
トヨタ記念病院

日本は超高齢社会に世界でいち早くまた最速
で突入した国となりました。今後20年さらに
少子高齢化は加速していくと考えられていま
す。ヒトは加齢とともに複数の病気と付き合
うことになります。特に脳・心血管障害、認知
症により介護を必要とすることにもなります、できる限り“住み慣れ
た処”で“安心”して暮らしていけるためには医療だけではなく、いか
に質の高い介護・福祉とが連携して受けられるかが重要になってき
ます。地域全体として高齢者を見守れる、医療、介護、福祉のネット
ワークづくりの一翼を当院も担えるよう皆さんと一緒に活動してい
きたいと思います。

高齢者がいつまでも
住み慣れた処で
安心して暮らせる街づくり
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安田 武司
副院長

病院ボランティア「みつわ会」は
現在会員数70名で、外来棟でのご案内や
入院患者さまへの移動図書、
ソーイングなど様々な活動をしています。
お困りの際にはお気軽に
お声かけください。

みつわ会役員



当院では、皆さまに満足していただける病院にするために、患者さまに対して毎年「満足度調査」を実施
しております。2013年度は12月に実施し、外来患者さま450名、入院患者さま565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。

調査結果まとめ

　昨年の調査では、医師の診療・治療・検査等の説明について、一部の患者さまから、「やや不満である」とのご意見
をいただきました。本年の調査では、当院職員の説明、および応対について、総じて８５％程度の患者さまに、
「満足」あるいは「やや満足」と、また、約85％の患者さまが、今後も「当院を利用する」とご回答いただきまし
た。これからも、皆さまのご意見を基に、さらなる医療の質の向上、接遇の向上に努め、皆さまに選んでいただ
ける、よりよい病院を目指して改善を進めてまいります。
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MSW（医療社会福祉グループ）

　現在、豊田市内の医療機関（精神科や福祉機関等を除

く）には40名余のソーシャルワーカーが働いています。こ

の20年間に約10倍に増えました。数年前までは、患者さ

まやご家族から“ソーシャルワーカーは何をする方です

か？”と尋ねられましたが、今では、そのような質問は少な

くなりました。ソーシャルワーカーが身近な相談援助専門

職として定着してきたようです。

　さて、国の施策として少子高齢化対策のひとつに「地域

包括ケアシステムの確立」を謳っています。包括的な地域

ケアを実現するためには、地域の保健・医療・福祉の連携

が要となります。当院におきましては先進的に地域医療連

携に取り組んできました。当院

のソーシャルワーカーもこのよ

うな地域医療連携を経験させて

いただいたノウハウを近年では

市内の相談援助職種のネット

ワーク活動に活かせるようにな

りました。

　ソーシャルワーク専門職は「人間の福利の増進を目指

す…」と定義されています（国際ソーシャルワーカー連

盟）。ソーシャルワーカーは患者さまの医療の継続を支え

るための専門職としてイギリスに萌芽をみました。そして、

アメリカを経由し日本に導入され100年が経過しました。

他の専門職と比較すると歴史は未だ浅い職種ですが、日

本においても少しずつ定着してきたように思います。

　当相談室には、脳卒中や交通事故による緊急入院、難病

やがんの告知、介護や育児に疲れた方々が来談されます。

相談内容は「どうしたらよいのかわからない」「支えてくれ

る家族が身近にいなくて困っている」等 、々切実な悩みです。

ひとりで悩み、孤立してしまい、今の状況を悪くさせてしま

うこと、また、それにより本来、人が持っている問題に対す

る対処する力を弱くしてしまうこともあります。悩みや課題

は一人ひとり異なりますのでわたしたちは、皆さんと一緒に

悩み、考え、そして少しでも皆さまのお力になりたいと考え

ています。わたしたちとの相

談だけでは解決できない場

合でも、地域の保健医療福

祉機関と連携し支援させて

いただきます。遠慮なくご

来室ください。

　医療社会福祉相談室には

「がん相談センター」も併設されています。がん患者さま

やご家族への個別相談やサロン（患者・家族会、通称「な

ごみ会」）をサポートしています。がん相談につきましては

医師や看護師等と連携・協働し相談させていただいており

ます。

医療社会福祉グループ　グループ長　天野 博之

医療社会福祉グループには、6名のソーシャルワーカーがおります。
保健医療機関で働くソーシャルワーカーは、医療ソーシャルワーカー
（Medical Social Worker）あるいは英語の頭文字をとってＭＳＷ
とも呼ばれており、患者さまやご家族への相談援助を行う専門職で
す。具体的には、退院先や医療費の負担軽減のための相談等、厚生労
働省が提示する「業務指針」に沿って業務を行っています。

院
ズー ム イ ン

相談時間：9時～5時、場所：1F　理容院の奥

……… 医療社会福祉相談室の利用方法 ………
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理容院

医師、看護師など
に申し出ていただ
くか、直接、ご来室
ください。

■相談時間
　9時～5時
■場所
　1F 理容院の奥

医療社会福祉相談室

EV
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COPDのはなし
知っておきたい

病気 話の

 

はじめに

COPDの原因とは

早めに治療をしましょう

併存症をともなう全身性の病気であるということがわ

かってきました。また、COPDは咳・痰・息切れ症状が急激

に悪化することがあります（急性増悪）。原因の多くは感

冒などの気道感染が引き金です。急性増悪はCOPDの重

症化を来たし、死亡に至ることもありますので、早急な治

療対応が必要となります。

　COPDは治療を行うことで、症状や生活の質の改善、

増悪や進行の予防、生命予後の改善が期待できます。喫

煙はCOPDの最大の危険因子です。喫煙を続けるとさら

に呼吸機能の悪化が加速して

しまいますので、禁煙が治療の

基本となります。感染による増

悪の予防には、インフルエンザ

ワクチンや肺炎球菌ワクチン

の接種が勧められます。薬物

療法の中心は長時間作用性の吸入気管支拡張薬（抗コリ

ン薬・β2刺激薬）であり、重症のCOPDで増悪を繰り返す

場合には、吸入ステロイド薬を併用します。非薬物療法で

は呼吸リハビリテーションも有効です。呼吸不全が進行し

た場合には在宅酸素療法やマスク式の人工呼吸療法を

行います。

　COPDという病気をご存知でしょうか？日本語では慢

性閉塞性肺疾患であり、以前は慢性気管支炎や肺気腫と

呼ばれてきた病気の総称です。COPDは、タバコ煙を主

とする有害物質を長期に吸入することで生じる肺の慢性

炎症性疾患であり、喫煙習慣によって発症する生活習慣

病です。わが国のCOPD患者数は確実に増加しつつあり、

40歳以上の人口の8.6％（約530万人）の患者さんが

存在すると推定されています。日本人男性の死亡率では

第8位にランキングされる病気なのですが、COPDを知

らない方も多いため、適切な診断・治療がなされていな

いのが実状です。

　COPDの最大の原因は喫煙

です。タバコの煙を吸入するこ

とにより気管支に炎症が生じて

咳や痰が出たり、気管支が細く

なることで空気の通りが悪く

なったりします。また、気管支が

枝分かれした奥にあるぶどう状

の小さな袋である肺胞が破壊されて、肺気腫という状態

になると、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する機能が

低下し、COPDに特徴的な運動時の息切れが生じます。

喫煙歴があって、このような症状がある中高年者は

COPDが疑われます。COPDの確定診断にはスパイロメ

トリーと呼ばれる呼吸機能検査が必要です。気道が狭く

なっている状態（閉塞性障害）

の目安である1秒量や1秒率

の低下は重症度の指標となり

ます。また、一般の方にわかり

やすい肺年齢という指標もあ

ります。

　近年、COPDは肺の炎症だけに止まらず、骨格筋機能

障害、栄養障害、骨粗鬆症、心筋梗塞や脳血管障害などの

　COPDは早期発見・早期治療が大事な病気な
のですが、COPDに対する社会的な認知度はこれ
まで高くありませんでした。メタボは知っているけ
どCOPDは知らない方も多いのではないでしょう
か。厚生労働省も「21世紀における第二次国民健
康づくり運動（健康日本21）」の目標として、
COPDの認知度向上（平成34年度までに認知度
80%にする）を掲げています。まずはCOPDとい
う病気を皆さんに知っていただくことが大切です。
喫煙歴と咳・痰・息切れ等の症状がある場合には
COPDの可能性がありますので、早めに病院を受
診してください。

シー    オー    ピー   ディー

せき たん

はいほう

相談時間：9時～5時、場所：1F　理容院の奥

せき・たん

こんな症状
ありませんか？

呼吸器科科部長　杉野 安輝

きゅうせいぞうあく

風邪

息切れ

気管支

肺胞
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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＞

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

グリーンベル
クリニック
豊田市

　当クリニックは、新しい産科・小児科医療を目指す医療法人・葵鐘会（き
しょうかい）のベルネットグループの一員として、2009年に開業いたしまし
た。以来、産科に限らず、婦人科の疾患に関しても、患者さまが安心・安全に受
診していただけるクリニックを目指してがんばっております。特に婦人科は受
診しにくいという方もいらっしゃるかと思いますが、少しでも気になっている

ことがあれば、気楽に相談に来ていただきたいと考
えております。
　また、私たちが目指す安心・安全・快適・ほっこり
できるクリニックの実現には、トヨタ記念病院など
との地域連携は欠かせません。連携によって私たち
も安心して産婦人科医療ができるものと思っており
ます。そのうえで私たちはクリニックとしての役割を
しっかり果たせるよう、患者さま個々のご要望に
沿った医療と看護サービスを提供してまいります。

file.39

■診療科目／産科／婦人科
■所 在 地／豊田市若林東町棚田160-1
■電話番号／0565-51-0011
■診療時間／ 9：00～12：30、
　　　　　　17：00～20：00
■休 診 日／日曜日、祝日

医療連携を活かした、安心・安全・快適の産婦人科医療を。

　透析治療は長期にわたるため、社会生活を送っていく中で、患者さまだけで
なく、そのご家族の負担を少しでも軽減できるよう、自己管理のお手伝いや、
快適に透析を受けていただくための環境づくり、透析に大切な水質管理な
ど、医師、看護師、臨床工学技士などのスタッフがあらゆる面からサポートして
います。そして、通院困難な方の送迎、夜間の透析を地域でいち早く実施する
など、患者さまのご要望にお応えし、苦痛や負担の少ない透析治療に尽力して
います。
　また、この高齢化社会においては、介護の手を必
要とする患者さまが増えてきています。今後は介護
が必要な透析患者さまをいかにケアしていくかと
いった課題に向き合い、高齢者にも優しい透析医
療を目指していきます。また、緊急を要する患者さ
まの受け入れをお願いするなど、地域の急性期病院
との連携を強化し、透析患者さまの安心・安全の確
保に努めてまいります。

（医）偕行会
豊田共立クリニック
豊田市

file.38

■診療科目／透析
■所 在 地／豊田市豊栄町１０-59
■電話番号／0565-74-0774
■診療時間／ 9：00～16：45
　　　　　　16：45～23：00
■休 診 日／日曜日

社会生活に負担のない透析医療を目指す。

（左）院長／濱口 桂
（右）課長／谷川 恵美子

豊栄町
6丁目

大林町
17丁目

豊栄町
5丁目

248

（医）偕行会
豊田共立クリニック

12

12
12

239

239

グリーンベル
クリニック

若林東町新屋敷

若林東町上り戸

若林東町棚田南

若林東町棚田

（左）院長／石松 志乃
（右）師長／小栗　直子
（中）ジョシュア・A・ライヤー



臨床研修グループ 活動開始
　こんにちは。臨床研修グループは医師が診療に専念しやすい環境（事務サポート
など) をつくり、より質の高い医療を患者さまに提供できることをねらい設置さ
れました。グループ長の医師１名（リハビリテーション科：桑原科部長)、事務員４名
の計５名体制で、医師国家試験に合格し、トヨタ記念病院に就職した初期研修医
が医師として踏みだす第一歩から成長のサポートをしていくことが、当グループ
の大きな役割の一つです。当院には現在32名の初期臨床研修医（卒後１、２年目
の医師)が在籍しています。初期臨床研修医が日々社会人、医療人、企業人として
成長して、近い将来、患者さまから安心して診療を任せていただける医師となる手
助けの一役を担うため、日々業務に取り組んでいます｡グループは４月1日より活動
を開始しましたが、メンバー全員が全力で取り組んでまいります。今後ともご支
援・ご協力そしてご助言をよろしくお願いします。

TO
PI

CS
トピ
ック
ス

応募資格

※処遇等の詳細は当院ホームページをご覧ください

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

お問合せ先

ya-saiyo-tmh@mail.toyota.co.jp

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 東（ヒガシ）   TEL  0565-24-7117

E-mail

2014年1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。

医長 川上 賢一 放射線科

　病院でボランティア活動をする
ための基礎的な知識と技術の習
得を目的に、当院ではボランティ
ア養成講座を開催しています。
今年度は8名の方が修了されまし
た。新しい仲間として、ボランティ
ア活動を行っています。
みつわ会では、まだまだ仲間を募
集しています。 

「ボランティア養成講座」修了

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　

土・日以外の休診日は
4月29日（火）、5月5日（月）、
5月6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4月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／企画グループ

手術看護認定看護師

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おり、今後シリーズで紹介します。

認　定

紹　介
看護師

「手術をうける」ということは、身体的にも精神的にも様々な影響がありま
す。その影響を最小限にし、手術後の回復力を高めることを手術前より支援
することが必要です。私は、手術看護を実践する上で患者さまの希望する
ゴールはどこなのか、そのために手術室看護師として何ができるかを考え、
看護を提供することが重要と考えています。
手術看護は、「合併症を起こすことなく、安全に手術を終えること」が目標
です。手術室看護師はその目標に向かい、医師とともに、患者さまがよりよ
い状態で手術に臨めるよう手術室内の環境や器材を準備し、患者さまの側
に寄り添い、心理的支援を行っています。
　私は認定看護師として、私達の行う看護の１つ１つが患者さまの回復力を
支援する働きがあることを日々手術室看護師に伝えています。それが、看護
の質のレベルアップにつながっていると感じています。

手術看護認定看護師
田野辺 和美


