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ひと昔前、リウマチの治療に笑いを取り入れ、笑いが

免疫力を高めるといわれていました。最近では、病院

という緊張感が高い職場で身も心も疲弊しがちな医

療者に笑いで元気を与えるという流れもあります。

また、笑いは医療コミュニケーションにおいて効用が

あるようです。漫才でみせる絶妙な間の取り方、気を

引く言い回し、少し大袈裟なリアクションなどは医療

でも活用できそうです。同じ言葉でも相手をひきつ

ける話し方や、また聞き方としての機転は相手に安

心感を与え信頼関係も築きやすいのではないでしょうか。相手の話を聞く

こと、相手に伝えることは医療業務の根幹部分です。笑いのプロのマインド

とスキルを身に着けて、質の高い医療コミュニケーションを実現していきた

いと考えています。

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。

伊代田 一人
副院長
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パートナーロボット導入

　バランス練習アシストロボットは、立ち乗り型パーソナル移動支援ロボット

「Winglet」、転倒予防のための牽引装置、モニタ（Wingletの動きに連動したゲームを

内蔵）で構成されています。Wingletは体重移動で前後左右に動かすことができ、

Wingletを動かすことによりモニタ内のゲームのキャラクターを動かしバランス練習

を行います。バランス能力が低下した患者さまでも安全にゲーム感覚で楽しく体を

動かしてバランス練習が可能となります。Wingletを動かしてゲームを上手く行うため

に股関節、膝関節、足関節を上手く使うことが必要となり、今までのバランス練習より

も質の高いバランス練習が可能となります。さらに患者さまのバランス能力に合った

ゲームの難易度が自動的に選択されるため、効率の良い練習が可能となります。

　現在この2種類のパートナーロボットのご利用は、脳卒中や一部の高齢者の対象

患者さまに限らせて頂いていますが、今後徐々に拡大できるように努めていきます。

　近年、ロボット技術の進歩により、医療・介護分野において数多くのロボットが開発・使用されるようになって

きました。当院でも2015年10月より「リハビリテーション用パートナーロボット」を導入し、スタッフ一同

患者さまに安全かつ質の高いリハビリテーションを提供できるよう心がけ、努めてまいります。

リハビリテーション科技師長　鈴木 篤明

■ バランス練習アシストロボット

　「リハビリテーション用パートナーロボット」とは、トヨタ自動車株式会社がリハビリテーションの支援を目的として

開発したロボットです。「歩行アシストロボット」「バランス練習アシストロボット」の2種類のロボットを導入いたします。

「歩行アシストロボット」…………脳卒中などにより足の麻痺を生じた患者さまの歩行練習を支援

「バランス練習アシストロボット」…加齢、疾患などでバランス能力の低下を生じた患者さまのバランス練習を行う

　これら2種類のロボットは歩行練習、バランス練習をアシストしながら運動を繰り返すことで脳のさまざまな運動

機能を再学習させ、少しでも早く、また効率よく機能回復をもたらすことを目的としています。

　歩行アシストロボットは、麻痺した足をアシストする装具、転倒予防

のための牽引装置、床が動くトレッドミル、モニタで構成されています。

足に装着した装具が、体重の支持や足の振り出しをアシストすることに

より、脳卒中発症後の早い時期から安全に歩行練習が可能となりま

す。アシストの量を調整することにより患者さまの回復の度合いに合

わせた適切な歩行練習が可能となり、さらに患者さまの歩行データを

パソコンに蓄積・分析することでより質の高い練習が可能となります。

リハビリテーション用パートナーロボットとは？

■ 歩行アシストロボット
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　当院では、救命救急センターが整備されており、循環器

内科の専任スタッフが、急性冠症候群(不安定狭心症、急性

心筋梗塞)、致死性不整脈などの循環器救急疾患に24時間

体制で対応しています。急性心筋梗塞では血流の途絶えた

心臓の筋肉に再灌流させるまでの時間がその後の経過に

強く関係しています。緊急で冠動脈の造影検査を行い、迅速

な血流再開に努めています。

また早期より心臓リハビリ

テーションを行うことで、安全

な日常生活を送れるよう運

動量の設定指導にも積極的

に取り組んでいます。

　心臓外科とともに心臓病センターを構成し、患者さまを

中心とした集学的な医療の提供をめざしています。医師・

コメディカルが24時間待機し、夜間・休日を問わず、緊急の

検査・治療にあたっており、特に重症な症例に対しては、集中

治療室での積極的な全身管理を行っております。

　外来では、冠動脈CT・心臓超音波・トレッドミル負荷心電図・

ホルター心電図・アイソトープ検査などの各種精密検査に

より、様々な疾患の病態・重症度などの正確な評価に努めて

います。特に冠動脈CTは、造影剤を点滴しながら心臓を撮像

することで、従来はカテーテルでしか分からなかった冠動脈

の狭窄や閉塞の診断が可能となり、さらに粥腫(脂のかた

まり)や石灰化組織などが附着していないかどうかといった

動脈壁内の情報を得ることができるようになり、当科でも

積極的に使用しています。

　当院では動脈造影装置を2台設置しております。狭心症や

心筋梗塞などに対する冠動脈カテーテル治療については、

現在治療後の成績が最も良い薬物溶出性ステントを積極的

に使用しています。しかし血管の性状によっては再度血管が

狭窄したり詰まったりすることがあるため、血管内超音波や

光干渉断層法（赤外線を用いた血管内検査）を使用して血管

内の状態を詳しく評価しています。それらの情報に基づい

て、薬物溶出性ステントのみならず必要に応じてバルーン

拡張術・粥腫切除術および血栓吸引術等も行い、術後経過

の改善に努めております。当院では、カテーテル検査中に圧

ワイヤーを積極的に使用することにより正確な冠動脈血流の

評価を行い、科学的にカテーテル治療の必要性を決定する

ように心がけています。また、カテーテル治療を下肢の血管

や腎臓の動脈などに対しても行っています。

　最後に、不整脈治療に関しては薬物療法だけでなく、ここ

数年徐脈性不整脈に対するペースメーカー植込みおよび

心房細動などの頻脈性不整脈に対するカテーテルアブレー

ション(不整脈発生部位の焼却術)での治療、心臓突然死に

至る重症不整脈に対する植え込み式除細動器、さらに心機能

の低下した方への心臓再同期療法などに重点的に取り組ん

でおり、患者さまの日常生活の質が向上するよう日々努力し

ています。

　以上に述べた治療の

他にも、循環器疾患全域

において高度な最新医療

を適切かつ有効にご提供

できるよう、スタッフ全員

が一丸となって診療に取り組んでいます。今後も循環器領域

の専門知識・技術を生かし、一人でも多くの方が健康で元気

な状態を保ち、幸せに暮らせるよう、懸命に取り組んでいきた

いと考えております。少しでも気になる症状があれば気兼ね

なくご相談ください。 
循環器科科部長　梅田 久視

■ 外来検査

■ 当院循環器科の特徴

■ 冠動脈カテーテル検査・治療

■ 不整脈治療

■ さいごに

　循環器科は、心筋梗塞・狭心症などの虚血性心疾患、不整脈、

心筋症、心臓弁膜症、心不全、大動脈疾患、末梢血管疾患

などを中心に診療を行っています。

　また、高血圧、脂質異常症など、心血管疾患の原因となる

生活習慣病の診断や治療にも取り組んでいます。

循環器科
ズ ー ム イ ン
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腎臓のはなし

はじめに

ありません。尿検査ではタンパクが重要です。激しい運動

をしたあとや熱の出たときは健康な人でもタンパク尿が

出ることはあるので、普段の状態で出るかどうかが大事

です。血液検査では血清クレアチニンやGFR（ジーエフ

アール）が重要です。持続的なタンパク尿や腎臓の働き

が60%未満の場合を慢性腎臓病と呼びます。日本人の

成人人口の約13%、8人に１人が慢性腎臓病という

データがあります。もしこれら

の検査で異常がみられたら

お医者さんに相談してください。

症状がないからといって放置

しておくと知らない間にひどく

なる場合もありますので早め

の対応をお勧めします。

　腎臓は再生しない臓器であるため、一旦悪くなってし

まうと元には戻りません。進行性の腎臓病は早期診断、

早期治療が重要です。もし悪化してしまった場合はそれ

以上悪くしないことが目標となります。

　腎臓病の予防はその原因にもよりますが、最近は糖尿病

や高血圧が原因となる方が多いので糖尿病や高血圧の

ある方は生活習慣に気を

付けてしっかり治療してく

ださい。腎臓は悪くしない

ことが大切です。黙々と働く

腎臓をいたわりながら生活

してください。

　腎臓は握りこぶしぐらい

の大きさでソラマメのよう

な形をして腰のあたりに左右

1対あります。その働きは

血液を濾過して尿を作り

ます。尿を作ることによっ

て、体の状態を一定に保とう

としています。この腎臓の

働きについて日常的に気づくことはあまりないかもしれ

ませんが、自由に飲み食いしても、排泄される水分や

塩分の量を精密に調節してくれます。

　たとえばビールをたくさん飲めばたくさんの尿を作っ

てくれます。暑くて大量の汗をかいた時は尿の量を少な

くして、濃い尿を作ってくれます。このように体の状態に

あわせて尿の調節を行い、常に体の中を一定の状態に

保つという、生命にとって不可欠な働きを腎臓は黙々と

行っています。従ってこの働きができなくなると生きてい

けなくなってしまいます。

　腎臓の機能が高度に低下した時に腎臓の代わりをする

治療が透析です。透析が必要な患者さんは日本で30万

人余りいます。人口400人あたり1人の割合です。「透析

になったら人生終わりだ」と言う人がいますが、透析に

なっても人生は終わらず何十年と続いたりしますが、

透析が避けられるならそれに越したことはありません。

　では透析にならないようにするためにはどうしたら

良いでしょうか。

　腎臓の異常はなかなか症状が出ません。腎臓の異常

を知るためには検査が必要です。検査は難しいものでは

ありません。尿と血液で大体わかります。定期的に健診を

受けていれば誰でもわかるので見逃されることは余程 腎・膠原病内科科部長　山下 浩

透析について

定期的に健診を受けましょう

まとめ

病気の話
知っておきたい

 

検
尿



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＞

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

森脇レディース
クリニック
みよし市

　当院は不妊症の治療に特化したクリニックとして、自然な妊娠を目指す指導から、
人工授精、さらには高度生殖医療である体外受精、顕微授精などを行っております。
産婦人科専門医、生殖医療専門医である私は、これまでトヨタ記念病院の不妊
センター設立やジョイファミリーの初代責任者を務めるなど、長年にわたり高度
生殖医療に携わって参りました。その実績と信頼をもとに2008年に開業。現在
は生殖医療研修医療機関にも認定され、昨年だけでも約1,000例の症例を診療・
治療するなど、国内有数の不妊治療施設となっており、地域の方々はもちろん、市内外
の不妊に悩む多くの皆さまにお越し頂いています。昨年、当院で妊娠された患者さま

は360人。高度生殖医療で妊娠される方が最も多くなっ
ていますが、一般不妊治療やタイミング指導で妊娠され
る方も多くいらっしゃいます。また不妊治療は年齢との
競争です。30歳以降は早めに治療のステップアップが必要
となります。当院では患者さまの肉体的、精神的、経済
負担の少ない治療を目指して、スタッフ一同努力しており
ますので、まずはご相談を。体外受精など高度治療をご
希望の方は適時お電話でお問い合わせください。

file.51

■診療科目／不妊症／不育症／
　　　　　　一般婦人科
■所 在 地／みよし市三好町小坂75
　　　　　　三好医療モール2F
■電話番号／0561-33-5512
■診療時間／10：00～12：00
　　　　　　16：00～19：00
■休 診 日／火、木、土曜日午後、
　　　　　　日曜日、祝日

国内有数の不妊治療施設として、実績と信頼の高度生殖医療を提供。

　「豊田で風邪にかかる人が一番少ないエリアにしたい！」を目標に、当院は内科
の治療を中心に予防医療や、生活習慣病、認知症の予防、治療などを通して、地域
の皆さまの健康増進に尽力できればと考えております。そのためには、地域の
方々の求めに対して真摯に応えていくことこそが必要です。当院では、地域の
皆さまからの要望は、まずはお話を聞くなどして、できる限り受け入れたいと思っ
ています。そして、私たちができることをきちんと提供することが、かかりつけ医
の務めであると感じています。さらに、当院だけでは応えきれない場合は、病診の
連携や診診の連携等、次へ繋げることで、患者さまの要望に応えていきたいと
考えています。そのような思いから、皆さまの求めに対し
て始めたのが在宅医療、訪問診療、往診です。地域貢献
になればと思っていますが、私一人では何の支えにもな
りません。ですから、色々な方々が同じ志で関わってくれ
るからこそ完結できるのが連携医療と考え、地域で支え
られる在宅医療の整備を目指し努めて参りたいと思います。

京町クリニック
豊田市

file.50

■診療科目／内科
■所 在 地／豊田市京町4丁目8-1
■電話番号／0565-42-6666
■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

需要が高まる在宅医療でも、地域で支えるシステムを整備したい。

院長／平山 眞彦

院長／森脇 崇之

梅坪小

京町6丁目
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『胃部レントゲン検査』
　人間ドックで行う胃部レントゲン検査（バリウム検査）は、主に食道がん・胃がん・
胃潰瘍・胃炎・ポリープ・十二指腸変形や狭窄など食道・胃・十二指腸の病気の有無を
調べる検査です。精密検査になった場合は、胃内視鏡検査（胃カメラ）を行います。

精密検査
のススメ

その3

健 診

胃内視鏡検査
（胃カメラ）

病院ボランティア養成講座（全６回）を開催中です

トヨタ記念病院

2015年秋号

〒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
10月12日（月）、11月23日（月）、
12月29日（火）、12月30日（水）、
12月31日（木）です。発行日／2015年10月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／企画グループ

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士

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

　摂食嚥下障害とは、食べられない、飲み込めないために栄養状態が悪くなって

しまう障害です。その原因は脳卒中や神経筋疾患、認知症、口腔咽頭腫瘍と様々

ですが、今まで普通に食べる事が出来ていた高齢者の患者さまが骨折や肺炎を

契機に、摂食嚥下障害を発症するケースも少なくありません。当院では入院時に

摂食嚥下障害の評価を行い、医師の指示のもとに言語聴覚士が嚥下機能評価・訓練

を開始しています。評価は水やゼリーの飲み込みを確認する簡便なものからレントゲン

で透視撮影を行う嚥下造影検査まで幅広く対応し、訓練は学会基準に基づいた食事

を作成して行っています。現在、言語聴覚士をはじめ4名がこの認定士を取得して

おり、日々、摂食嚥下障害患者さまの食生活の質向上を目標に多職種チーム一丸と

なって摂食嚥下リハビリテーションに取り組んでいます。
リハビリテーション科
酒井 圭子

Smile&Heart

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

助産師募集助産師募集

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 西田　   TEL 0565-24-7117

E-mail

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。

　胃がんは日本人には多いがんで、未だがん罹患率第１位です。（2011年部位別罹患率）40歳～70歳に
多く男女ともに高齢になるにつれて増加しています。胃内視鏡検査では、がんの一因であるピロリ菌検査
も可能です。精密検査の通知が来たら、早めに胃内視鏡検査を受けましょう。

技　 師
紹　 介

医長
近藤 明日香

麻酔科

医長
長久 伸也
脳神経外科

医長
大枝 基樹
脳神経外科

医長
太田 尚寿
放射線科

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

口からカメラを挿入し直接観察するため小さな病変を見つけることができ、
状態により組織検査（生検）やピロリ菌検査を行います。

日　時 9月10日（木）（既に終了）、10月9日（金）、11月12日（木）、
12月10日（木）、1月15日（金）、2月18日（木）、午前10時～12時　

内　容 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

対　象 病院ボランティア活動に興味のある方

申込み・
問合せ

氏名、住所、電話番号をファックスで「みつわ会」事務局まで
担当 ： 城（しろ）　TEL ： 24-7169 FAX ： 24-7178

講　師 参加費トヨタ記念病院職員他 無料

2015年7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。


