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　2015年1月より事務長に就任しました。これまで海外
事業を中心に携わってきた経験を活かし、当院が「世界
に誇れる病院」となれるよう、一歩一歩前進していき
たいと思いますので、何卒よろしくお願い致します。
　トヨタには改善という文化があり、今や世界中の
トヨタで実践されています。当院でも皆さまから愛
される病院となれるように、一つ一つの問題から目
を背けることなく継続的な改善を実現し、全員一丸
となって取り組んでいます。当院にとっては、皆さま

から頂戴する声がとても貴重な改善の種となります。この種を真摯に受け
止め、しっかりとした果実になるまで育てることが、当院をより強くさせる
原動力になると考えています。
　今後とも、よりよい病院づくりのため、皆さまと共に歩んでいきたいと思い
ますので、お叱りの声を含めて様々なご意見をお寄せいただければ幸いです。

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。

鎌田 浩也
事務長

Smile&Heart 春
2015
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皆さまに満足していただける
病院をめざして

　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。２０１４年度は１２月に実施し、外来患者さま５１９名、入院患者さま９４９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

　今回の調査では、外来患者さまに対する医師・看護師の診療・検査等の説明、言葉遣いや態度についてご満足い
ただけない患者さまが増えていることがわかりました。さらに、２８１件の貴重なご意見をいただいたことにつきま
しても、職員一同真摯に受け止め、実現できることから改善したいと考えております。
　また、感謝のお言葉も１６７件いただきました。心より御礼を申し上げますとともに、利用される方々のご期待に
応えられるよう、更なる医療の質向上・接遇の向上に努め、よりよい病院づくりを進めてまいります。
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　健診センターは、１９８７年９月にトヨタ記念病院の開院と同時

に健康診断施設として誕生しました。その後、２００３年９月には

外来棟４階に移り、毎年多くの方にご利用いただいております。

スタッフは医師、保健師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、

事務員で構成され、婦人科検査や画像読影については、診療科

医師とも連携し各種人間ドック、がん検診、豊田市の特定健診、

後期高齢者健診などを実施しています。

　私たちは、受診される方々が安心と満足が得られるように、

検査室からの移動に際しては、スタッフが一緒になってご案内

し、混雑する場所にはコンシェルジュを配置するなど、健診の質

はもちろんアンケートで頂いたご意見を生かして改善を続け、

サービスの向上に日々取り組んでいます。

　２月にマンモグラフィ装置をセンター内に設置し、増加しつつ

ある乳がん検査の需要にも対応可能となりました。また外来

受診時には病院内システムと連携し、健診結果をふまえた診療

をするなど、病院併設型のメリットを生かした効率的な医療を

実践しています。毎日をより健

康で明るく過ごすため、また健康

増進の機会として、１年に一度

は定期的にお身体の状態を

チェックしてみませんか。

　私たちが笑顔でお待ちして

おります。

技師長　高宮 浩一

　海外渡航科では、会社の海外赴任や出張、または個人旅行

や留学など様々な目的で海外渡航される方々に必要な診療

を行っています。主に、渡航ワクチン接種や予防接種証明書

の発行、マラリア・高山病予防内服薬の処方、留学・ビザ用の英文

健康診断書や証明書の対応などをしています。渡航ワクチン

接種では、輸入ワクチンも含め20種類以上のワクチンを取り

扱っています。企業のグロバール化による渡航ワクチンの需要

が高く、毎年たくさんの海外渡航者の方々にご利用いただい

ています。留学のための英文健康診断書のご要望も多くあり

ます。

　渡航までにどのような予定でワクチンを接種するかは、滞在

先地域の感染症リスクや滞在期間、さらにこれまでのワクチン

接種や感染症履歴、年齢などを加味し、必要なワクチンを選択

し予定を立てています。ワクチン接種では接種本数が多い

のでほとんどの場合は、複数回の受診が必要です。なかでも

小さなお子さまにとっては複数のワクチンの同時接種や

何度も受診することで、注射への不安が増すこともあります。

数種類のワクチンを同時に接種することにより受診回数を

減らし、不安解消や利便性の向上にも努めています。

　これからも海外渡航される皆様のニーズに応じた、質の

高い細やかなサービスを提供できるようにスタッフ一同、

改善に取り組んでいきます。

看護長　鈴木 徒志江

外来棟4F

健診センター

海外渡航科

マンモグラフィ装置

ズ ー ム イ ン
ZOOM



大動脈解離って、
なに??

はじめに

　一般にA型は緊急手術の適応です。人工血管に置換し

ます。裂けた部分全部を取り換えることは不可能なので、

致死的になりえる心臓に近い部分のみ換えるか、最初

に傷ついた内膜付近の大動脈を換えることとなります。

そのために、上行大動脈や弓部大動脈の置換の手術が

必要となります。残存した下行大動脈の解離は経過

観察となります。手術では血液が流れた状態では大動脈

を取り換えることが困難ですので、

人工心肺装置を使い体温を下げて

手術をすることが必要となり、非常に

危険度の高い手術となります。

　B型も手術の危険性が高いため

に、血流障害等大きな合併症がない

場合には、まず血圧をしっかり下げ、

安静を保つ治療を行います。近年

ステントグラフトという血管の中から

人工血管を内貼りする治療も試みら

れていますが、急性期の成績の報告

はよくはありません。

　大動脈内膜に裂け目が入り、そこから血管壁が裂けま

すので、血管をしなやかに保ち(動脈硬化を防ぎ)、血圧

を下げることが理想となりますが、特別な予防法はあり

ません。カロリーとコレステロール、塩分を低めに、バランス

のよい食事をし、必要があれば内服剤（降圧薬）による

治療が重要です。適度な運動や良い睡眠、良い排便

習慣等、基本的な健康づくりが大事です。

　胸部痛や腰背部痛を生じる疾患はいろいろとあります

が、致死的な疾患も多く、もしも、そのような症状を自覚し

たら早急に来院してご相談ください。

　昔は石原裕次郎さん、

近年では加藤茶さんが

この病気となり話題とな

りました。大動脈の壁が

裂ける病 気 で す が 、

ちょっとイメージしにく

いかもしれません。家の

壁の内壁と外壁を想像した場合、内壁に穴があいて、

外壁との間、ちょうど断熱材や電気配線等が入っている

場所でしょうか、そうしたところに血液が入り込み、どんどん

内壁と外壁がはがれていくような疾患

です。心臓に近い大動脈(上行大動脈)が

裂けた場合(A型)と、背中～腰の部分

(下行大動脈)だけが裂けた場合(B型)が

あります。A型は発症24時間以内に

24%、72時間で50%、14日で

75%、3か月で90%の死亡率

が報告され、非常に恐ろしい病気

です。病態は①壁が薄くなる症状

(大動脈破裂や胸水・腹水・心臓の

まわりに血液が貯まる)、②大動脈か

ら出ている分枝に血液が送れな

い症状(心筋梗塞・脳梗塞、腸管

壊死、四肢壊死等)、③大動脈の付け根にある「大動

脈弁」の変形による大動脈弁逆流が原因となる心不全

があり、これらが単独、あるいは複合した病状を呈します。

　突発する胸部・腰背部痛です。教科書的には、「移動す

る」と表現されます。胸が痛いと思っていたら、背中まで

痛くなってきたというイメージです。患者さんによっては

移動しないこともあります。痛みの程度も様々で、さらに

息苦しさ、脈の不整、ショック、麻痺・失神・こん睡、腹痛、

手足の冷感、両下肢麻痺など上の図に示したような病態

に合わせ、様々な症状が合併することがあります。 心臓血管外科科部長　江田 匡仁

治療

症状

予防

大動脈大動脈 穴穴

分枝分枝

虚血壊死虚血壊死

破裂出血破裂出血

臓器臓器

心臓心臓

心嚢水心嚢水

心タンポナーゼ心タンポナーゼ
弁逆流弁逆流

病気の話
知っておきたい



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

加茂クリニック
豊田市

　私が透析治療と出会ったのは研修医になったばかりの頃。ちょうど透析
治療が普及し始めた頃で、東海地区での透析治療第一号の患者さまを受け
持ったことも。その経験から、まだ豊田に透析治療のみをする施設が
なかった昭和50年10月、地域の患者さまからの強い要望もあり、神田町
に「加茂クリニック」を創立。以来、透析治療の進歩と共に、加茂クリニック
も歩みを進めて参りました。
　患者さまが安心して治療を受けられ、社会復帰も可能になるようにと、夜間

透析にも力を入れ、入院施設も備えております。保見
クリニック、東加茂クリニックは私どもの分院です。
　透析には不可欠なシャントの手術やPTAを必要
に応じていつでも出来る体制を整えております。
またトヨタ記念病院とは重症患者さまの入院治療
などをお願いしたりと、病診連携もさせていただい
ております。透析治療といえば“加茂クリニック”と
思っていただけるように、日々、磨きをかけて参ります。

file.47

■診療科目／内科／腎臓内科／
　　　　　　血管外科
■所 在 地／豊田市神田町１-８-９
■電話番号／０５６５-３４-１３４５
■診療時間／ 9：00～12：00
■休 診 日／日曜日

透析治療の発展と共に40年。安全と信頼の“加茂クリニック”へ。

　当院は昭和42年の創立以来、48年間消化器専門病院として地域医療
に携わって参りました。また、当院では平成5年にいち早く「健診センター
なかの」を隣に開設。特に当院は内視鏡を生かした健診、診療及び治療を
おこなっており、病気の早期発見・早期治療による患者さまへの負担軽減
を実現することにより、多くの地域の皆さまのご支持を頂いております。
　今後も、「地域に根差した消化器専門病院として、良き伝統を重んじ
つつ慈愛と英知を結集し、地域医療に貢献する」という私たちの理念の
もと、さらにトヨタ記念病院との医療連携を強固に
し、患者さまにとって良い医療や心から満足いただ
けるサービスの充実を担っていきたいと思いま
す。また医学の発展に伴い、新しい治療法にも積
極的に取り組み、地域の皆さまに還元できる病院を
目指して努力して参ります。

中野胃腸病院
豊田市

file.46

■診療科目／胃腸科／肛門科／麻酔科
■所 在 地／豊田市駒新町金山１-１２
■電話番号／０５６５-５７-１６１１
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　17：00～19：00
                  （土曜日８：３０～１２：００）
■休 診 日／木、土曜日の午後、
                   日曜日、祝日 

内視鏡を生かした健診、診療及び治療で、地域医療の一翼を担う。

院長／深尾 俊一

院長／鈴木 田鶴子

加茂クリニック
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『便潜血検査』が陽性の場合

　食の欧米化の影響により大腸がんは増加傾向で、現在全てのがんの中で罹患率第2位です（2010年部位別罹患数）。早期の段階では
ほとんど自覚症状がありません。当センター受診者で精密検査を受けた方の２％に大腸がん、３０％にポリープが見つかっています。
ポリープからがんになることもあります。大腸がんは早期発見、早期治療によりほぼ治癒が可能です。『痔があるからそのせいだ』、
『恥ずかしいから・・・』と言わず、精密検査の案内が届いたら積極的に受診をしましょう。

　人間ドックでは、大腸がん検診として便潜血検査を実施しています。主に大腸のがん・ポリープ・
潰瘍・炎症などによる出血の有無を確認しています。2回法を用い1本でも陽性が出た場合は、精密
検査となります。精密検査は大きく分けて大腸内視鏡検査と注腸検査の2種類があります。

精密検査
のススメ

その1

健 診

大腸内視鏡検査 注腸検査

※診察時に検査の利点と欠点を聞いて医師と相談の上、検査を決定しましょう。

　肛門より空気とバリウムを注入し、大腸のレントゲン
撮影を行い診断します。がんの位置や大きさ、大腸の
病変を診断します。

　肛門よりカメラ（内視鏡）を挿入して大腸を診断します。
細胞の採取や小さなポリープなどを切除することも
できます。

　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習得することを目的に、
当院ではボランティア養成講座を開催してい
ます。2014年度は、12名の方が受講されまし
た。新しい仲間も加わり、今年度も心機一転、
ボランティア活動に取り組んでいきます。

「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

2015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（水）、5月4日（月）、
5月5日（火）です。発行日／2015年4月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／企画グループ

小児看護専門看護師

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

みなさん、「専門看護師」という名称を御存じですか。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。当院でも専門看護師が活動しています。

専　門

紹　介
看護師

　当院は、NICU（新生児集中治療室）があり、予定より早く生まれた赤ちゃん、
成長が遅れて小さく生まれた赤ちゃん、生まれつき障がいを持って生まれた
赤ちゃんなどを24時間体制で受け入れています。生命を守り発育を援助する
とともに、「子どもの未来を考えた医療と看護」を提供できるよう努めています。
　めまぐるしく進歩し続ける新生児医療や看護に向き合う中で、年々、家族
構成や育児を取り巻く環境が変化し、子どもが家族の一員として退院していく
という当たり前のことが、難しいと感じることもあります。かけがえのない
子ども一人一人の、成長過程を支えるためには、NICU、小児科外来、小児病棟
など病院内連携だけでなく、地域支援者との協働が不可欠と考え、活動を
続けています。

小児看護専門看護師
看護長／江見 たか江

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

仁大病院 板谷副院長の講演風景

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

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。


