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トヨタ記念病院

　昨年は、久しぶりに景気回復のきざしを感じることができた1年でし
た。当院においては、がん診療の更なる充実に向け化学療法室の拡充や
手術体制の強化、またユニフォームのリニューアル等を図り、病院改革の
新たな１歩を踏み出した年でした。
　新たな企画として、放射線治療棟の新設および高度放射線治療機器の
新規導入を予定しており、昨年12月から第1期工事に着手しました。工事
期間中ご迷惑をおかけしますが、ご利用の方々、並びに地域の皆さまに
は、ご理解とご協力をお願いします。
　本年の干支は午（馬）です。努力のないカイゼンといううまい話はあり
ません。“天馬空を行く”がごとくカイゼンを追求し、またスピーディ＆タ
イムリーに全職員の馬力を結集し、『もっともっと良い病院』に向けて走
り続けますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

病院長　岩瀬 三紀

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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　当院では、既にがん治療のための放射線治療を実施しておりますが、更に高度な放射線治

療を目指し、定位照射の放射線治療機を導入し2015年秋に治療開始する予定です。

※定位照射治療：腫瘍部位に放射線をピンポイントで照射し、副作用の少ない治療

　西駐車場の一画に放射線治療専用棟を建設する予定ですが、建設工事を以下のスケジュール

で進めてまいります。

　患者さま、お見舞いの皆様、近隣の方々には何かとご不便をおかけしますが、安全に十分配慮

し、ご迷惑をおかけしないよう進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
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放射線治療棟の建築を
開始します

医心
伝心

West ward

トヨタ記念病院トヨタ記念病院

西病棟

東病棟

外来棟

外来棟
駐車場

南駐車場西駐車場

駐車場
ゲート 平和レジデンス

トヨタ
看護専門学校

トヨタ記念
病院前

北病棟

１期工事（2013/12～2014/5）

●平和アパートの解体（　　　 部分）
●患者さま駐車場の設置（　　　 部分）

２期工事（2014/5～2015/3）

●新放射線治療棟の建築予定地
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耳鼻咽喉科

●耳疾患
　代表的な疾患として、突発性難聴、内耳性めまい症、真

珠腫性中耳炎があります。突発性難聴はある日突然難聴に

なる疾患です。当院の治療方針としては、ステロイドやビタ

ミン剤や血流促進剤などの点滴治療やステロイドの鼓室

内注入を行っています。症状が強い場合や糖尿病などの基

礎疾患がある方は、入院で治療を行っています。内耳性め

まいとは平衡感覚や聴

力を司る内耳の障害か

らおこるめまいで、症状

としては回転性のめま

いをおこします。メニ

エール病や前庭神経炎

などがあります。症状

が強い場合は、入院にて点滴で補液治療を行い抗めまい

薬を使用します。真珠腫性中耳炎は骨破壊をおこし、めま

いや顔面神経麻痺や難聴悪化や髄膜炎や脳膿瘍などの合

併症を起こすため原則として、鼓室形成術を施行していま

す。真珠腫の進行度によって一期的に行う場合と2回に分

けて行う場合があります。

●鼻疾患
　代表的な疾患として慢性副鼻腔炎とアレルギー性鼻炎

があります。慢性副鼻腔炎は蓄膿と呼ばれ、鼻の周りの空

洞に鼻水が溜まってしまう病

気です。当院の治療方針として

は、薬物治療が効きにくい症

例や鼻茸などの器質的疾患が

ある場合は手術療法を行いま

す。内視鏡下に異常病変を取り

除き、排膿経路と換気経路を

形成します。アレルギー性鼻炎

は杉などの花粉に対して過剰免疫反応をおこす病気で、有

病率40％の国民病です。当院の治療方針としては内服治

療を基本とし、希望であれば手術室にてCO2レーザー鼻粘

膜焼灼術を行っています。現在、外来でのレーザー治療の

設備導入を検討中です。

●咽頭喉頭疾患
　扁桃炎と声帯ポリープなどがあります。扁桃炎とは口蓋

扁桃に感染をおこして咽頭痛と発熱などの症状を生じる

疾患です。年に4回以上繰り返す慢性扁桃炎やlgA腎症な

どをおこす扁桃病巣感染症やいびきの原因となる扁桃肥

大に対して、全身麻酔下に

扁桃摘出術を行っていま

す。声帯ポリープに対して

は全身麻酔で顕微鏡下にポ

リープを摘出しています。

●頚部疾患
　耳下腺腫瘍や頚部リンパ

節腫脹などがあります。耳

下腺腫瘍は原則手術で摘出します。頚部リンパ節腫脹に対

しては、腫脹の原因を調べるために細胞診やリンパ節生検

を行います。

●診療方針
　十分な説明のもと、患者さまに満足していただける治療

を基本としています。また、地域の中核病院として、常に質

の高い診療が提供できることを目指し、大学病院や開業医

との病診連携を行っていきます。

耳鼻咽喉科科部長　古田 敏章

耳鼻咽喉科は、耳、鼻、咽頭喉頭、頚部に関わる炎症性疾
患・外傷性疾患・腫瘍性疾患・機能障害を対象としていま
す。これらの外来業務を医師３人、言語聴覚士１人、看
護師４人で実施しています。

院
ズー ム イ ン

210 210 207



白内障のはなし
知っておきたい

病気 話の

 

はじめに

白内障とはどういう病気？ どういう症状？

白内障の原因

白内障の予防

白内障の治療について

　白内障手術は手術手技や器機の進歩によ
り、痛みもなく、傷口が小さく、短時間で行え
る安全な手術となり、早期の視力回復や社会
復帰が可能となりました。痛みもなく早く終わ
るため患者さまにとっては楽な手術ですが、
決して簡単な手術ではありません。手術の合
併症で重篤な視力障害が生じる場合もありま
すので、眼科医とよく相談の上決める必要が
あります。
　年齢とともに目のかすみや視力が落ちたと
感じる方は一度お近くの眼科受診をお勧めい
たします。

　ごく初期の白内障は点眼薬で進行を

遅らせることができる場合もありますが、濁った水晶体

を点眼薬で元に戻すことはできませんし、点眼薬で視力

を回復することはできません。進行した白内障に対して

は、局所麻酔で約3mmの創（きず）から超音波で水晶体

を吸い出し（超音波水

晶体摘出術）※1、残し

た水晶体嚢の中に眼

内レンズを挿入する※2

方法が一般的に行わ

れます。

　白内障は適切な時

期に適切な治療をし

ていれば、そのために

失明することはほぼ

ありません。ただ、気

をつけて頂きたいの

は、手術には時期が大

切だと言うことです。患者さまの年齢や仕事、ライフス

タイルによって異なりますが、基本的には日常生活に支

障がある、運転免許の更新が出来ない等々見え方が不

自由であれば手術することをお勧めします。

眼科医長／柘植 千佳

　平均寿命が延長し高齢者が活躍することの多い現代

社会となりました。そこで今回は加齢に伴い白髪や老眼

と同じように老化現象の一つとして起こる眼の病気であ

る白内障についてお話してみたいと思います。

　眼はよくカメラにたとえられます。眼の中の水晶体と

いうカメラのレンズに相当する部分が濁る病気です。

　そのために視力低下、かすみ、眩しさ、ぼやけて二重、

三重に見える、眼鏡を調整しても合わない等の症状がで

ます。（症状には個人差があります）

　最も多いものは加齢に伴う老人性のものです。加齢

に伴い水晶体の蛋白質が変化し水晶体が白く濁ってく

ると言われています。早い人では40歳代から、60歳代

で70％、70歳代で90％、80歳以上では100％の人

に白内障による視力低下が認められます。

　他に生まれつきのものや外傷によるもの、薬剤性、あ

るいは糖尿病等の全身的な病気によるもの、眼の病気

（炎症）のために起こるもの等があります。

　偏食を避け、バランスのよい食事を心掛ける（ビタミン

E,B2,Cの摂取）、強い紫外線、赤外線、放射線の曝露を避

ける、糖尿病等の白内障の原因となる病気を防ぐ等です。

水晶体

白内障ではここが濁る

虹 彩
角 膜

※1

※2

眼内レンズ

水晶体嚢
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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

成瀬内科
豊田市

院長／成瀬 武弘

　開業は昭和57年7月。以来、31年間、この地で、この街の発展と共に地域
のかかりつけ医としての役割を担ってまいりました。開業当時はテナントで
の開業医というのはまだ珍しかったのですが、「豊田市駅」前という利便性
から、ご近所の方だけでなく遠方からも、年齢層も病状も様々な患者さま
にお越しいただいております。ご家族2代、3代にわたって来ていただくこ
とも多く、小さい時から来てくれていた方が結婚、出産し、お子さまを連れ

てきてくれることもあり、非常に嬉しく感じておりま
す。もうすぐ私は70歳を迎えますが、今後はゆっくり
マイペースで、患者さまに癒しを提供できるよう努め
たいと思います。また、「病は気から」と昔から言いま
すが、メンタルな部分でのケアも大切にし、常に患者
さまの立場で考えることを忘れず、患者さまの痛みが
わかる医療で、地域医療連携の一画を担っていきた
いと考えております。

file.37

■診療科目／内科・呼吸器科・
消化器科・循環器科・小児科
■所 在 地／豊田市若宮町8-1-10　
　　　　　　新豊田ビル2F
■電話番号／0565-34-3070
■診療時間／ 9：00～12：00、
　　　　　　16：30～19：00
■休 診 日／土曜日の午後、水曜日、
　　　　　　日曜日、祝日

患者さまに癒しを与えられる医療を。

　現在の医療には、地域の中でそれぞれの病院やクリニックなどが、その特徴を
活かしながら役割を分担、連携し、地域の医療機関全体で患者さまを最後まで看
ていく「地域完結型医療」が求められています。その中で、私たちが地域にどのよ
うにして貢献していったら良いのか？と考えた時に、急性期より病状の軽い亜急
性期の患者さまを受け入れ、在宅へと返す、地域連携の中間層を作り上げること
だと確信しました。急性期の患者さまはトヨタ記念病院等の総合病院にお任せ
し、急性期を脱した方々を私たちがしっかりとケアすること。そのため当院では
リハビリに力を入れることで、患者さまが退院後もより
良い生活が送れる状態に導いていける医療を提供して
おります。「地域に根差した医療を」という思いをベース
に、今後は地域の医療機関との連携をより深め、急性期
からの患者さまを私たちがスムーズに受け入れ、そして
スムーズに在宅へと向かっていけるような態勢を作ると
共に、患者さまが気持ち良くリハビリしていただけるよう
なホスピタリティのある医療を展開してまいります。

三九朗病院
豊田市

file.36

■診療科目／内科・糖尿病内科・
　　　　　　消化器内科・整形外科・
　　　　　　リハビリテーション科・
　　　　　　脳神経外科
■所 在 地／豊田市小坂町7-80
■電話番号／0565-32-0282
■診療時間／ 8：30～12：30
　　　　　　13：30～16：30
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／木曜日、土曜日の午後、日曜日、祝日

地域医療連携の中間層を作り上げ、担う。

（右）理事長／前田 實
（左）院長／加藤 真二

毘森公園
毘森神社

衣丘小

キューピー
挙母工場

小坂町7丁目
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宮上町8丁目
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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

2013年10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。

中央棟ロビーにフォトスペースが
できましたので是非、ご覧ください。

医長 森脇 博夫 心臓外科

　みつわ会では、会員同志の交流会を定期的に
行っています。11月4日(月)には岩瀬病院長に出
席していただきました。医療や健康面のことま
で幅広い分野の話題に触れていただき有意義な
時間を過ごすことができました。

岩瀬病院長を交えて
交流会が行われました

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。

Photo project

トヨタ記念病院

2014年冬号

〒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　

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。

土・日以外の休診日は
１月２日（木）、１月３日（金）、
３月２１日（金）です。

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1月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／企画グループ

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

寒い冬に最適な生姜を使用した料理をご紹介します。生姜にはジンゲロン、ショウガオールという
成分が含まれており、殺菌効果や血行促進、発汗作用があります。そのため、生姜は冷え性、風邪の
初期症状の緩和に効果があると考えられています。生姜と野菜をたっぷり使用し、ヘルシーでなお
かつ塩分控えめなスープですので、是非一度ご賞味ください。

生姜の香りを出すことによって塩分控えめでも美味しくいただけます。
片栗粉でトロミをつけることにより、冷めにくくなります。

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

生姜と白菜の
　 ポカポカスープ
エネルギー：39kcal　塩分：0.9g

管理栄養士　福元 聡史 

【材料（１人分）】　

生姜
白菜
椎茸
ごま油
水
鶏がらスープの素
オイスターソース
水溶き片栗粉
薬味葱
酢

2g
20g
１０g
2ml

120ml
1.5g
3ml

（片栗粉2.5g　水5ml）
3g
2ml

　重症患者さまは、看護実践の質が予後を大きく左右すると言われています。
私は病状の悪化を回避することはもちろん、合併症を起こさないために、統一
した看護の継続が重要と考えています。救命救急病棟では、タイムリーな介入
ができるよう、多職種で話し合い、取り組むべきことを明確化し必要なケアを
しています。
　患者さまの生きる力をサポートしつつ、急性期から最終的なゴールが何かを
意識し、生活そのものを支援しながら看護しています。１つのケアが生命や、その
後の生活の質に大きな影響を与える領域だからこそ、最も効果的なケアを実践
することの重要性を感じています。

冷え性を改善する目的なら生の生姜より加熱した方が効果が高いと言われています。●豆知識●　

冬

作り方

ワン
ポイント

① 生姜は皮をむき千切りにする。白菜は１cm×４cmに
切る。椎茸は石づきをとり５mm幅の薄切りにする。

② 鍋にごま油を熱し、生姜、白菜、椎茸を入れ炒める。
③ 水と鶏がらスープの素を加え一煮立ちさせ、オイス
ターソースを加える。

④ 水溶き片栗粉を回し入れトロミをつける。
⑤ 器に盛付け、小口切りにした薬味葱を散らす。
※好みに合わせ酢を加える

集中ケア認定看護師
石原 英二

西
駐
車
場

南駐車場

トヨタ
記念病院

Ha:mo駐車場
Ha:moステーションが設置され、ご利用可能となりました。

お知らせ


