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経営スタッフからこんにちは
この4月に当院では希望に満ちあふれた72名の

「自分の中にはこれほどのエネルギーとひらめきが

新しいスタッフを迎えることになりました。現在医療

隠れていたのか！」と感じるほどの力を引き出せる

の進歩は急速で、医療者は生涯勉強し続けなければ

ようになり、仕事が 真の意味で充実し、満足と喜び

最良の医療の提供はできません。
文筆家のリチャード・

の源泉になります。しかし、だれもがそのような日を

ライダーによれば、誕生日以外に人生で最も重要な

経 験 するとは 限りません。当 院 の 職 員や 利 用者に

日は
「自分が何のためにこの世に生を受けたかに気づ

人 生で最も重要な日に出会える様にわれわれ 経営

いた日」
だといいます。
その日を経験すると人生の真の

スタッフもカイゼンを 重 ねて 精 進していきたいと

目的や自分の使命を発見することにより人生は一変し、

思います。

トヨタ記念病院

副院長

小口 秀紀

サイバーナイフM6は、全ての放射線治療において最適

な機能と効率性を兼ね備え、今日の標準的治療のみな
らず、明日の治療法に繋がることが期待されます。

ZOOM
ズームイ ン

東病棟 8 階

呼吸器センター
東病棟8階は、呼吸器内科・外科の患者さまが入院して
いる呼吸器センターです。治療のため入退院を繰り返す
慢性期の患者さまから手術などの急性期まで、放射線、化学
療法、手術などさまざまです。患者さまならびにご家族の
意向を聞きながら、疾患からくる苦痛症状の緩和を図るケア

メディカルソーシャルワーカーとの連携を通して、支援を

や入院中のリハビリに力を入れ、常に患者さまに寄り添う

開始しています。

ケアを心がけています。

「患者さまの安全とQOL維持を第一に考え、質の高い

日々の医療においては、医師と受け持ち看護師を中心に

医療を提供し、早期退院できるようチームで協働して取り

情報交換や意見交換を行い、患者さまの状態変化に対応

組む」
という病棟目標を掲げ、医師、薬剤師、MSW、
リハビリ

した安全・安心・安楽な最善の医療の提供を目指し、
スタッフ

技士、
栄養士、がん化学療法看護をはじめとした認定看護師

全員でのミーティングを毎日実施しています。
また、
退院後の

と協働してより良い医療を提供できるよう努力しています。

療養生活を安心して送ることができるよう、入院早期から

看護長

土屋 由美子

北病棟 1 階

レディース病棟
ができるようにしています。終末期の患者さまには、
ご本人、
ご家族の身体的、精神的苦痛を軽減できるよう医師、薬剤
師、
リハビリ技士、緩和ケアチームと協力しながら看護支援
しています。
病室は全室個室で、心配事や不安などが話しやすく大変
静かな環境です。中庭は季節ごとの花が咲きこころが和み
北病棟１階は、女性と小児を対象とするレディース病棟

ます。また、週に3回程度ボランティアさんによるピアノ

です。
こどもから高齢者まで、
急性期、
周術期、
慢性期、
終末期

演奏などのミニコンサートが開催されており癒しの時間に

の多岐にわたる患者さまを対象としています。私たちは、

なっています。

一人一人のライフサイクルに合わせ看護援助ができるよう
に努めています。
特に婦人科や乳腺外科の手術前後の不安の軽減や、身体
の変化に伴う精神的サポートなど患者さまに合わせた対応

患者さまが安心して療養できる環境を整え、専門知識、
技術の向上を目指して常に自己研鑚し、女性ならではの
きめ細かいケアができるように心がけています。
看護長

内田 直子

知っておきたい

病気の話

脳からの症状らしからぬ
脳の病気

はじめに

❸ 片側眼瞼下垂、複視

脳・脊髄は中枢神経と呼ばれ、から

片側のまぶたが急に下がってきて挙がらなくなる。下垂

だ全体をコントロールしている司令

したまぶたを手で持ち上げて（開眼させて）両眼で見ると

塔です。例えば、興 奮したり恐 怖を

物が二重に見える。

「感じた」
ときドキドキしますが、心臓

糖尿病性動眼神経麻痺として生じる場合があります。

そのものがその感覚を感知するわけ

それ以外として生命の危機に直結する脳動脈瘤切迫破裂

ではありません。大脳（皮質）で見聞

による場合があり、緊急外科的治療（開頭手術、
カテーテル

きし、感じ取りそれが視床下部を経由して延髄血管運動

コイル治療）
を要します。

中枢や交感神経が心臓を支配し、
心拍数や血圧を上げます。
症状そのものが現れる部位に病変が潜在し、その部位を
検査診断することは誰しも考え付くことです。
しかし、症状
をおこしている部位や臓器の中に病変や原因が必ずしも

❹ 歯痛、片側顔面の激痛
数秒から数分間の激痛が歯や顔の一部（片側）
に生じる。

存在するわけではありません。
これから紹介する症状は、

虫歯や歯周病など除外された場合には次の病気の可能性

脳（頭蓋内）に病変がありそれにより様々な症状が出現

があります。

する病気です。

この原因は三叉神経が脳幹（橋）から起始する部位で
自分自身の血管がその三叉神経を圧迫するために生じます

❶ 生理不順（月経不順）、乳汁漏出、不妊症
妊娠反応は陰性であるが生理が止まり、乳頭を圧迫する
と乳汁が漏出する。
または乳汁分泌は無くても生理が不整

（三叉神経痛）。耳介後部に1〜2センチの小開頭で手術し、
約80％の患者さんが治癒します。疼痛が軽度の場合には
テグレトールという内服薬が効きます。保険診療ではあり
ませんがガンマナイフ治療を受けるかたもみられます。

で不妊治療をおこなっている。
このような場合には採血をおこないプロラクチンという
ホルモン値が高値かどうか確認する必要があります。高い
場合には高プロラクチン血症といいます。
この原因として

❺ 片側聴力障害、耳鳴
頭蓋内の聴神経腫瘍（脳腫瘍）が聴力障害を起こす。

薬剤性の場合もありますが、脳下垂体の腫瘍が原因となる

外耳や中耳の疾患が除外された場合には考慮しうる脳の

場合もあります。一般的には脳MRI検査で下垂体を精査し

病気です。

ます。腫瘍が見つかればそれをプロラクチノーマと呼んで

検査では純音聴力検査（PTA）で低下、聴性脳幹反応

います。プロラクチノーマの治療は腫瘍の大きさ、年齢

（ABR）
でⅠ〜Ⅴ波の潜時延長、
Ⅱ波の消失などを認めます。

など様々な要因を考慮して選択、決定します。内服治療が

ABRは極めて信頼性の高い検査で聴神経腫瘍のスクリー

あり、挙児も可能です。実際、当科で精査治療を受け連携

ニングにも有用。治療は開頭手術やガンマナイフ治療、

した近医産婦人科病院で出産されたかたもあります。ちな

小さい場合にはMRI検査で定期経過観察をおこないます。

みにこのプロラクチノーマは男性にも発症します。

❷ 視野欠損（両耳側半盲）

今回は上記5つの症状でおこるそれぞれの脳の病気を
紹介しました。もちろん、これらがあれば必ず脳が原因と
いうわけではありません。前述

字を読んだり、テレビを観たりするのは視野全体のうち
ほとんどが中心部でまかなわれている。
この両耳側半盲では両外側の視野が欠けてくるので自覚
しにくい症状です。
これも前述と同様の下垂体腫瘍で生じ
うる症状のひとつです。

のような症状があり経過がおも
わしくない場合にはお近くのか
かりつけ医やトヨタ記念病院を
受診されることをお勧めします。

脳神経外科科部長

林 純一

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）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。

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 ）
外来受診、
入院等に
関する調整等

かかりつけ医

かかりつけ医 への紹介、
転院、転所等に関する調整等

前方連携

後方連携
トヨタ記念病院

＜例＞
かかりつけ医 から
トヨタ記念病院へ
精密検査依頼

地域医療福祉施設

file.48

＜より専門的な治療・検査の実施＞

あると考えます。あえて専門分野にこだわらず、地域の方々が、病気や体のこと

■診療科目／整形外科／内科／皮膚科／
リウマチ科／消化器内科／
リハビリテーション科／
循環器内科
■所 在 地 ／豊田市四郷町森前166-1
■電話番号／0565-44-0033
■診療時間／ 9：00〜11：30
16：30〜18：45
■休 診 日／土曜日午後、日曜日、祝日

について何でも気 軽に相談できる、
「 かかりつけとしての病院」であり続ける
こと。例えばトヨタ記念病院などで急性期を乗り越えた入院患者さまの受け
入れは、
一般病床を設けている当院だからこそできることであり、
回復期のリハ
ビリを終えた患者さまが、
「引き続き医療施設でリハビリをしたい」という要望
に応えることも当院の 使命。今後は、医療と介護のスムーズな橋 渡しも重要
になっていきますが、それが病院内で柔軟にできるのも介護病床のある当院
の強みであると自負しております。さらに今や不 可欠
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となっている地域医療連携においては、医師同士で交
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流を持つことで 顔の見える連携 を心掛け、患者さま
が安心できる医療の提供に努めています。私たちはい
つの時代も、患者さまが求めるものに応えていくこと
で、地域の皆さまに必要とされる病院であり続けたい
と願っています。
理事長／斉藤 伸一郎

気軽に立ち寄れ、気持ち良く帰っていただけるクリニックに。

みかわとよた
クリニック

file.49

ドクターとしての自分を育ててくれた大好きなこの豊田の地に貢献したい…

豊田市

そんな思いから昨年10月に当クリニックをオープン。
「トヨタ生協メグリア本店
3階」に位置することから、誰もが気軽に立ち寄ることのできる明るい雰囲気の
クリニックづくりを目指しました。
実際、
お買い物ついでに診察やメガネ・コンタクト
レンズ等の相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
クリニックは患者さまや一般の方にとっては非日常的な場所。何かと不安を
抱えて診察や相談にいらっしゃることもあると思います。当クリニックではそんな
患者さまの緊張感をできる限り和らげるよう心掛け、リラックスして話していた
だいた中から様々な情報を得ることで、
患者さまへ適切
検 査や手 術等が必要な場合はトヨタ記 念 病院に医 療
連携をお願いしていますが、患者さまへは不安を与え過
くよう努めています。
「行って良かった、相談して良かっ
た」と患者さまに思ってもらえるようなクリニックを目
指して参ります。

地域医療機関の皆様へ

（
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ぎないよう、
しっかりと説明し、
必ず診療に行っていただ

■診療科目／眼科
■所 在 地 ／豊田市山之手8 - 92
トヨタ生協メグリア本店3階
■電話番号／0565-71-1150
■診療時間／月・水・金 10：00〜16：00
木
10：00〜14：00
10：00〜13：00
土日・祝日
14：30〜17：50
（院長の診察は月・水・木・金）
■休 診 日／火曜日

田駅
三河豊

な医療を提供したいと考えております。そのうえで精密

院長／鈴木 明子

地域医療福祉施設

当院には、クリニックとも、総合病院とも違う、当院にしかできない役割が

豊田市

斉藤病院

＜例＞
トヨタ記念病院へ入院し
老人保健施設へ転所

地域と患者さまの求めに応じていくことで、必要とされる病院へ。

斉藤病院

四郷町与茂田

かかりつけ医

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

健 診

精密検査 『胸部レントゲン検査』
人間ドックでは、胸部レントゲン検 査を実 施しています。主に肺がん・
のス ス メ
肺炎・肺結核・肺気腫・肺のう胞症・気管支炎・気胸などが分かります。精密
その 2

検査となった場合は、
呼吸器科へ受診し診察及びCT検査等を行います。

肺CT検査（ヘリカルCT）

5mm大の肺がんを発見することが可能です。
※通常CT撮影は5mmスライスですが、
所見がある場合1mmスライスで見ることが可能です

近年、
肺がんは増加傾向にあり、
がん罹患率第3位です。
（2011年

疑わしい陰影があれば精密検査となります。肺CT検査により肺

部位別罹患率）男女ともに高齢になるにつれて増加しています。

がんを早期に発見することができます。
精密検査の通知があったら、

健 診 は、病 気を早 期に見つけることが目的ですので少しでも

不安な時間を過ごすことなく、早めに精密検査を受けましょう。

当健診センターでは、
肺がん検診としてヘリカルCTを実施しています。

心エコー図学会認定専門技師

専門技師
紹
介

日本心エコー図学会が認定する技師。
現在認定されているのは日本全国で60名のみです。
心エコー検査は放射性同位元素を使用しないため被爆がなく、無侵襲（針を刺し
たりしない）
検査であるため、
患者さまに非常に優しい検査です。
この検査は、
超音波
（エコー）を利用して心臓内部の構造などを観察すると同時に、ドプラ法（救急車が
近づくときと遠ざかるときのサイレンの聞こえ方が違うというドップラー効果）を
用いて、
血流の状態や圧の変化を調べるものです。
プローブ
（患者さまの胸に当てる
装置）
の手さばきで超音波を挿入する位置や角度が変わるために、
観察される構造
物が違ってきますから、異常所見を見逃したりすることのないように、検査者には
注意深く観察する技術が必要となります。また、心臓は全身に血液を送るポンプの
働きをしているため、患者さまの疾 患や血行動態を踏まえた観 察をすることが

臨床検査科

技師長／余語 保則

要 求 されます。より正 確 で 詳 細 なデータを 臨 床 側に提 供 するために、スタッフ
全体の知識や技術の向上を目指し、研鑚していきたいと思います。

病院で新入社員研修

お知らせ

2 0 15 年 3月 、
北九州市で開催さ
れた日本心エコー
図 学 会で、希 少な
村山技師
新村技師
中西技師
循環器関連症例の
超音波画像を供覧しながら病名や病態について答える
という『ウルトラクイズ』が 行われました。当 院 臨 床
検 査科からも Team MIRAI として出場し、団体戦に
て並み居る全国の大学 病院と競い、総合優 勝という
快挙を達成しました。今後も、これに奢ることなく正確
で詳細なデータを臨床側に提供するために、研鑚して
いきたいと思います。

患者さまの権利

4月8日、当院でトヨタ自動車の業務
職 採用の新入社 員研 修が 行われまし
た。病院ボランティア「みつわ会」活動
の体験を通して、地域とのつながりを
学ぶことを目的とした研修でした。
参加者は42名でした。今回、初めて研修として受入れまし
たが、みつわ会会員にとっても、貴重な体験となりました。

2015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。

患者さまへのお願い

医長

前田 晋吾

脳神経外科

①最善の医療を平等に受ける権利があります。 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
②治療方法について必要な情報を得て、
お守りください。
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。 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診療情報の開示を求める権利があります。
④研究や教育にご理解をお願いします。

トヨタ記念病院

Smile & Heart
2015年夏号

医長

木村 元宏
呼吸器科

医長

鈴木 淳一郎
神経内科

助産師募集
応募資格
病棟（変則2交替）
勤務可能な方

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。

医長

徳山 清信
血液内科

医長

小島 泰子
小児科

お問合せ先

病院見学

トヨタ自動車(株)
メディカルサポート部 人事グループ

随時対応

担当 東（ヒガシ） TEL 0565-24-7117

※処遇等の詳細は当院ホームページをご覧ください

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

〒471-8513 愛知県豊田市平和町1-1 TEL.0565-28-0100（代） トヨタ記念病院ホームページ
http://www.toyota-mh.jp/
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
土・日以外の休診日は
※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。
7月20日（月）、8月13日（木）、
健診センター TEL.0565-24-7153
発行日／2015年7月１日 発行／トヨタ記念病院

編集／企画グループ

8月14日（金）、9月21日（月）です。

