健康を見直すきっかけづくりとして、毎月看護師が地域の公民館

などで健康をテーマにした講演や健康相談を受け付けています。今回はその一例をご紹介します。

第
2
回

笑いは元気の元
笑う門には福来る!!
笑いの頻度と幸福度との関係
毎日声を出して笑う人はほぼ全員「幸せ」と感じていた。

【 笑いの効果 】

1.免疫力アップ

開業医の皆さま、患者さま、当院を結ぶ
コミュニケーションスペースです。

田中小児科医院

横山町3丁目

朝日小学校北 栄生町5丁目
●崇化館中

朝日小●

155
栄生町
1丁目

栄生町
3丁目

愛
知
環
状
鉄
道

東梅坪町1丁目

東梅坪町8丁目
かとう耳鼻咽喉科
クリニック

419

梅
坪
駅

愛環梅坪駅

名鉄三
河線

名
鉄
豊
田
線

梅坪駅南

梅坪町1丁目

梅坪町
7丁目

梅坪駅西

ナチュラルキラー細胞（NK細胞）が元気になる。

2.鎮痛効果
痛みを抑える神経伝達物質が増える。

3.リラックス効果
自律神経には、体を緊張させる交感神経とリラックス
させる副交感神経があり、笑うと副交感神経が優位に
働きリラックスし血圧も下がる。

人間の体の中には50億個のナチュラルキラー細胞があります。その
働きが活発だとがんや感染症にかかりにくくなるといわれています。

4.エネルギー消費
笑うことで横隔膜筋を使い心肺機能を高める。
笑いすぎてほっぺやおなかが痛いという経験ありますよね？
笑うときはおなか、腰、背中など様々な部分の筋肉を使い
ます。筋肉トレーニングにもなります。

5.動脈硬化予防
ストレスによるコレステロール・中性脂肪・血糖値が
下がり動脈硬化の危険性が減少します。
笑いでストレス軽減することで、ストレスが直接・間接要因に
なるコレステロール・中性脂肪・血糖値などが下がります。

笑うと脳内ホルモンのエンドルフィンが分泌され、この物質のおかげ
で鎮静作用がはたらき痛みを軽減します。
リウマチ患者に落語を聞いてもらう実験の結果、痛みが楽になった
という報告もあります。

ストレスのたまった状態では交感神経が優位に働き血圧も上昇、
さらに脳細胞の働きが低下し血圧のコントロールが上手くいかなく
なります。

まず笑ってみる
とにかく笑う「ハハハッ」と声にだして笑う。

楽しかった出来事を思い出して笑う。　

・・・思い出し笑いも◎

笑えるグッズを用意
落語や漫才のCD、

シルバー川柳　等

自分を
もっと好きになる
自分のいいところを考えて見ましょう。

他の方のいいところを考え伝えるとお互いに

顔がほころびます。

前向きな話をする
グチやネガティブな話ばかりをしていると

自分も相手も楽しい気分になれません。

何事にも良い方向に考えポジティブな言葉を

口に出し笑ってみましょう。

笑
いのコツ

笑
いのコツ

笑
いのコツ

1

4
2

3
（★予約検査、補聴器外来）



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。

トヨタ記念病院

2017年夏号

土・日以外の休診日は
7月17日（月）、8月14日（月）、
8月15日（火）です。

〒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　
発行日／2017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

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

　4月7日 トヨタ自動車技術職の新入社員研修の一環で、車いす乗車体験・ボランティア体験

（車いす清掃）をしていただきました。フレッシュな新入社員の皆さんと交流を深め、みつわ会

メンバーが新入社員の皆さんから元気をいただいきました。今回の体験を通じて、社会奉仕精神

の大切さを知っていただけたら幸いです。

　みつわ会では、5月8日から新たに「入院病棟の案内」活動がスタートしました。入院患者さま

とご家族さまを入院病棟へご案内させていただきます。病院稼働日の午前中に活動しています。

入院することへの不安が少しでも軽くなるよう、笑顔を心掛けていきたいと思います。

新入社員　ボランティア体験／
入院病棟の案内活動

2017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。

■ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
＜お問い合わせ＞TEL：0565-24-7169 FAX：0565-24-7178 担当：清水

トヨタ記念病院
篠田 憲幸
副院長

I NDEX

夏
2 0 1 7

スマイル（笑顔）を交わして。ハート（心）を通わせて。 私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。

01 医心伝心
 「トヨタ記念病院30周年の歩み」
 「トヨタ看護専門学校30周年記念インタビュー」

04 クスリの豆知識 / 
 ヘルシークッキング 

05 まちの保健室 
06 Liaison 【リエゾン】 地域医療連携
07 スタッフ紹介 / みつわ会 / 
　 ニューフェイス 

　6月1日より副院長に就任いたしました。専門は消化器外科で本年3月1日にトヨタ記念

病院へ着任したばかりの当院では新米です。前任地は東三河の豊川市民病院で同じよう

な規模の病院でした。病院が変わっても行うべきことに変わりはなく当院の基本方針で

ある安全かつ良質な医療の提供を常に心がけ、患者さまとともに向き合う医療を実現する

ことを肝に銘じております。外科手術は一人ではできません。チームワークがとても大切です。

手術のみならず最新の医療は専門性がとても高く、医師だけでなく他職種の専門家とタッグ

を組みチームとして成熟しなければならない時代です。

　当院へ着任し最も強く感じたことはトヨタのチーム作りです。

院長が常にリーダーシップを発揮して病院全体が同じ方向に向

かう努力を絶えず怠りません。早くお力になりたいと考えています。

　当院では地域連携担当を命ぜられております。当院の基本

方針の一つである地域社会への貢献のため地域医療機関と

連携し、地域住民の皆さまの健康増進への積極的支援を実施し

たいと考えております。何卒よろしくお願いいたします。

経営スタッフからこんにちは

新入社員の皆さん『笑顔』と『まごころ』あふれる病院

科部長
小林 光一
循環器科

医 長
小田 智之
整形外科

医 長
河野 好彦
小児科

医 長
上久保 陽介
循環器科

医 長
山本 大
循環器科

医 長
鈴木 徹平
産婦人科

理学療法士
　当科で実施しているがん患者さまのリハビリテーションでは、

術前・術後の体力回復のお手伝いやベッド上での時間が長くなって

いる患者さまの浮腫や痛みによる苦痛の緩和まで多岐に渡ります。

　がんのリハビリテーションの歴史は全国的にもまだ浅く、私達

技士は勉強の毎日ですが、患者さま御自身が人生の中で大切にし

ているものやリハビリに望む事等、患者さまから学ぶ事が多いと

感じております。また、リハビリだけでは解決できない事も多い為、

他職種と連携し患者さまを支える医療の柱の一つになりたいと

考えています。これからも患者さま一人ひとりと向き合いながらその人のQOL(生活の質)の向上に向けて、

少しでもお手伝いができるように日々研鑚して参ります。

スタッフ
紹 介

リハビリテーション科
主任

永田 友美


