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新年あけましておめでとうございます。

ズーム院
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いては、医療の質の向上のため最新の医療機器を導入し、新たな診療を開始した

GICUオープン
東病棟6階・西病棟6階

昨年は集中豪雨等の天災の恐ろしさを再確認した年でありました。当院にお
年でした。9月に高度放射線治療機器サイバーナイフ、
１１月にリハビリロボット、
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そして１２月にGICU（集中治療室）を新設しました。また「皆さまの声」に基づいて、

Liaison【りえぞん】
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し続けます。現在も一部の診察エリアで新しい方式のアンケートを試行しており

精密検査のススメ

P.6

知っておきたい病気の話
不健口は要介護への第一歩
地域医療連携
乳腺検診／

スタッフ紹介／
みつわ会／
お知らせ

南駐車場を一部整備しました。今後もより広くアンテナを張り、確実にカイゼン
ますので、ご協力をお願いいたします。
本年の干支は申（猿）です。
「見猿聞か猿言わ猿」では
なく、
「見て、聞いて、言いあって」皆さまの心配や不安が
さる ような良いチーム医療の実現を目指していきま
す。
『もっともっと良い病院』に向けて、地域の皆さまに信
頼されるよう、全職員一丸となって努力してまいりますの
で、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

トヨタ記念病院

病院長

岩瀬

三紀

NEWS

医心 GICUオープン
伝心

2015年12月よりGICUを開設いたしました。
既存の

救命病棟内の集中治療室に加え４床の集中治療室を
増設し大手術後など重症の患者さまをより安全にケア
させていただけるようになりました。救急の患者さま
以外にも幅広く重症な患者さまをみさせていただくた
めに、全般的な(General)集中治療室(ICU: Intensive

Care Unit)と言うことでGICUと名付けました。

■ どんな患者さんがGICUに入るの？
大手術後や重篤な疾患のために生命が危機的状態にあ
る患者さまです。今までは救命病棟内のICUで主に外傷
や重篤な救急搬送患者さまなどERからの重症患者さま
や心臓外科手術後の患者さまをみさせていただいていま
したがGICUではすべての重症患者さまが対象となります。
大手術とは心臓外科手術、脳外科手術、長時間手術、出血
量が多い手術などです。また術前から基礎疾患や合併症
などで体の予備能力が低い患者さまも対象となります。

GICUで行う特殊治療例
●人工呼吸（含

非侵襲的人工呼吸）
：自発呼吸

だけでは十分に酸素が取り込めない患者さま
の呼吸をサポートします。
●人工心肺、大動脈内バルーンパンピング：機能
が低下した心臓のサポートをします。
●脳低温療法：心肺停止蘇生後の低酸素脳症な
どによる脳のダメージを最小限にするため低
体温にする治療です。
●急性血液浄化療法（含

血漿交換、エンドトキ

シン吸着）
：急性腎不全に対して腎臓の代わり
として行うものの他、
有害物質を除去したり血
漿成分を補充したり多様のものがあります。

■ GICUでは何をするの？
さまざまな原疾患がありますが重症化し危機的状態に
なると心肺機能をはじめ色々な臓器が機能不全を起こし
ます。GICUでは人工呼吸器をはじめとしたさまざまな医
療機器や薬剤の持続投与などで機能不全に陥った臓器の
サポートをしつつ原疾 患の治療
にあたります。また 重 症 患 者さ
まは血 圧や心拍数などのバイタ
ルサインが変動しやすいため24
時間それらをモニターし、日本集
中治療医学会認定の集中治療専
門医や認定看護師などの専従ス
タッフが主 治医と協力し一刻も
早い回復を目指します。

集中治療科科部長

林 和敏

ZOOM
ズームイ ン

東病棟6階
東病棟６階は腎膠原病内科・内分泌科・統合診療科病棟
です。
腎不全や糖尿病などの慢性疾患を抱えた患者さまの生
活をより良いものにするために援助・指導・教育を行って

を生かしつつ、医 療 上の 安 全を考えながら毎日ケアを

います。慢性疾患患者さまは、病気のために今までの生活

行っています。そして退院に際しては患者さまやご家族

を大きく変えなくてはならず、それは容易なことではあり

の意向を受け入れ、より良い方法を医師やリハビリ技師、

ません。患者さまご自身の意思やご家族の協力が不可欠

栄養士、メディカルソーシャルワーカー、担当ケアマネー

です。私たちは患者さまやご家族の気持ちを踏まえながら、

ジャーと共に提案しております。

生活を整えていけるよう一緒に考えていきます。
また、高齢患者さまに対しては突然の入院や治療による
生活環境の変化から認知機能が変化し運動能力が低下す

患者さまやご家族が、退院後その人らしく過ごしてい
けるよう多職種と協力しながら専門的知識技術を駆使し
てより良い医療が提供できるよう心掛けていきます。

る恐れが少なからずあります。高齢患者さまの今ある機能

看護長

織田 佐知子

西病棟6階
を継続させ、患者さまが安心して、治療や療養できるよう
にお手伝いさせていただいております。
そのために、患者さまおよびご家族の状況やご希望を
取り入れながら、医療社会福祉相談室や地域連携室、
リハ
ビリテーション部門、薬剤部門と連携を密に図り、進めて
西病棟６階は整形外科の病棟で、
患者さまの年齢層は10代

います。

の若者からご高齢者まで幅広く、おもに骨折の治療のために

整形外科疾患は治療上、ベッド上で安静を必要とする

手術などを受ける患者さま、
リハビリテーションを行い身体

患者さまが多いことから、入院生活を安心して送れるよう

機能回復をめざす患者さまが入院されます。

援助しております。
また退院に向けての心配や不安を取り

特にご高齢者に多い「大腿骨頚部骨折」
においては、地域の

除くことができるよう、
これからも医療スタッフ一丸となって

医療施設と連携を図るために
「地域連携パス」
を用い、急性期

安心、安全な医療に取り組んでいきたいと考えています。

病院から回復期病院に、その後の治療やリハビリテーション

看護長

中根 恵美

不健口は要介護への第一歩

知っておきたい

病気の話

口まわりの不調について

（オーラル・フレイル）

はじめに
今後人口増加が見込まれる後期高齢者（75歳以上）
の多くの場合、健常な状態から虚弱を意味するフレイル
（Frailty、以下フレイル）という中間的な段階を経て、

第１段階

歯の喪失
口まわりの健康への関心低下
● 活動量の低下
● 社会生活の広がり
（３D
（出かける・出会う・できる）
）
の低下
●
●

徐々に要介護状態に陥ると考えられています。フレイル

第２段階 オーラル・フレイル

とは、高齢期に生理的予備能力が低下してストレスに対

●

する脆弱性が亢進し、生活機能障害、要介護状態、死亡

滑舌低下
食べこぼし、むせ
● 咬めない食物が増える⇒食欲低下、
食品の偏り

などの転帰に陥りやすい状態で、筋力の低下により動作

第３段階

の俊敏性が失われて転倒しやすくなる身体的問題のみ

●

●

ならず、認知機能障害やうつなどの精神・心理的問題、独

咬む力の低下
舌の動きの低下
● 食事量の低下⇒筋力
・筋肉量低下・低栄養・代謝の低下

居や経済的困窮などの社会的問題を含む概念です。

第4段階

●

飲み込み障害
咬む機能の不全⇒虚弱、運動・栄養障害
● 要介護
●
●

Aging
（加齢）

予備能力

疾患・ストレス

❷ オーラル・フレイルへの気づきと健口教養

No Frailty
（健康）

Frailty
（虚弱）

Disability
（身体機能障害）

要支援・要介護の
危険が高い状態

要支援・
要介護状態

死

健康寿命
生物学的寿命
出典：長寿医療研究センター病院レター 第49号
虚弱（フレイル）の評価を診療の中に

❶ 軽微な口の弱り（オーラル・フレイル）
はフレイルの上流に位置する
百寿が夢物語でなくなり、
「 死ぬまで元気」
「ＰＰＫ
（ピ
ンピンコロリ）」を誰もが目指す健康長寿を見据えた時、

正しい食養生には、食物連鎖を基本とした身体的側
面、食べる喜びや大地のスピリットを享受する心理的側
面と霊的側面、一家団欒・和気藹々で家庭の場のエネル
ギーを高め、自然治癒力を導き出す社会的側面がありま
すが、高齢者では特に社会的側面を考慮した取り組みに
より、オーラル・フレイル（不健口）への興味や関心が高
まり、歯科受診も増え、機能がより長く維持できます。ま
た、不健口の初期段階では、
「 硬い物が食べにくい」
「液
体でむせる」
「 口が渇く」
といった兆候が出やすいため、
普段から食べる力を意識することも大切です。

ちょっとした滑舌の悪さや食べこぼし、むせるといった口

健口を維持するためには、
「 背筋を伸ばして上唇と下

まわりの不調（不健口）は、全身の健康を脅かす危険因

唇を合わせ、舌を口蓋（上の前歯の裏側）につけて左右

子となります。

の口角を同じ高さにする」お口の姿勢を心がけ、口角を

千葉県柏市内に住む65歳以上の高齢者1,900人余
を対 象とした東 京 大 学 高 齢 社 会 総 合 研 究 機 構（ 飯 島
勝矢老年医学准教授らのグループ）の３年にわたる追跡
調査では、
「歯の本数」や「食べこぼし、むせ」
「咬む力」

動かさずに近距離で話せることをひとつのバロメーター
にしましょう。

❸ 歯科で治せる病気はたくさんある

「食事量」など多くの項目が、全身の筋肉量や筋力低下、

歯を喪失しても咬める義歯を入れてもらえば、
歩き美人

運動機能低下などと強く関連することが判明しました。

や姿勢美人になれる、陽気になる、咀嚼できる、美味しく

そこで前出の飯島准教授らは、加齢とともに想定される

食べられるなどの効用がありますから、要介護状態にな

高齢者の虚弱の進み方を４段階のフローチャートで表現

らないためにも、定期歯科受診などを通して常に
「健口」

し、上流に位置する第２段階を筋力や運動機能低下の前

を心がけましょう。

段階に当たるオーラル・フレイルと位置付けました。

歯科口腔外科科部長

牧野 真也

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
＜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

後方連携
トヨタ記念病院

＜例＞
トヨタ記念病院へ入院し
老人保健施設へ転所

＜より専門的な治療・検査の実施＞

しのだ
内科クリニック

file.52

かかりつけ医

豊田市

地域医療福祉施設

皆さまに親しまれ、信頼される「かかりつけ医」を目指して
当クリニックは昨年9月8日に当地に開院しました。高齢化社会を迎える中、
地域の皆さまとともに健康長寿を考え、生活習慣病や慢性疾患の早期介入、悪性

■診療科目／内科／消化器内科
■所 在 地 ／豊田市大林町
10丁目23-3
■電話番号／0565-27-7700
■診療時間／ 9：00〜12：00
15：30〜19：00
■休 診 日／土曜日午後、
水曜日、日曜日、祝日

疾患の早期発見・早期治療に努めていきたいと思います。専門とする消化器分野
では、総合病院と同等の高機能内視鏡装置を導入し経鼻・経口の胃カメラ、大腸
拡大内視鏡検査、腹部エコーなど、病院と同等の検査を受けていただくことがで
きます。また、総合病院での治療が必要な患者さまには、地域医療連携を通じて、
専門医へと橋渡しをさせていただきます。長く病院で勤務した経験から、安心・
安全の医療体制を守るためには、かかりつけ医と専門医の役割分担が大変重要
であると痛感しています。病院と診療所が互いに協力
し、地域全体で医療を支えていく必要があり、そこに当

しのだ内科クリニック

クリニックも貢献していきたいと考えております。必要な

488

時に安心してかかっていただけるのが「かかりつけ医」で

12

大林町
8丁目

す。当クリニックでは丁寧な対応、快適な空間づくりを心
掛け、皆さまの健康に対しての不安、疑問を取り除いて

76

豊田永覚郵便局

いけるよう、
スタッフ一同で努めてまいります。

一人ひとりの患者さまに誠心誠意の対応で安心な医療を

院長／篠田 昌孝

いとう
耳鼻咽喉科

file.53

開院以来、お子様からお年寄りまで、多くの地域の方々が当院へお越しいただ

豊田市

いております。特に当院のある浄水エリアは新しい住宅地であることから、若い世
代のご家族が多く、小さいお子さまが比較的多いことが特徴です。安心して受診・
相談していただけるよう、明るく安らげる空間、雰囲気づくりをスタッフ一同心掛
け、地域の方々に信頼してもらえる医院にしていきたいと思います。
そのためには、患者さまに対して、
どんな場合でも誠心誠意で診療する、そして
その思いを継続していくことが私の最も大切な使命と考えています。患者さまの
思いをしっかりと受け止め、その上で、
どのように治療していくのが一番いいのか
を考え、丁寧でわかりやすい説明を行い、不安な気持ち
を取り除くことにより、今後の治療の道筋を患者さまも
しっかり理解してお帰りいただける形を理想としていま
す。その中で病診連携においても、患者さまのために何
ができるか、患者さまにとって何が一番いいのかを考え、
病院にお任せする所はお任せして、その後のケアはこち
らで引き継ぐなど、病院と密に連携をとって、地域医療に
院長／伊藤 彰英

貢献していきたいと思います。

地域医療機関の皆様へ

■診療科目／耳鼻咽喉科／
アレルギー科
■所 在 地 ／豊田市浄水町
南平54-1
■電話番号／0565-46-8733
■診療時間／ 9：00〜12：00
15：30〜18：30
■休 診 日／土曜日午後、
木曜日、日曜日、祝日

浄水町
伊保原南

155

浄水町中
三戸口

浄水駅北

浄水町
伊保原北

名鉄
豊田
線

浄水町原山
浄水町原山東

浄水
駅

いとう耳鼻咽喉科

浄水駅南

浄水小

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 『乳腺検診』
人間ドックで行う乳腺検診（マンモグラフィーや超音波検査）は、乳がんや良性
のス ス メ

腫瘍などを調べる検査です。精密検査になった場合、外来では医師の指示に

その 4

より
『マンモグラフィー』、
『 超音波検査』や他の検査を組み合わせて診断します。

視触診

左記検査を
行った上で、
必要時

しこりの有無を確かめます。

細 胞 診/ 組 織 診
乳房に針を刺し、
細胞を取って

細胞診/組織診

画像診断

がん細胞がないか調べます。

を行います。

●マンモグラフィー
乳がんは女性のがん罹患率第１位です。
（２０１１年部位別罹患率）。

異常部位を拡大して撮影する場合もあります。

乳がんの発生は30歳代から増加をはじめ40歳代後半から50歳代

●超音波検査

前半でピークを迎える若い方に多いがんです。精密検査の案内が

しこりの有無や良性か悪性かを判断するのに有用です。

緩和薬物療法認定薬剤師

スタッフ
紹

介

届いたら、乳腺外科または外科に受診しましょう。

緩和医療とは、痛み・呼吸困難・嘔気などの「からだのつらさ」
や、不安・気分の落ち込みなどの「こころのつらさ」を緩和して、
その人らしい療養生活を支援する医療です。がんと診断され
た時から、治療とともに苦痛を緩和する医療も始まります。
痛みやつらさは人それぞれ千差万別ですが、今ではそれら
に対応できる多種多様な薬剤があります。当院には2名の緩和
薬物療法認定薬剤師がおり、医療用麻薬をはじめ各種薬剤を
安全かつ安心して使っていただけるように、患者さまへの説明

薬剤科主任

や薬剤選択・用量調節などに携わっています。痛みやつらさは、

遠山 幸男

患者さま本人しかわかりません。症状や気持ちをできる限り時間をかけて聞かせていただき、臨床データや
他職種からの情報も踏まえて患者さまそれぞれに最適な薬物療法が提供できるように心がけています。

10/9病院ボランティア養成講座では、
車イスの操作方法を学びました

お知らせ

南駐車場につきまして、
「広く、入りやすく」

ボランティア「みつわ会」では、外来棟を中心に、車イスの介助を行っています。
手助けが必要な方は、赤いエプロンのボランティアまで声をかけて下さい。

■ ボランティア養成講座（今年度は残り２回です）

される皆さまにとり
まして利 用しや す

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。

くなりますよう改善
していく所存です。

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。

Smile & Heart
2016年冬号

車幅の拡張工事を実施いたしました。工事期間
今後ともご利用

問合せ 担当：城（しろ） TEL：0565-24-7169
FAX：0565-24-7178

トヨタ記念病院

とご要望を多くいただき、入口および一部の駐
中はご迷惑をおかけいたしました。

日 時 1月15日（金）、2月18日（木）午前10時〜12時

患者さまの権利

南駐車場の改修工事
終了のお知らせ

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。

〒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
※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。
土・日以外の休診日は
1月1日
（金）、3月21日
（月）
です。
健診センター TEL.0565-24-7153
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