
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、クリニック等の先生方）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＞

『脳ドック』とは
　脳の病気は、気づかないうちに進行していることがあります。一旦発病すると、

意識や言語の障害、麻痺など後遺症を残すことが少なくありません。定期的に脳を

チェックし早期発見・予防手段を講じていくことが大切です。

　当健診センターでは、MRI（磁気共鳴診断装置）・頚動脈超音波検査を中心に、関連のある諸検査（血液

検査、心電図、尿検査、眼底検査）を含めた「脳ドック」を実施しています。

脳ドック
のススメ
その1

健 診

傾聴勉強会を行いました

トヨタ記念病院
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〒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　

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

土・日以外の休診日は
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12月29日（木）、12月30日（金）です。発行日／2016年10月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

前山
キッズクリニック
豊田市

ほしの
内科クリニック
豊田市

栄養サポートチーム専門療法士

　小児科専門医ということで、小さなお子さまはもちろんのこと、子育てに不安を
抱えたお母さま方なども多くいらっしゃいます。そういった方たちが気軽に安心し
て当クリニックに足を運んでいただけるよう、医師、看護師、スタッフ一同、明るく
楽しい雰囲気づくりを心掛けています。来院される患者さまの多くが感染性疾患
や、アレルギー性疾患のお子さまが中心ですが、当クリニックでは一般診療のほ
か、予防医療にも積極的に取り組み、ワクチンで予防できる疾患は予防接種を打っ
て未然に防ぐという考えのもと、月曜日と水曜日の15時30分～17時、火曜日
の午前中すべてを予防接種外来の時間としています。また、アトピー性皮膚

炎に対するスキンケアの指導や、食物アレルギーに対
する食物経口負荷試験（食物アレルギーの診断法）など
も導入しておりますので、お気軽にご相談いただければ
と思います。
　感染症については、専門である知識とこれまでの経験
を生かし、また、低身長や夜尿症、便秘症といった特殊
疾患についても、できるだけ当クリニックで対応できるよ
う、トヨタ記念病院などと連携を密に、的確な診断と治療
を行っていきます。

file.59

■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市前山町3-9-1
 リューノスビル２階
■電話番号／0565-27-8888
■診療時間／  8：45～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

予防接種外来をはじめ、時代と地域のニーズに応える医療を提供します。

トヨタ記念病院

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

　栄養サポートチーム（NST：Nutrition Support Team）専門療法士

の役割は、基本的な医療の一つとして考えられている栄養管理に

おいて、患者さま一人ひとりの病状に応じた適切な栄養管理を行う

ことです。それぞれの患者さまの喫食状況、身体状況、栄養状態を把握し

アセスメントを行い適切な形態の食事や栄養を実施することで治療の

効果を上げていきます。

　栄養サポートチーム（NST）は管理栄養士のほかに医師、看護師、薬剤師、

臨床検査技師、言語聴覚士、歯科衛生士が参加しています。各専門スタッフと連携しそれぞれ専門の知識や技術

を持ち合い、患者さまへ最良の栄養療法を提供できるようチームでサポートしていきます。

　当クリニックでは内科診療はもちろん、胃や大腸の内視鏡検査にも注力しており
ます。開業当時は大腸内視鏡検査を行えるクリニックがまだ少なかったため、病院
の先生方の負担を軽減し、少しでも力になれるようなクリニックを目指して開業
しました。今年で開業10年になりますが、毎日約6件、年間約1,000件以上の
実績信頼を築き、多くの皆さまにお越しいただいております。また、他のクリニック
より紹介で検査に来られる方も多く、地域の診診連携の一役を担っていると自負
しております。
　お腹が痛い、お腹の調子が悪いといった症状は、誰もが経験することであり、
不安な気持ちを抱えながらも医者に診てもらうほどでは
ないと軽く考えてしまいがちです。しかし、緊急の治療や
手術を要するケースもあるため、お腹の症状で不安が
ある場合は一度受診していただければ、的確な診断と治療
を提供いたします。今後も総合病院の外来レベルを維持
し、内視鏡検査では極力お待ちいただくことがないよう、
検査件数を増やしていきたいと考えております。Pepper
くんはじめ数台のロボット共々お待ちしております。
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■診療科目／内科／消化器科
■所 在 地／豊田市十塚町
 １-４１-４
■電話番号／0565-36-0002
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～18：30
■休 診 日／水・土曜日 午後、
 第2・4・5土曜日、
 日曜日、祝日

内視鏡検査での実績と信頼のもと、地域医療連携に貢献していきます。

院長／星野 洋

栄養科
丘山　智子

院長／須賀 定雄

トヨタ記念病院

Smile&Heart 秋
2016

Smile&Heart

スタッフ
紹　 介

　日頃は、外来・入院診療、「まちの保健室」など

看護職員が様々な関わりをさせていただいており

ます。早いもので、「まちの保健室」は開始して10年

が経過しました。毎月、看護師が地域の公民館に伺い、

「熱中症予防」「脳卒中対策」など疾病予防、健康

維持・増進をテーマにした講話と、個別健康相談を

実施しており、毎回多くの方々にご参加いただいて

おります。皆さまの健康に関する疑問や相談事に対して実際の生活に

沿った負担の少ない方法を一緒に考え、ご提案しています。皆さまから、

毎日の生活に取り入れることで「体だけでなく気持ちも楽になった」と

伺う度に、お役に立てていることを実感しています。

　今後も、皆さまのご要望等に少しでも多くお応えし、優しい看護に取り

組みたいと思います。

経営スタッフからこんにちは

清水 由美子
総看護長
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
只今、ボランティア養成講座（全7回）開講中です。
興味のある方は、下記までお問い合わせください。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178　担当：清水

MR I ： 磁気の力を使って、細かな脳の構造とその異常を画像化
 します。脳出血、脳梗塞や脳腫瘍が診断できます。
MRA ： 脳の血管だけを映し出すことができます。血管の狭窄、 
 血管の奇形や脳動脈瘤などの異常を発見できます。

　超音波で、脳に血液を送る頚動脈の状態を観察する
検査です。動脈硬化が起こりやすい場所で、動脈硬化
の血管の壁の初期変化を診断することができます。
動脈硬化が進むと脳卒中のリスクが上がります。

お知らせ 看護学生募集
　8月1日傾聴勉強会を開き
ました。講師は豊田市ボラ
ンティア連絡協議会の服部
亮二先生。講義だけでなく、
ロールプレイを行うことで
楽しく傾聴を学びました。
傾聴は特別なものでなく、普段から大切にすべきだと体感でき
ました。

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院『笑顔』と『まごころ』あふれる病院

トヨタ看護専門学校
TEL：0565-24-7227 E-mail：ya-kansen@mail.toyota.co.jp

MR検査1 頚動脈超音波検査2

【推薦・社会人】 平成28年11月2日 
【一　般】 平成29年2月1日・2日入試日程
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地域の皆さま、こんにちは。

ダビンチ内覧会

　いま看護師を目指す貴方へ。看護
の未来へ向けて、本校で仲間と一緒に学び、成長しま
せんか。（平成29年に創立30周年を迎えます。）

患者さまの権利
①最善の医療を受ける権利があります。
②治療方法など自ら選択する権利があります
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。

患者さまへのお願い
①医療安全の確保についてご協力ください。
② 病院内のルール、治療上の注意事項をお守りください。
③ お気づきの点、改善すべき点などについてご意見をお寄せください。
④ 教育や臨床研究にご理解をお願いします。

　2016年8月23日～24日に外来棟１階
でダビンチ内覧会が開催されました。
600名程の方にご来場いただき大盛況
でした。ありがとうございました。



　ロボットにしかできない動きが可能となることで、

開腹手術では困難であった操作が可能になります。

さらに、最新機ダビンチXiは従来の機種よりも進化し、

アームの可動する領域が大幅に広がったことで、より

安全に、より高度な手術が可能となりました。

　ダビンチ手術は、泌尿器科や婦人科、一般消化器

外科、胸部外科などに適応することができます。現在、

ダビンチ手術が最も多く行われているのは、前立腺

摘出術ですが、開腹手術、腹腔鏡手術と遜色のない

成績が世界から報告されています。日本で保険診療が

可能なダビンチ手術は、現在、前立腺摘出術と腎癌の

部分切除術に限られています。 

　トヨタ記念病院では、これまでは開腹手術で前立腺

全摘術300例以上の経験を持っています。この経験

は、ロボット支援前立腺全摘術にも十分生かせるもの

で、「ダビンチXi」の導入によって、これまでと同じ手法

でより精密な手術が可能になると考えています。

泌尿器科科部長　久保田 恵章

　Rap i d  R e s p o n s e  S y s t em

（ラピッド レスポンス システム:RRS）とは、

入院患者さまを対象とした院内におけ

る救急対応システムです。

　入院患者さまは何らかの病気で治療を受けて

いらっしゃいますが、治療中の目的の病気とは別の急性

疾患（不整脈、肺塞栓、心不全等）を入院中に新たに発症

する可能性がゼロとは限りません。また、ある病気を治療

する過程で偶然生じた疾患（合併症）が生命を脅かす

事態に陥る可能性もあります。

　このようにして予期せぬ病気が発症したり、予想以上

に重篤な合併症を発症したりして生命の危険が生じた

場合、できる限り速やかに治療介入する必要があります。

　RRSでは、患者さまの状態が一定の基準に達した

場合には急変対応チームが要請され、治療を開始する

ことになっています。これにより、疾患が重篤化する前に

治療を行うことが可能となり、原疾患の治療の遅れや

入院期間の延長を最小限に止めることができます。

　急変対応チームはGICU（集中治療室）の看護師と

集中治療科の医師で編成されています。緊急性の高い

疾患や重症度の高い疾患の管理・対応に習熟している

メンバーが駆けつけて対応する体制を整えておくことで、

患者さまの安全かつ安心な入院生活をバックアップして

います。

集中治療科科部長　林 和敏

　熊本県から愛知県に対して熊本地震における医療

救護班の派遣要請があり、当院から医師1名、看護師2名、

薬剤師1名、事務1名の合計5名が、4月29日（金）から

５月1日（日）にかけて被災地へ支援に出動しました。

現地では余震が続く中、避難所での診察や処方、DVT

（深部静脈血栓症）予防の活動などを行いました。医療

救護班の活動は終了しましたが、これからも私たちが

震災復興に貢献できることを考え続けていきたいと

思います。

■ 医師

■ 看護師

■ 薬剤師

ＲＲＳ

News

患者の異常に気付いた！ RRSの起動 RRTの到着診療開始

Rapid Response Teamは15分以内の到着と診療開始を目指しています

熊本地震 医療救護班活動報告

最先端技術によって、従来の手術より更に正確で緻密な腹腔鏡手術が可能となり、

患者さまの体の負担も軽減するなどさまざまなメリットがあります。 

　「ダビンチ」は、アメリカで1990年代に開発された最新鋭の手術を支援するロボット

です。患者さまの体の負担が少ない手術ができることや、精密な手術ができることなど

から世界で導入が進んでいます。

　日本では、2009年にダビンチ手術が承認され、現在、日本全国約200施設（2016年

7月現在）で活用されています。

1

2

3

4

　ダビンチの大きなポイントは、患者さまの体への負担が少な

い腹腔鏡手術の精度をさらに上げ、より正確で安全な手術が

できることです。

　内視鏡の3Dカメラで

映し出された鮮明な立体

画像を拡大した視野で

見ながら手術できる。

　手術操作時に用いる

ロボットアームは、医師の手と完璧に連動し、人の手以上に

器用な動きが可能で、狭い隙間でも自由に器具を操作する

ことができる。

　手先の震えが鉗子の先に伝わらないように手ぶれを補正

する機能があり、細い血管の縫合や神経の分離など、緻密な

作業も正確にできる。

　傷口が小さいので、出血が少ない、術後の痛みが少ない、

回復が早い、機能を温存できるなどの利点がある。

ポイント

伊藤 直

院内
救急対応システム（ ）

　“がん”の三大治療法は、「手術」、「放射線治療」、そして

「抗がん剤治療（化学療法）」です。これまでのがん化学療法

は入院治療が一般的でしたが、新薬の開発や副作用対策の

進歩によって、今では外来でも安全に行えるようになりまし

た。「化学療法室」では、患者さまがご家庭や社会で通常の

生活を送りながら治療が継続できるよう、医師・看護師・薬剤師

によるチーム医療でサポートしています。

　化学療法室の医師は、主治医や看護師・薬剤師と連携を

とりながら化学療法が適切かつ安全に行えるよう支援してい

ます。化学療法室で

は毎日夕方にケース

カンファレンスを行

い、スタッフ間の情

報共有をはかること

で、治療やケアの質

向上に取り組んでいます。

　また、キャンサーボードという検討会を毎月開催しており、

担当診療科の医師だけではなく、手術、放射線診断・治療、

化学療法、病理診断などの専門的な知識や技術を有する医師

や多くの医療スタッフが参加して、治療方針の検討や意見交換、

がん治療に関する最新知見の勉強などを行っています。

化学療法科　杉野 安輝

　現在、看護師は９名在籍しており、がん化学療法看護認定

看護師を中心に、「患者さまが安心して、身体的・精神的に

リラックスして治療が受けられる環境を提供する」「安全な質

の高い化学療法を提供する」

ことを目標とし、日々患者さ

まに寄り添いながら看護を

行っています。

　具体的には、治療における

副作用のコントロールを行い、日常生

活への影響を少しでも軽減し、治療

が継続して受けられるように治療

中の観察や異常時の対応、点滴

管理を中心に、治療前面談や在宅

におけるセルフケア支援、仕事を

継続する支援をしています。

　また、入院病棟や各科外来、放射線治療部門とも密接に連携

しており、それぞれのスタッフと定期的な情報交換を行い、

患者さまがずっと不安無く、前向きにがん治療を受けられる

ようサポートしています。

第2外来看護長　宮崎 みどり

　「がんの化学療法」と聞くと

強い吐き気が続いたり、脱毛

がおこるというイメージが

強いと思います。近年、新しい

作用機序のくすりが開発され、副作用が少ない抗がん剤や

強い吐き気止めが使えるようになり、がん治療を行いながら

仕事を続けることも一般的になっております。いままで通り

の社会生活を続けられるようサポートするのも薬剤師の仕事

です。

　化学療法室には専属の薬剤師が３名常駐しており、患者

さまの疾患や病期、病歴、遺伝子の特性などを考慮し、最新の

薬物療法が提供できるよう、医師や看護師と情報交換しなが

ら治療に参画しています。抗がん剤の注射剤は特殊な調剤

設備や精密な調剤が必要であり、抗がん剤専門の薬剤師が

無菌的に調剤しています。

　くすりのことでお困りのことがあれば薬剤師にお声がけ

ください。

薬剤師　中西 敏博

化学療法室

がん化学療法看護 認定看護師　福田 仁代

ズ ー ム イ ン
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伝心

「ダビンチXiサージカルシステム」導入
手術支援ロボット最新機



　ロボットにしかできない動きが可能となることで、

開腹手術では困難であった操作が可能になります。

さらに、最新機ダビンチXiは従来の機種よりも進化し、

アームの可動する領域が大幅に広がったことで、より

安全に、より高度な手術が可能となりました。

　ダビンチ手術は、泌尿器科や婦人科、一般消化器

外科、胸部外科などに適応することができます。現在、

ダビンチ手術が最も多く行われているのは、前立腺

摘出術ですが、開腹手術、腹腔鏡手術と遜色のない

成績が世界から報告されています。日本で保険診療が

可能なダビンチ手術は、現在、前立腺摘出術と腎癌の

部分切除術に限られています。 

　トヨタ記念病院では、これまでは開腹手術で前立腺

全摘術300例以上の経験を持っています。この経験

は、ロボット支援前立腺全摘術にも十分生かせるもの

で、「ダビンチXi」の導入によって、これまでと同じ手法

でより精密な手術が可能になると考えています。

泌尿器科科部長　久保田 恵章

　Rap i d  R e s p o n s e  S y s t em

（ラピッド レスポンス システム:RRS）とは、

入院患者さまを対象とした院内におけ

る救急対応システムです。

　入院患者さまは何らかの病気で治療を受けて

いらっしゃいますが、治療中の目的の病気とは別の急性

疾患（不整脈、肺塞栓、心不全等）を入院中に新たに発症

する可能性がゼロとは限りません。また、ある病気を治療

する過程で偶然生じた疾患（合併症）が生命を脅かす

事態に陥る可能性もあります。

　このようにして予期せぬ病気が発症したり、予想以上

に重篤な合併症を発症したりして生命の危険が生じた

場合、できる限り速やかに治療介入する必要があります。

　RRSでは、患者さまの状態が一定の基準に達した

場合には急変対応チームが要請され、治療を開始する

ことになっています。これにより、疾患が重篤化する前に

治療を行うことが可能となり、原疾患の治療の遅れや

入院期間の延長を最小限に止めることができます。

　急変対応チームはGICU（集中治療室）の看護師と

集中治療科の医師で編成されています。緊急性の高い

疾患や重症度の高い疾患の管理・対応に習熟している

メンバーが駆けつけて対応する体制を整えておくことで、

患者さまの安全かつ安心な入院生活をバックアップして

います。

集中治療科科部長　林 和敏

　熊本県から愛知県に対して熊本地震における医療

救護班の派遣要請があり、当院から医師1名、看護師2名、

薬剤師1名、事務1名の合計5名が、4月29日（金）から

５月1日（日）にかけて被災地へ支援に出動しました。

現地では余震が続く中、避難所での診察や処方、DVT

（深部静脈血栓症）予防の活動などを行いました。医療

救護班の活動は終了しましたが、これからも私たちが

震災復興に貢献できることを考え続けていきたいと

思います。

■ 医師

■ 看護師

■ 薬剤師

ＲＲＳ

News

患者の異常に気付いた！ RRSの起動 RRTの到着診療開始

Rapid Response Teamは15分以内の到着と診療開始を目指しています

熊本地震 医療救護班活動報告

最先端技術によって、従来の手術より更に正確で緻密な腹腔鏡手術が可能となり、

患者さまの体の負担も軽減するなどさまざまなメリットがあります。 

　「ダビンチ」は、アメリカで1990年代に開発された最新鋭の手術を支援するロボット

です。患者さまの体の負担が少ない手術ができることや、精密な手術ができることなど

から世界で導入が進んでいます。

　日本では、2009年にダビンチ手術が承認され、現在、日本全国約200施設（2016年

7月現在）で活用されています。
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　ダビンチの大きなポイントは、患者さまの体への負担が少な

い腹腔鏡手術の精度をさらに上げ、より正確で安全な手術が

できることです。

　内視鏡の3Dカメラで

映し出された鮮明な立体

画像を拡大した視野で

見ながら手術できる。

　手術操作時に用いる

ロボットアームは、医師の手と完璧に連動し、人の手以上に

器用な動きが可能で、狭い隙間でも自由に器具を操作する

ことができる。

　手先の震えが鉗子の先に伝わらないように手ぶれを補正

する機能があり、細い血管の縫合や神経の分離など、緻密な

作業も正確にできる。

　傷口が小さいので、出血が少ない、術後の痛みが少ない、

回復が早い、機能を温存できるなどの利点がある。

ポイント

伊藤 直

院内
救急対応システム（ ）

　“がん”の三大治療法は、「手術」、「放射線治療」、そして

「抗がん剤治療（化学療法）」です。これまでのがん化学療法

は入院治療が一般的でしたが、新薬の開発や副作用対策の

進歩によって、今では外来でも安全に行えるようになりまし

た。「化学療法室」では、患者さまがご家庭や社会で通常の

生活を送りながら治療が継続できるよう、医師・看護師・薬剤師

によるチーム医療でサポートしています。

　化学療法室の医師は、主治医や看護師・薬剤師と連携を

とりながら化学療法が適切かつ安全に行えるよう支援してい

ます。化学療法室で

は毎日夕方にケース

カンファレンスを行

い、スタッフ間の情

報共有をはかること

で、治療やケアの質

向上に取り組んでいます。

　また、キャンサーボードという検討会を毎月開催しており、

担当診療科の医師だけではなく、手術、放射線診断・治療、

化学療法、病理診断などの専門的な知識や技術を有する医師

や多くの医療スタッフが参加して、治療方針の検討や意見交換、

がん治療に関する最新知見の勉強などを行っています。

化学療法科　杉野 安輝

　現在、看護師は９名在籍しており、がん化学療法看護認定

看護師を中心に、「患者さまが安心して、身体的・精神的に

リラックスして治療が受けられる環境を提供する」「安全な質

の高い化学療法を提供する」

ことを目標とし、日々患者さ

まに寄り添いながら看護を

行っています。

　具体的には、治療における

副作用のコントロールを行い、日常生

活への影響を少しでも軽減し、治療

が継続して受けられるように治療

中の観察や異常時の対応、点滴

管理を中心に、治療前面談や在宅

におけるセルフケア支援、仕事を

継続する支援をしています。

　また、入院病棟や各科外来、放射線治療部門とも密接に連携

しており、それぞれのスタッフと定期的な情報交換を行い、

患者さまがずっと不安無く、前向きにがん治療を受けられる

ようサポートしています。

第2外来看護長　宮崎 みどり

　「がんの化学療法」と聞くと

強い吐き気が続いたり、脱毛

がおこるというイメージが

強いと思います。近年、新しい

作用機序のくすりが開発され、副作用が少ない抗がん剤や

強い吐き気止めが使えるようになり、がん治療を行いながら

仕事を続けることも一般的になっております。いままで通り

の社会生活を続けられるようサポートするのも薬剤師の仕事

です。

　化学療法室には専属の薬剤師が３名常駐しており、患者

さまの疾患や病期、病歴、遺伝子の特性などを考慮し、最新の

薬物療法が提供できるよう、医師や看護師と情報交換しなが

ら治療に参画しています。抗がん剤の注射剤は特殊な調剤

設備や精密な調剤が必要であり、抗がん剤専門の薬剤師が

無菌的に調剤しています。

　くすりのことでお困りのことがあれば薬剤師にお声がけ

ください。

薬剤師　中西 敏博

化学療法室

がん化学療法看護 認定看護師　福田 仁代

ズ ー ム イ ン
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「ダビンチXiサージカルシステム」導入
手術支援ロボット最新機



　ロボットにしかできない動きが可能となることで、

開腹手術では困難であった操作が可能になります。

さらに、最新機ダビンチXiは従来の機種よりも進化し、

アームの可動する領域が大幅に広がったことで、より

安全に、より高度な手術が可能となりました。

　ダビンチ手術は、泌尿器科や婦人科、一般消化器

外科、胸部外科などに適応することができます。現在、

ダビンチ手術が最も多く行われているのは、前立腺

摘出術ですが、開腹手術、腹腔鏡手術と遜色のない

成績が世界から報告されています。日本で保険診療が

可能なダビンチ手術は、現在、前立腺摘出術と腎癌の

部分切除術に限られています。 

　トヨタ記念病院では、これまでは開腹手術で前立腺

全摘術300例以上の経験を持っています。この経験

は、ロボット支援前立腺全摘術にも十分生かせるもの

で、「ダビンチXi」の導入によって、これまでと同じ手法

でより精密な手術が可能になると考えています。

泌尿器科科部長　久保田 恵章

　Rap i d  R e s p o n s e  S y s t em

（ラピッド レスポンス システム:RRS）とは、

入院患者さまを対象とした院内におけ

る救急対応システムです。

　入院患者さまは何らかの病気で治療を受けて

いらっしゃいますが、治療中の目的の病気とは別の急性

疾患（不整脈、肺塞栓、心不全等）を入院中に新たに発症

する可能性がゼロとは限りません。また、ある病気を治療

する過程で偶然生じた疾患（合併症）が生命を脅かす

事態に陥る可能性もあります。

　このようにして予期せぬ病気が発症したり、予想以上

に重篤な合併症を発症したりして生命の危険が生じた

場合、できる限り速やかに治療介入する必要があります。

　RRSでは、患者さまの状態が一定の基準に達した

場合には急変対応チームが要請され、治療を開始する

ことになっています。これにより、疾患が重篤化する前に

治療を行うことが可能となり、原疾患の治療の遅れや

入院期間の延長を最小限に止めることができます。

　急変対応チームはGICU（集中治療室）の看護師と

集中治療科の医師で編成されています。緊急性の高い

疾患や重症度の高い疾患の管理・対応に習熟している

メンバーが駆けつけて対応する体制を整えておくことで、

患者さまの安全かつ安心な入院生活をバックアップして

います。

集中治療科科部長　林 和敏

　熊本県から愛知県に対して熊本地震における医療

救護班の派遣要請があり、当院から医師1名、看護師2名、

薬剤師1名、事務1名の合計5名が、4月29日（金）から

５月1日（日）にかけて被災地へ支援に出動しました。

現地では余震が続く中、避難所での診察や処方、DVT

（深部静脈血栓症）予防の活動などを行いました。医療

救護班の活動は終了しましたが、これからも私たちが

震災復興に貢献できることを考え続けていきたいと

思います。

■ 医師

■ 看護師

■ 薬剤師

ＲＲＳ

News

患者の異常に気付いた！ RRSの起動 RRTの到着診療開始

Rapid Response Teamは15分以内の到着と診療開始を目指しています

熊本地震 医療救護班活動報告

最先端技術によって、従来の手術より更に正確で緻密な腹腔鏡手術が可能となり、

患者さまの体の負担も軽減するなどさまざまなメリットがあります。 

　「ダビンチ」は、アメリカで1990年代に開発された最新鋭の手術を支援するロボット

です。患者さまの体の負担が少ない手術ができることや、精密な手術ができることなど

から世界で導入が進んでいます。

　日本では、2009年にダビンチ手術が承認され、現在、日本全国約200施設（2016年

7月現在）で活用されています。
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　ダビンチの大きなポイントは、患者さまの体への負担が少な

い腹腔鏡手術の精度をさらに上げ、より正確で安全な手術が

できることです。

　内視鏡の3Dカメラで

映し出された鮮明な立体

画像を拡大した視野で

見ながら手術できる。

　手術操作時に用いる

ロボットアームは、医師の手と完璧に連動し、人の手以上に

器用な動きが可能で、狭い隙間でも自由に器具を操作する

ことができる。

　手先の震えが鉗子の先に伝わらないように手ぶれを補正

する機能があり、細い血管の縫合や神経の分離など、緻密な

作業も正確にできる。

　傷口が小さいので、出血が少ない、術後の痛みが少ない、

回復が早い、機能を温存できるなどの利点がある。

ポイント

伊藤 直

院内
救急対応システム（ ）

　“がん”の三大治療法は、「手術」、「放射線治療」、そして

「抗がん剤治療（化学療法）」です。これまでのがん化学療法

は入院治療が一般的でしたが、新薬の開発や副作用対策の

進歩によって、今では外来でも安全に行えるようになりまし

た。「化学療法室」では、患者さまがご家庭や社会で通常の

生活を送りながら治療が継続できるよう、医師・看護師・薬剤師

によるチーム医療でサポートしています。

　化学療法室の医師は、主治医や看護師・薬剤師と連携を

とりながら化学療法が適切かつ安全に行えるよう支援してい

ます。化学療法室で

は毎日夕方にケース

カンファレンスを行

い、スタッフ間の情

報共有をはかること

で、治療やケアの質

向上に取り組んでいます。

　また、キャンサーボードという検討会を毎月開催しており、

担当診療科の医師だけではなく、手術、放射線診断・治療、

化学療法、病理診断などの専門的な知識や技術を有する医師

や多くの医療スタッフが参加して、治療方針の検討や意見交換、

がん治療に関する最新知見の勉強などを行っています。

化学療法科　杉野 安輝

　現在、看護師は９名在籍しており、がん化学療法看護認定

看護師を中心に、「患者さまが安心して、身体的・精神的に

リラックスして治療が受けられる環境を提供する」「安全な質

の高い化学療法を提供する」

ことを目標とし、日々患者さ

まに寄り添いながら看護を

行っています。

　具体的には、治療における

副作用のコントロールを行い、日常生

活への影響を少しでも軽減し、治療

が継続して受けられるように治療

中の観察や異常時の対応、点滴

管理を中心に、治療前面談や在宅

におけるセルフケア支援、仕事を

継続する支援をしています。

　また、入院病棟や各科外来、放射線治療部門とも密接に連携

しており、それぞれのスタッフと定期的な情報交換を行い、

患者さまがずっと不安無く、前向きにがん治療を受けられる

ようサポートしています。

第2外来看護長　宮崎 みどり

　「がんの化学療法」と聞くと

強い吐き気が続いたり、脱毛

がおこるというイメージが

強いと思います。近年、新しい

作用機序のくすりが開発され、副作用が少ない抗がん剤や

強い吐き気止めが使えるようになり、がん治療を行いながら

仕事を続けることも一般的になっております。いままで通り

の社会生活を続けられるようサポートするのも薬剤師の仕事

です。

　化学療法室には専属の薬剤師が３名常駐しており、患者

さまの疾患や病期、病歴、遺伝子の特性などを考慮し、最新の

薬物療法が提供できるよう、医師や看護師と情報交換しなが

ら治療に参画しています。抗がん剤の注射剤は特殊な調剤

設備や精密な調剤が必要であり、抗がん剤専門の薬剤師が

無菌的に調剤しています。

　くすりのことでお困りのことがあれば薬剤師にお声がけ

ください。

薬剤師　中西 敏博

化学療法室

がん化学療法看護 認定看護師　福田 仁代

ズ ー ム イ ン
ZOOMNEWS

医心
伝心

「ダビンチXiサージカルシステム」導入
手術支援ロボット最新機



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、クリニック等の先生方）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＞

『脳ドック』とは
　脳の病気は、気づかないうちに進行していることがあります。一旦発病すると、

意識や言語の障害、麻痺など後遺症を残すことが少なくありません。定期的に脳を

チェックし早期発見・予防手段を講じていくことが大切です。

　当健診センターでは、MRI（磁気共鳴診断装置）・頚動脈超音波検査を中心に、関連のある諸検査（血液

検査、心電図、尿検査、眼底検査）を含めた「脳ドック」を実施しています。

脳ドック
のススメ
その1

健 診

傾聴勉強会を行いました

トヨタ記念病院

2016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　

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

土・日以外の休診日は
10月10日（月）、11月23日（水）、
12月29日（木）、12月30日（金）です。発行日／2016年10月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

前山
キッズクリニック
豊田市

ほしの
内科クリニック
豊田市

栄養サポートチーム専門療法士

　小児科専門医ということで、小さなお子さまはもちろんのこと、子育てに不安を
抱えたお母さま方なども多くいらっしゃいます。そういった方たちが気軽に安心し
て当クリニックに足を運んでいただけるよう、医師、看護師、スタッフ一同、明るく
楽しい雰囲気づくりを心掛けています。来院される患者さまの多くが感染性疾患
や、アレルギー性疾患のお子さまが中心ですが、当クリニックでは一般診療のほ
か、予防医療にも積極的に取り組み、ワクチンで予防できる疾患は予防接種を打っ
て未然に防ぐという考えのもと、月曜日と水曜日の15時30分～17時、火曜日
の午前中すべてを予防接種外来の時間としています。また、アトピー性皮膚

炎に対するスキンケアの指導や、食物アレルギーに対
する食物経口負荷試験（食物アレルギーの診断法）など
も導入しておりますので、お気軽にご相談いただければ
と思います。
　感染症については、専門である知識とこれまでの経験
を生かし、また、低身長や夜尿症、便秘症といった特殊
疾患についても、できるだけ当クリニックで対応できるよ
う、トヨタ記念病院などと連携を密に、的確な診断と治療
を行っていきます。
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■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市前山町3-9-1
 リューノスビル２階
■電話番号／0565-27-8888
■診療時間／  8：45～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

予防接種外来をはじめ、時代と地域のニーズに応える医療を提供します。

トヨタ記念病院

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

　栄養サポートチーム（NST：Nutrition Support Team）専門療法士

の役割は、基本的な医療の一つとして考えられている栄養管理に

おいて、患者さま一人ひとりの病状に応じた適切な栄養管理を行う

ことです。それぞれの患者さまの喫食状況、身体状況、栄養状態を把握し

アセスメントを行い適切な形態の食事や栄養を実施することで治療の

効果を上げていきます。

　栄養サポートチーム（NST）は管理栄養士のほかに医師、看護師、薬剤師、

臨床検査技師、言語聴覚士、歯科衛生士が参加しています。各専門スタッフと連携しそれぞれ専門の知識や技術

を持ち合い、患者さまへ最良の栄養療法を提供できるようチームでサポートしていきます。

　当クリニックでは内科診療はもちろん、胃や大腸の内視鏡検査にも注力しており
ます。開業当時は大腸内視鏡検査を行えるクリニックがまだ少なかったため、病院
の先生方の負担を軽減し、少しでも力になれるようなクリニックを目指して開業
しました。今年で開業10年になりますが、毎日約6件、年間約1,000件以上の
実績信頼を築き、多くの皆さまにお越しいただいております。また、他のクリニック
より紹介で検査に来られる方も多く、地域の診診連携の一役を担っていると自負
しております。
　お腹が痛い、お腹の調子が悪いといった症状は、誰もが経験することであり、
不安な気持ちを抱えながらも医者に診てもらうほどでは
ないと軽く考えてしまいがちです。しかし、緊急の治療や
手術を要するケースもあるため、お腹の症状で不安が
ある場合は一度受診していただければ、的確な診断と治療
を提供いたします。今後も総合病院の外来レベルを維持
し、内視鏡検査では極力お待ちいただくことがないよう、
検査件数を増やしていきたいと考えております。Pepper
くんはじめ数台のロボット共々お待ちしております。
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■診療科目／内科／消化器科
■所 在 地／豊田市十塚町
 １-４１-４
■電話番号／0565-36-0002
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～18：30
■休 診 日／水・土曜日 午後、
 第2・4・5土曜日、
 日曜日、祝日

内視鏡検査での実績と信頼のもと、地域医療連携に貢献していきます。

院長／星野 洋

栄養科
丘山　智子

院長／須賀 定雄

トヨタ記念病院

Smile&Heart 秋
2016

Smile&Heart

スタッフ
紹　 介

　日頃は、外来・入院診療、「まちの保健室」など

看護職員が様々な関わりをさせていただいており

ます。早いもので、「まちの保健室」は開始して10年

が経過しました。毎月、看護師が地域の公民館に伺い、

「熱中症予防」「脳卒中対策」など疾病予防、健康

維持・増進をテーマにした講話と、個別健康相談を

実施しており、毎回多くの方々にご参加いただいて

おります。皆さまの健康に関する疑問や相談事に対して実際の生活に

沿った負担の少ない方法を一緒に考え、ご提案しています。皆さまから、

毎日の生活に取り入れることで「体だけでなく気持ちも楽になった」と

伺う度に、お役に立てていることを実感しています。

　今後も、皆さまのご要望等に少しでも多くお応えし、優しい看護に取り

組みたいと思います。

経営スタッフからこんにちは

清水 由美子
総看護長
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お知らせ

薬剤科のスタッフ
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
只今、ボランティア養成講座（全7回）開講中です。
興味のある方は、下記までお問い合わせください。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178　担当：清水

MR I ： 磁気の力を使って、細かな脳の構造とその異常を画像化
 します。脳出血、脳梗塞や脳腫瘍が診断できます。
MRA ： 脳の血管だけを映し出すことができます。血管の狭窄、 
 血管の奇形や脳動脈瘤などの異常を発見できます。

　超音波で、脳に血液を送る頚動脈の状態を観察する
検査です。動脈硬化が起こりやすい場所で、動脈硬化
の血管の壁の初期変化を診断することができます。
動脈硬化が進むと脳卒中のリスクが上がります。

お知らせ 看護学生募集
　8月1日傾聴勉強会を開き
ました。講師は豊田市ボラ
ンティア連絡協議会の服部
亮二先生。講義だけでなく、
ロールプレイを行うことで
楽しく傾聴を学びました。
傾聴は特別なものでなく、普段から大切にすべきだと体感でき
ました。

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院『笑顔』と『まごころ』あふれる病院

トヨタ看護専門学校
TEL：0565-24-7227 E-mail：ya-kansen@mail.toyota.co.jp

MR検査1 頚動脈超音波検査2

【推薦・社会人】 平成28年11月2日 
【一　般】 平成29年2月1日・2日入試日程
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地域の皆さま、こんにちは。

ダビンチ内覧会

　いま看護師を目指す貴方へ。看護
の未来へ向けて、本校で仲間と一緒に学び、成長しま
せんか。（平成29年に創立30周年を迎えます。）

患者さまの権利
①最善の医療を受ける権利があります。
②治療方法など自ら選択する権利があります
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。

患者さまへのお願い
①医療安全の確保についてご協力ください。
② 病院内のルール、治療上の注意事項をお守りください。
③ お気づきの点、改善すべき点などについてご意見をお寄せください。
④ 教育や臨床研究にご理解をお願いします。

　2016年8月23日～24日に外来棟１階
でダビンチ内覧会が開催されました。
600名程の方にご来場いただき大盛況
でした。ありがとうございました。



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、クリニック等の先生方）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＞

『脳ドック』とは
　脳の病気は、気づかないうちに進行していることがあります。一旦発病すると、

意識や言語の障害、麻痺など後遺症を残すことが少なくありません。定期的に脳を

チェックし早期発見・予防手段を講じていくことが大切です。

　当健診センターでは、MRI（磁気共鳴診断装置）・頚動脈超音波検査を中心に、関連のある諸検査（血液

検査、心電図、尿検査、眼底検査）を含めた「脳ドック」を実施しています。

脳ドック
のススメ
その1

健 診

傾聴勉強会を行いました

トヨタ記念病院

2016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　

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

土・日以外の休診日は
10月10日（月）、11月23日（水）、
12月29日（木）、12月30日（金）です。発行日／2016年10月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ

地域医療機関の皆様へ

前山
キッズクリニック
豊田市

ほしの
内科クリニック
豊田市

栄養サポートチーム専門療法士

　小児科専門医ということで、小さなお子さまはもちろんのこと、子育てに不安を
抱えたお母さま方なども多くいらっしゃいます。そういった方たちが気軽に安心し
て当クリニックに足を運んでいただけるよう、医師、看護師、スタッフ一同、明るく
楽しい雰囲気づくりを心掛けています。来院される患者さまの多くが感染性疾患
や、アレルギー性疾患のお子さまが中心ですが、当クリニックでは一般診療のほ
か、予防医療にも積極的に取り組み、ワクチンで予防できる疾患は予防接種を打っ
て未然に防ぐという考えのもと、月曜日と水曜日の15時30分～17時、火曜日
の午前中すべてを予防接種外来の時間としています。また、アトピー性皮膚

炎に対するスキンケアの指導や、食物アレルギーに対
する食物経口負荷試験（食物アレルギーの診断法）など
も導入しておりますので、お気軽にご相談いただければ
と思います。
　感染症については、専門である知識とこれまでの経験
を生かし、また、低身長や夜尿症、便秘症といった特殊
疾患についても、できるだけ当クリニックで対応できるよ
う、トヨタ記念病院などと連携を密に、的確な診断と治療
を行っていきます。

file.59

■診療科目／小児科
■所 在 地／豊田市前山町3-9-1
 リューノスビル２階
■電話番号／0565-27-8888
■診療時間／  8：45～12：00
　　　　　　17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、木曜日、
 日曜日、祝日

予防接種外来をはじめ、時代と地域のニーズに応える医療を提供します。

トヨタ記念病院

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

　栄養サポートチーム（NST：Nutrition Support Team）専門療法士

の役割は、基本的な医療の一つとして考えられている栄養管理に

おいて、患者さま一人ひとりの病状に応じた適切な栄養管理を行う

ことです。それぞれの患者さまの喫食状況、身体状況、栄養状態を把握し

アセスメントを行い適切な形態の食事や栄養を実施することで治療の

効果を上げていきます。

　栄養サポートチーム（NST）は管理栄養士のほかに医師、看護師、薬剤師、

臨床検査技師、言語聴覚士、歯科衛生士が参加しています。各専門スタッフと連携しそれぞれ専門の知識や技術

を持ち合い、患者さまへ最良の栄養療法を提供できるようチームでサポートしていきます。

　当クリニックでは内科診療はもちろん、胃や大腸の内視鏡検査にも注力しており
ます。開業当時は大腸内視鏡検査を行えるクリニックがまだ少なかったため、病院
の先生方の負担を軽減し、少しでも力になれるようなクリニックを目指して開業
しました。今年で開業10年になりますが、毎日約6件、年間約1,000件以上の
実績信頼を築き、多くの皆さまにお越しいただいております。また、他のクリニック
より紹介で検査に来られる方も多く、地域の診診連携の一役を担っていると自負
しております。
　お腹が痛い、お腹の調子が悪いといった症状は、誰もが経験することであり、
不安な気持ちを抱えながらも医者に診てもらうほどでは
ないと軽く考えてしまいがちです。しかし、緊急の治療や
手術を要するケースもあるため、お腹の症状で不安が
ある場合は一度受診していただければ、的確な診断と治療
を提供いたします。今後も総合病院の外来レベルを維持
し、内視鏡検査では極力お待ちいただくことがないよう、
検査件数を増やしていきたいと考えております。Pepper
くんはじめ数台のロボット共々お待ちしております。

file.58

■診療科目／内科／消化器科
■所 在 地／豊田市十塚町
 １-４１-４
■電話番号／0565-36-0002
■診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　　16：00～18：30
■休 診 日／水・土曜日 午後、
 第2・4・5土曜日、
 日曜日、祝日

内視鏡検査での実績と信頼のもと、地域医療連携に貢献していきます。

院長／星野 洋

栄養科
丘山　智子

院長／須賀 定雄

トヨタ記念病院

Smile&Heart 秋
2016

Smile&Heart

スタッフ
紹　 介

　日頃は、外来・入院診療、「まちの保健室」など

看護職員が様々な関わりをさせていただいており

ます。早いもので、「まちの保健室」は開始して10年

が経過しました。毎月、看護師が地域の公民館に伺い、

「熱中症予防」「脳卒中対策」など疾病予防、健康

維持・増進をテーマにした講話と、個別健康相談を

実施しており、毎回多くの方々にご参加いただいて

おります。皆さまの健康に関する疑問や相談事に対して実際の生活に

沿った負担の少ない方法を一緒に考え、ご提案しています。皆さまから、

毎日の生活に取り入れることで「体だけでなく気持ちも楽になった」と

伺う度に、お役に立てていることを実感しています。

　今後も、皆さまのご要望等に少しでも多くお応えし、優しい看護に取り

組みたいと思います。

経営スタッフからこんにちは

清水 由美子
総看護長
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ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
只今、ボランティア養成講座（全7回）開講中です。
興味のある方は、下記までお問い合わせください。
TEL:0565-24-7169  FAX:0565-24-7178　担当：清水

MR I ： 磁気の力を使って、細かな脳の構造とその異常を画像化
 します。脳出血、脳梗塞や脳腫瘍が診断できます。
MRA ： 脳の血管だけを映し出すことができます。血管の狭窄、 
 血管の奇形や脳動脈瘤などの異常を発見できます。

　超音波で、脳に血液を送る頚動脈の状態を観察する
検査です。動脈硬化が起こりやすい場所で、動脈硬化
の血管の壁の初期変化を診断することができます。
動脈硬化が進むと脳卒中のリスクが上がります。

お知らせ 看護学生募集
　8月1日傾聴勉強会を開き
ました。講師は豊田市ボラ
ンティア連絡協議会の服部
亮二先生。講義だけでなく、
ロールプレイを行うことで
楽しく傾聴を学びました。
傾聴は特別なものでなく、普段から大切にすべきだと体感でき
ました。

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院『笑顔』と『まごころ』あふれる病院

トヨタ看護専門学校
TEL：0565-24-7227 E-mail：ya-kansen@mail.toyota.co.jp

MR検査1 頚動脈超音波検査2

【推薦・社会人】 平成28年11月2日 
【一　般】 平成29年2月1日・2日入試日程
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地域の皆さま、こんにちは。

ダビンチ内覧会

　いま看護師を目指す貴方へ。看護
の未来へ向けて、本校で仲間と一緒に学び、成長しま
せんか。（平成29年に創立30周年を迎えます。）

患者さまの権利
①最善の医療を受ける権利があります。
②治療方法など自ら選択する権利があります
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。

患者さまへのお願い
①医療安全の確保についてご協力ください。
② 病院内のルール、治療上の注意事項をお守りください。
③ お気づきの点、改善すべき点などについてご意見をお寄せください。
④ 教育や臨床研究にご理解をお願いします。

　2016年8月23日～24日に外来棟１階
でダビンチ内覧会が開催されました。
600名程の方にご来場いただき大盛況
でした。ありがとうございました。




