
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。
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　みつわ会では、9月から来年3月まで毎月ボランティア

養成講座を開講しています。

　「退職後に何かやりたかった」「優しい人になりたい」

「人脈を広げたい」など様々なきっかけで毎年受講してい

ただいています。10月以降でも参加可能です。病院ボラン

ティアにご興味のある方は是非下記までご連絡ください。

ボランティア養成講座が開講中です

2017年7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。

■ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
＜お問い合わせ＞TEL：0565-24-7169 FAX：0565-24-7178 担当：清水

トヨタ記念病院
石木 良治
副院長

I NDEX

01 医心伝心「病院祭開催のお知らせ」
02 ZOOM院  
03 病気のはなし
04 クスリの豆知識 /
 ヘルシークッキング
05 まちの保健室
06 Liaison 【リエゾン】 地域医療連携
07 スタッフ紹介 / みつわ会 / 
　 ニューフェイス / お知らせ

　8月1日より副院長に就任しました。2001年にトヨタ記念病院へ着任
し、16年になります。その間、主に救急を含めた内科診療に携わってきま
した。当院は救命救急センターを有する第三次救急施設であり、24時間
365日体制で重症症例を受け入れ、高度急性期医療を実践しており
ます。今後も地域の皆さまにより良い医療が提供できるよう、カイゼンを
かさねながら頑張っていきたいと思います。
　また今回、医療安全も担当します。医療は近年
ますます高度で専門的、複雑なものになってき
ています。以前にも増して、安全に医療を行う
ための仕組み作りが大切になってきています。
『安全は医療の入り口』を合言葉に、職員一同
一丸となって安心できる医療を提供していき
ます。

経営スタッフからこんにちは

科部長
酒井 忠博
整形外科

医 長
二木 良太
整形外科

メグリア売店
　メグリア病院売店は、昨年8月にご利用者

さまの声を反映し、改装オープンいたしました。

改装に当たっては、弁当･惣菜類やスイーツ類

の品揃えを増やすとともに陳列場所の集約化

でご利用し易いレイアウトに変更させていただ

きました。また、楽しみや変化のある売り場として、季節に合わせたイベントや人気スイーツ等を展開

しております。10月は、大好評の九州物産展や東北6県物産展を行う予定です。さらに、10月25日

には大人気の養老軒の生どら焼の販売も予定しております。是非、ご利用ください。

　これからもご利用者さまの視点に立った接客、よりよい商品の品揃え･提案を行って参ります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

スタッフ
紹 介

メグリア売店
加　藤 店長

お知らせ
　今年度も心肺蘇生講習会【BLS・AED講習会】を開催いたします。

この機会にご一緒に学習してみませんか？皆さまの参加をお待ちしております。

第42回 BLS・AED講習会のご案内

平成29年12月2日（土）
午前の部： 9:00～12:30（受付 8:40～）
午後の部：13:30～17:00（受付13:10～）

トヨタ記念病院　１階　講堂

●院内での申込み（総合受付・外来棟受付）
●ホームページからの申込み

バザーを行います
　11月4日（土）に「病院

30周年祭」が開催され

ます。みつわ会ではバザーや活動紹介

を予定しています。皆さまに楽しんでい

ただけるよう準備中です。ぜひ足をお運

びください。

無料
参
加
費
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開催日時

場　　所

申込方法

（BLS：一次救命処置　AED：自動体外式除細動器）

土

秋
2 0 1 7

皆さまの笑顔に支えられ、
おかげさまで開院30周年を迎えました。
これからも「笑顔」と「まごごろ」あふれる病院を
目指してがんばって参ります。

スマイル（笑顔）を交わして。ハート（心）を通わせて。 私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。

病院長
岩瀬 三紀
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院内見学ツアーや福祉車両の展示も行っております。他にも

救命救急病棟

　私達の勤務する救命救急病棟は、突然の事故や病気により生死

をさまよう状態で運ばれてくる患者さまが多くみえます。突然の

出来事に不安と混乱の表情を隠せないご家族を前に、「絶対元の

場所に帰す！」と言う熱い思いをもち医療に取り組んでいます。

　緊急を要する時だからこそ冷静な判断が必要となり、突然の変化

にも落ち着いて対応できるよう日々訓練を行っています。

　また、患者さまの命を救うだけでなく、入院時から退院後の生活

を見据え、医師や看護師のみならず多職種でチームを組み、話し

合いを重ねています。

　時には、患者さまやご家族にも参加していただき、納得のいく

医療の選択ができるようお手伝いをさせていただいています。

　患者さま一人ひとりに向き合う中で厳しい状況に立ち会うことも

ありますが、回復されて、「助けてくれてありがとう」と声をかけて

いただくと、私たちも感動と笑顔をもらうと共にこの仕事を誇ら

しく思います。

院

詳しくはホームページを
ご覧ください。
http://www.toyota-mh.jp/

看護長　前 千登世

中央手術室

　中央手術室は、年間約4,000件の手術に対応しています。部屋

数は8部屋、外科系のすべての科に対応し、昼夜問わず、緊急手術

にも迅速に対応しています。私たち手術室看護師の役割は、患者

さまに安全な手術を提供すること、患者さまの麻酔や手術で影響を

受けた体の回復を支援すること、手術を受ける患者さまへの情報

提供と不安軽減への支援です。

　また、外科医師、麻酔医、臨床工学技士等、様々な職種で協力して

手術が短時間で円滑に終わるように調整することも手術室看護師

の役割です。近年、鏡視下手術(体に小さい孔を開け、細いカメラを

使用した手術)が多くなっています。鏡視下手術は、患者さまにとって

メリットの多い手術ではありますが、対応の難しい手術でもあり

ます。手術中の合併症がおきないように観察をし、いろいろな医療

用品を用いて看護を提供しています。

　また、手術を受けられる患者さまやご家族さまの不安に対して耳

を傾けるようにしています。全身麻酔を受けられる患者さまに対

して手術前と手術後にお部屋にお伺いをして説明をさせていただ

いています。ご要望があれば、意識下の麻酔で手術を受けられる

患者さまも伺いますので、看護師にお伝えください。

看護長　田野辺 和美
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NEWS

医心
伝心

2017年11月4（土）10:00～15:00

開催日時

市民公開講座市民公開講座

健康相談健康相談

バザーバザー 屋台村屋台村

キッズエリアキッズエリア

展示・体験コーナー展示・体験コーナー

開 院

周 年
30

健康・介護相談 等

焼きそば

ダビンチ展示
（体験）

鏡視下
シミュレーター体験

ウォーターベッド型
マッサージ器体験

子供の医療お仕事体験
（手術体験 等） 豚汁 

ベビーカステラ 等

病院
ボランティア
みつわ会

血管年齢・
肺年齢測定

骨密度

美肌年齢

助産師相談室

循環器疾患

バルーン遊具

医師・看護師
なりきり撮影会

綿菓子づくり

おもちゃすくい

輪投げ

がん疾患

整形疾患

認知症サポーター
養成講座

病院フェス

ダンス発表

大道芸 等

トヨタ記念病院 

病 院 祭

※スケジュールはやむを得ず変更になる場合があります。

皆さまのご来場を
お待ちしております。

開
催

スポーツ教室スポーツ教室

屋外ステージ屋外ステージ

※主に小学生対象
　ホームページにて事前受付

( )

( )

ラグビー教室
トヨタ自動車ラグビー部
ヴェルブリッツOB

トヨタ自動車女子バスケットボール部
アンテロープスOG

バスケット教室

サッカー教室
(名古屋グランパス スクールコーチ)
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「こども」の「くすり」

　こどもはからだの機能が未熟のため、大人の薬では副作用が強

く出ることがあります。大人の薬を代用するのはやめましょう。体重

により薬の量が変わるため、診察時に体重を確認しています。

　小さなお子さまは1回で飲みきれる量（目安:スプーン1-2杯程

度）に調製し、服薬補助ゼリーを使用するなど発達段階に合わせた

飲ませやすい方法で投与しましょう。他、以下の方法もあります。

　

　飲みやすくするためにジュースやアイスなどに混ぜることを

お勧めすることもありますが、薬によっては相性の悪いものもあり

ます。ミルクに薬を混ぜると味が変わりミルク嫌いになることが

あります。通常、薬をミルクに混ぜるのは避けた方がよいとされて

います。

　坐薬は1回半分（1/2個）などで使うことが

あります。包装の上から清潔なカッターナイフ

などで斜めにカットして、上のとがった部分を

使用します。残りは使用せず破棄しましょう。

　小さなこどもに薬を飲んでもらうことはなかなか大変です。今回はよくある質問について紹介します。
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クスリの
豆知識

突然の発熱！大人の薬を半分にして飲ませても良い？ 何かに混ぜても良い？

坐薬を切って使うときはどうする？

どうやって飲ませたら良い？

薬剤科 DI室

薬の飲ませ方や味の工夫についてのパンフレットを中央棟１階のお薬
渡し窓口にてご用意しています。ご希望の方はお声掛けください。

粉薬に数滴の水やぬるま湯
を加えてペースト状に練る

粉薬を少量の水やぬるま湯
で溶かす

指で頬の内側や上あごに塗り、すぐに
水やぬるま湯を飲ませ薬を流し込む

●哺乳瓶の乳首に入れて吸飲させる
●スポイトで口のわきから頬の内側に
　少しずつたらす
●スプーンで口の奥の方にさっと流し込む

準備のしかた 飲ませ方

　芸術の秋、読書の秋、運動の秋…でもやっぱり食欲の
秋！美味しい食べ物が多くなる秋、ついつい食べすぎて

しまうことも？そこで、今回は、お腹を満たすヘルシー料理を紹介します！

きのこたっぷり
ペペロンチーノ

材料（1人分）

作り方

献　立

栄養量

スパゲティは1人分当たり1リットル以上の熱湯と塩で茹でる
※茹で汁は後で少量使うので残しておく（茹で時間は商品記載を参考にしてください）

きのこは、それぞれ食べやすい大きさに切る
にんにくは、半分に切って芽をとり薄くスライスしておく
鷹の爪は、輪切りでスライスしておく（スライスした既製品でもOK）
フライパンにオリーブオイル、ニンニク、鷹の爪を入れ、中～強火で炒める　
にんにくが少し茶色くなってきたら、各種きのこを入れて、一緒に炒める
きのこに火が通ったら、スパゲティのゆで汁（お玉1杯程度）を加える
　 へ、茹であがったスパゲティを入れ、弱火にして塩と胡椒で味を調える
器に盛り付け、パセリをかければ完成

1

2

3

34

5

ヘルシー
Cooking

ヘルシー
クッキング

エネルギー:503kcal／たんぱく質:14.7g／脂質:20.6g／
炭水化物:69.9g／塩分:0.8g

■乾燥スパゲティ 80g
■塩 約10g（水の量の1%分）
■しめじ 100g（約1/2袋）
■舞茸 50g（約1/3袋）

■えりんぎ 1本
■オリーブオイル 適量
■にんにく 2片（適量）
■鷹の爪 1本（適量）
■塩・胡椒・パセリ 少々

GIとは、食後血糖値の上昇度を示す指標のこ
とです。食物繊維が多く、エネルギー密度が少
ない食品のことを低GI食品とされており、
WHOからも「過体重、肥満、2型糖尿病の発
症リスクを、低GI食品が低減させる可能性が
ある」というレポートが出されています。
スパゲティ（特に、ペペロンチーノ）は、麺類の
中でも低GIの代表とされています。具材にき
のこを加えることで、食物繊維による満腹感の
増幅、また、にんにくや鷹の爪、胡椒を中心に
味付けすることで、塩分も抑えることができます。

豆 知 識

グリセミック・インデックス
（Glycemic Index；GI）ってご存知ですか？

最新の泌尿器科
ロボット手術

　腎臓は左右の腰の部分にある握りこぶしの大きさの

おしっこをつくる臓器です。

　この腎臓に腫瘍（腎がん、腎細胞がん）ができることが

あります。腎がんに対しては抗がん剤治療や放射線治療

は効果が低いと考えられており、初期の腎がん（転移

がない）の標準治療は手術による

摘除です。これまでは片方の腎臓

を摘出する手術が一般的でしたが、

最近は腎臓の機能をより温存する

ために、腎臓の腫瘍に正常組織を

少しつけて摘除する腎部分切除の

件数が増えています。

　部分的に切除する場合は、腎臓に血液を送っている

動脈を一時的に遮断して手術を行います。血流の遮断

時間が長くなると腎臓の機能が低下しますので、短時間

で腫瘍を切除・正常部分を縫合し血流を再開させる必要

があります。

　これまでの開腹手術では、腫瘍を比較的短時間で切除・

縫合することができましたが、お腹のキズは大きなもの

となり、手術後の痛みの改善や全身状態の回復に時間

がかかりました。

　おなかのキズを小さくし、穴から器具を出し入れして

手術を行う腹腔鏡手術では、回復は早いのですが、切除

や縫合などの操作が難しく、短時間に正確な切除・縫合

することが難しい状態でした。

　ここで登場したのがロボット手術です。ロボットアーム

を使用することにより、より正確により素早く、より低侵襲

で手術が可能となりました。

　トヨタ記念病院では最新の手術ロボット“ダビンチXi

サージカルシステム”を2016年より導入しています。

ダビンチXiは従来のロボットよりもロボットアームが

細く、自由度が高く、腎臓の部分切除を行うのにより適し

たロボットシステムです。

　また腎腫瘍を探知する最新のエコーや、術前の画像

より血管や腫瘍を3次元構成

し、バーチャルリアリティにて

手術をナビゲートする機能

（ヴィンセント）、蛍光剤で腫瘍

血流を同定する機能（ファイ

アーフライ機能）を完備し、

世界最先端の治療を提供して

います。

　ダビンチXiを使用し、豊田

地区で最先端のがん診療を

実践していきたいと思います。

病気 の話

泌尿器科科部長　久保田 恵章

ヴィンセント左腎画像

知っておきたい

管理栄養士　保古 則子

ファイアーフライ画像

こちらを使用する

捨てる

　今年もたくさんの中高生に、医療の現

場を体験していただきました。この体験

が将来の職業選択の参考になればうれ

しく思います。当院ではこれからも地域

の皆さまのお役に立てるように取り組ん

で参ります。

中学生職場体験・
高校生職場訪問を
受け入れています。



「こども」の「くすり」

　こどもはからだの機能が未熟のため、大人の薬では副作用が強

く出ることがあります。大人の薬を代用するのはやめましょう。体重

により薬の量が変わるため、診察時に体重を確認しています。

　小さなお子さまは1回で飲みきれる量（目安:スプーン1-2杯程

度）に調製し、服薬補助ゼリーを使用するなど発達段階に合わせた

飲ませやすい方法で投与しましょう。他、以下の方法もあります。

　

　飲みやすくするためにジュースやアイスなどに混ぜることを

お勧めすることもありますが、薬によっては相性の悪いものもあり

ます。ミルクに薬を混ぜると味が変わりミルク嫌いになることが

あります。通常、薬をミルクに混ぜるのは避けた方がよいとされて

います。

　坐薬は1回半分（1/2個）などで使うことが

あります。包装の上から清潔なカッターナイフ

などで斜めにカットして、上のとがった部分を

使用します。残りは使用せず破棄しましょう。

　小さなこどもに薬を飲んでもらうことはなかなか大変です。今回はよくある質問について紹介します。
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クスリの
豆知識

突然の発熱！大人の薬を半分にして飲ませても良い？ 何かに混ぜても良い？

坐薬を切って使うときはどうする？

どうやって飲ませたら良い？

薬剤科 DI室

薬の飲ませ方や味の工夫についてのパンフレットを中央棟１階のお薬
渡し窓口にてご用意しています。ご希望の方はお声掛けください。

粉薬に数滴の水やぬるま湯
を加えてペースト状に練る

粉薬を少量の水やぬるま湯
で溶かす

指で頬の内側や上あごに塗り、すぐに
水やぬるま湯を飲ませ薬を流し込む

●哺乳瓶の乳首に入れて吸飲させる
●スポイトで口のわきから頬の内側に
　少しずつたらす
●スプーンで口の奥の方にさっと流し込む

準備のしかた 飲ませ方

　芸術の秋、読書の秋、運動の秋…でもやっぱり食欲の
秋！美味しい食べ物が多くなる秋、ついつい食べすぎて

しまうことも？そこで、今回は、お腹を満たすヘルシー料理を紹介します！

きのこたっぷり
ペペロンチーノ

材料（1人分）

作り方

献　立

栄養量

スパゲティは1人分当たり1リットル以上の熱湯と塩で茹でる
※茹で汁は後で少量使うので残しておく（茹で時間は商品記載を参考にしてください）

きのこは、それぞれ食べやすい大きさに切る
にんにくは、半分に切って芽をとり薄くスライスしておく
鷹の爪は、輪切りでスライスしておく（スライスした既製品でもOK）
フライパンにオリーブオイル、ニンニク、鷹の爪を入れ、中～強火で炒める　
にんにくが少し茶色くなってきたら、各種きのこを入れて、一緒に炒める
きのこに火が通ったら、スパゲティのゆで汁（お玉1杯程度）を加える
　 へ、茹であがったスパゲティを入れ、弱火にして塩と胡椒で味を調える
器に盛り付け、パセリをかければ完成

1

2

3

34
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ヘルシー
Cooking

ヘルシー
クッキング

エネルギー:503kcal／たんぱく質:14.7g／脂質:20.6g／
炭水化物:69.9g／塩分:0.8g

■乾燥スパゲティ 80g
■塩 約10g（水の量の1%分）
■しめじ 100g（約1/2袋）
■舞茸 50g（約1/3袋）

■えりんぎ 1本
■オリーブオイル 適量
■にんにく 2片（適量）
■鷹の爪 1本（適量）
■塩・胡椒・パセリ 少々

GIとは、食後血糖値の上昇度を示す指標のこ
とです。食物繊維が多く、エネルギー密度が少
ない食品のことを低GI食品とされており、
WHOからも「過体重、肥満、2型糖尿病の発
症リスクを、低GI食品が低減させる可能性が
ある」というレポートが出されています。
スパゲティ（特に、ペペロンチーノ）は、麺類の
中でも低GIの代表とされています。具材にき
のこを加えることで、食物繊維による満腹感の
増幅、また、にんにくや鷹の爪、胡椒を中心に
味付けすることで、塩分も抑えることができます。

豆 知 識

グリセミック・インデックス
（Glycemic Index；GI）ってご存知ですか？

最新の泌尿器科
ロボット手術

　腎臓は左右の腰の部分にある握りこぶしの大きさの

おしっこをつくる臓器です。

　この腎臓に腫瘍（腎がん、腎細胞がん）ができることが

あります。腎がんに対しては抗がん剤治療や放射線治療

は効果が低いと考えられており、初期の腎がん（転移

がない）の標準治療は手術による

摘除です。これまでは片方の腎臓

を摘出する手術が一般的でしたが、

最近は腎臓の機能をより温存する

ために、腎臓の腫瘍に正常組織を

少しつけて摘除する腎部分切除の

件数が増えています。

　部分的に切除する場合は、腎臓に血液を送っている

動脈を一時的に遮断して手術を行います。血流の遮断

時間が長くなると腎臓の機能が低下しますので、短時間

で腫瘍を切除・正常部分を縫合し血流を再開させる必要

があります。

　これまでの開腹手術では、腫瘍を比較的短時間で切除・

縫合することができましたが、お腹のキズは大きなもの

となり、手術後の痛みの改善や全身状態の回復に時間

がかかりました。

　おなかのキズを小さくし、穴から器具を出し入れして

手術を行う腹腔鏡手術では、回復は早いのですが、切除

や縫合などの操作が難しく、短時間に正確な切除・縫合

することが難しい状態でした。

　ここで登場したのがロボット手術です。ロボットアーム

を使用することにより、より正確により素早く、より低侵襲

で手術が可能となりました。

　トヨタ記念病院では最新の手術ロボット“ダビンチXi

サージカルシステム”を2016年より導入しています。

ダビンチXiは従来のロボットよりもロボットアームが

細く、自由度が高く、腎臓の部分切除を行うのにより適し

たロボットシステムです。

　また腎腫瘍を探知する最新のエコーや、術前の画像

より血管や腫瘍を3次元構成

し、バーチャルリアリティにて

手術をナビゲートする機能

（ヴィンセント）、蛍光剤で腫瘍

血流を同定する機能（ファイ

アーフライ機能）を完備し、

世界最先端の治療を提供して

います。

　ダビンチXiを使用し、豊田

地区で最先端のがん診療を

実践していきたいと思います。

病気 の話

泌尿器科科部長　久保田 恵章

ヴィンセント左腎画像

知っておきたい

管理栄養士　保古 則子

ファイアーフライ画像

こちらを使用する

捨てる

　今年もたくさんの中高生に、医療の現

場を体験していただきました。この体験

が将来の職業選択の参考になればうれ

しく思います。当院ではこれからも地域

の皆さまのお役に立てるように取り組ん

で参ります。

中学生職場体験・
高校生職場訪問を
受け入れています。
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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。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091地域医療機関の皆さまへ

青山医院

■診療科目／内科
■所 在 地／豊田市若林西町後口79
■電話番号／0565-52-3703

■診療時間／ 9：00～12：00
 17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 木曜日、日曜日、祝日

院長／青山 滋

　私の家は代々医師を務め、私で5代目になります。祖父の時代にこの地に
医院を構えて以来、この地域の家庭医として、長年、地域の皆さまに携わって
参りました。そのため「子供の頃、先生のお祖父さんに診てもらったこともある
よ」と、先々代や先代の時代から通ってきてくださる方もたくさんおられます。
私自身もこの地で育ってきたこともあり、同級生や知り合いなど、古くからの
患者さまも多く、おじいちゃん・おばあちゃん世代からお孫さん世代と３世代に
わたって診させていただくこともしばしば。これからも私が愛する地域の皆さまが、
健康で過ごせるよう、往診のご要望にもできる限りお応えするなど、安心の医療
を提供していきたいと考えています。そのためには、医師一人の力では限界が
あります。これまでにも日本人の死因ベスト４と呼ばれる、がん、心疾患、肺炎、
脳血管障害等、迅速かつ適切な医療連携で対応していますが、今後はますます、

トヨタ記念病院などの基幹病院や他のクリニックと
の密接な医療連携が不可欠な時代になってくると思
います。地域の皆さまにも医療連携の必要性、安全
性をしっかりとお伝えして参りますので、内科以外の
事でも構いません、まずは当院に気軽にご相談くだ
さい。また、患者さまと病気以外の事もお話しできる
ような、そんな医院を目指していきたいと思います。

これまでもこれからも、地域の家庭医として、
地域の皆さまの健康を守り続けます。

院長／保志条 博

　2000年10月に開院して以来、当院では、内科・泌尿器科・小児科の患者
さま中心に対応しながら、生活習慣病の予防やがんの早期発見のための
スクリーニングとして、腹部や乳腺、頚部などのエコーを年間360例以上
行っています。開院当初は地域の方とのご縁が全くなかったため、地域の方を
対象とした健康セミナーを行うなど、住民の方々と交流を図って参りました。
　診察では、患者さまがご自身の病気についてきちんと理解されるよう
な説明に努め、患者さま自らが望むゴールに向けて、そのお手伝いに必要
と判断したお薬のみお出しするよう心がけています。説明に時間をかけて
丁寧に行うことを心がけているため診察までに待ち時間が発生してしまう
こともありますが、ご容赦いただけますと幸いです。
　トヨタ記念病院とは密に連携し、脳梗塞や心筋梗塞、がんの疑いで精密
検査が必要な場合など、当院での診断が難しい
患者さまを対応していただき大変助かってい
ます。
　私自身はもちろん、看護師や事務員も含めて
どんなときでも気持ちよく対応し、患者さまに
「診てもらって良かった」と思っていただける
診療に今後も努めて参ります。

患者さまに喜んでいただけるよう、
スタッフ一丸となって日々努めています。

f i le.
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連携医
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豊
田
市
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【 骨粗しょう症により折れやすい部位 】

【 骨密度を低下させない食事療法 】

【 骨を強くする運動 】

骨粗しょう症の原因

開業医の皆さま、患者さま、当院を結ぶ
コミュニケーションスペースです。

控えめにしたい食品、
避けたい嗜好品など

■診療科目／内科、小児科、泌尿器科
■所 在 地／豊田市和会町稲葉３９-２
■電話番号／0565-21-３３33

■診療時間／ 9：00～12：00
 16：30～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 水曜日※、日曜日、祝日

(※水曜日は健康診断、エコー検査、処置などのみ行っています。)

保志条クリニック連携医
紹介コーナー

豊
田
市

保志条
クリニック

三
河
上
郷
駅

永
覚
駅

和会町
上屋敷

愛
知
環
状
鉄
道
伊勢湾

岸自動
車道

東名高速道路
239

76

上郷町1丁目

豊田市南
消防署

まちの　保健室 　当院では、地域の皆さまの健康増進や健康を見直すきっかけづくりとして、毎月看護師が地域の公民館

などで健康をテーマにした講演や健康相談を受け付けています。今回はその一例をご紹介します。

第
3
回

骨粗しょう症とその予防

　骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗しょう症」といいます。骨粗しょう症により骨がもろくなると、つまずいて
手や肘をついた、くしゃみをした、などのわずかな衝撃で骨折してしまうことがあります。骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がない
ことが多く、定期的に骨密度検査を受けるなど、日ごろから細やかなチェックが必要です。

参加者

2 7 名

1

2

加齢とともに増加する骨粗しょう症
閉経後の女性ホルモン低下
極端なダイエットや運動不足などの生活習慣
病気や薬が原因となる骨粗しょう症

1
2
3
4

特定の病気や、服用している薬が原因となって
発症する骨粗しょう症もあります。

　カルシウム、ビタミンD、ビタミンKなど、骨の形成に役立つ栄養素を積極的に摂りましょう。 

カルシウムとビタミンDを同時に摂ることで、腸管でのカルシウム吸収率がよくなります。

　骨は、負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質があります。
散歩を日課にしたり、階段の上り下りを取り入れるなど、日常生活のなかでできるだけ運動量を増やしましょう。

カルシウム

牛乳・乳製品、
小魚、干しエビ、
小松菜、チンゲン菜
大豆製品 など

ビタミンD

サケ、ウナギ、
サンマ、メカジキ、
イサキ、カレイ、
シイタケ、キクラゲ、

卵 など

ビタミンK

納豆、ホウレン草、
小松菜、ニラ、
ブロッコリー、
サニーレタス、
キャベツ など

スナック菓子、
インスタント食品の頻繁な摂取

アルコールの多飲
カフェインを多く含むコーヒーの多飲

タバコ

開眼片脚立ち
（ダイナミック・フラミンゴ体操）

ふくらはぎとアキレス腱の
ストレッチ 背筋を伸ばすストレッチ

フラミンゴのように片脚で立ちます。不安
な方は壁やテーブルにつかまりましょう。
体重を片脚に乗せることで、両脚立ちの倍
の負荷を与えることができ骨を強くする効
果があります。バランス感覚が鍛えられる
ので転倒予防にもなります。

＜立った姿勢で＞
壁から20～30cm離れて立ち、壁に沿って
両手をできるだけ上の方にのばします。
＜イスに座って＞
頭のうしろで手を組み、両肘をできるだけ
うしろのほうに引き、胸を開きます。

前に出した脚の膝を曲げて体重をかけ
ていき、後ろの方の脚のふくらはぎを
伸ばします。
後ろの脚の膝を曲げ、アキレス腱を伸
ばします。片脚30～40秒ずつを左右交
互に行いましょう。

（脊椎椎体） （上腕骨近位部）

（橈骨遠位端）（大腿骨近位部）

背 中

脚の付け根

腕の付け根

手 首

とうこつ

名鉄
三河
線

青山医院

若林西
小学校

高岡郵便局

若林
八幡宮
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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。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091地域医療機関の皆さまへ

青山医院

■診療科目／内科
■所 在 地／豊田市若林西町後口79
■電話番号／0565-52-3703

■診療時間／ 9：00～12：00
 17：00～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 木曜日、日曜日、祝日

院長／青山 滋

　私の家は代々医師を務め、私で5代目になります。祖父の時代にこの地に
医院を構えて以来、この地域の家庭医として、長年、地域の皆さまに携わって
参りました。そのため「子供の頃、先生のお祖父さんに診てもらったこともある
よ」と、先々代や先代の時代から通ってきてくださる方もたくさんおられます。
私自身もこの地で育ってきたこともあり、同級生や知り合いなど、古くからの
患者さまも多く、おじいちゃん・おばあちゃん世代からお孫さん世代と３世代に
わたって診させていただくこともしばしば。これからも私が愛する地域の皆さまが、
健康で過ごせるよう、往診のご要望にもできる限りお応えするなど、安心の医療
を提供していきたいと考えています。そのためには、医師一人の力では限界が
あります。これまでにも日本人の死因ベスト４と呼ばれる、がん、心疾患、肺炎、
脳血管障害等、迅速かつ適切な医療連携で対応していますが、今後はますます、

トヨタ記念病院などの基幹病院や他のクリニックと
の密接な医療連携が不可欠な時代になってくると思
います。地域の皆さまにも医療連携の必要性、安全
性をしっかりとお伝えして参りますので、内科以外の
事でも構いません、まずは当院に気軽にご相談くだ
さい。また、患者さまと病気以外の事もお話しできる
ような、そんな医院を目指していきたいと思います。

これまでもこれからも、地域の家庭医として、
地域の皆さまの健康を守り続けます。

院長／保志条 博

　2000年10月に開院して以来、当院では、内科・泌尿器科・小児科の患者
さま中心に対応しながら、生活習慣病の予防やがんの早期発見のための
スクリーニングとして、腹部や乳腺、頚部などのエコーを年間360例以上
行っています。開院当初は地域の方とのご縁が全くなかったため、地域の方を
対象とした健康セミナーを行うなど、住民の方々と交流を図って参りました。
　診察では、患者さまがご自身の病気についてきちんと理解されるよう
な説明に努め、患者さま自らが望むゴールに向けて、そのお手伝いに必要
と判断したお薬のみお出しするよう心がけています。説明に時間をかけて
丁寧に行うことを心がけているため診察までに待ち時間が発生してしまう
こともありますが、ご容赦いただけますと幸いです。
　トヨタ記念病院とは密に連携し、脳梗塞や心筋梗塞、がんの疑いで精密
検査が必要な場合など、当院での診断が難しい
患者さまを対応していただき大変助かってい
ます。
　私自身はもちろん、看護師や事務員も含めて
どんなときでも気持ちよく対応し、患者さまに
「診てもらって良かった」と思っていただける
診療に今後も努めて参ります。

患者さまに喜んでいただけるよう、
スタッフ一丸となって日々努めています。

f i le.
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【 骨粗しょう症により折れやすい部位 】

【 骨密度を低下させない食事療法 】

【 骨を強くする運動 】

骨粗しょう症の原因

開業医の皆さま、患者さま、当院を結ぶ
コミュニケーションスペースです。

控えめにしたい食品、
避けたい嗜好品など

■診療科目／内科、小児科、泌尿器科
■所 在 地／豊田市和会町稲葉３９-２
■電話番号／0565-21-３３33

■診療時間／ 9：00～12：00
 16：30～19：00
■休 診 日／土曜日午後、
 水曜日※、日曜日、祝日

(※水曜日は健康診断、エコー検査、処置などのみ行っています。)

保志条クリニック連携医
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まちの　保健室 　当院では、地域の皆さまの健康増進や健康を見直すきっかけづくりとして、毎月看護師が地域の公民館

などで健康をテーマにした講演や健康相談を受け付けています。今回はその一例をご紹介します。

第
3
回

骨粗しょう症とその予防

　骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗しょう症」といいます。骨粗しょう症により骨がもろくなると、つまずいて
手や肘をついた、くしゃみをした、などのわずかな衝撃で骨折してしまうことがあります。骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がない
ことが多く、定期的に骨密度検査を受けるなど、日ごろから細やかなチェックが必要です。

参加者

2 7 名

1

2

加齢とともに増加する骨粗しょう症
閉経後の女性ホルモン低下
極端なダイエットや運動不足などの生活習慣
病気や薬が原因となる骨粗しょう症

1
2
3
4

特定の病気や、服用している薬が原因となって
発症する骨粗しょう症もあります。

　カルシウム、ビタミンD、ビタミンKなど、骨の形成に役立つ栄養素を積極的に摂りましょう。 

カルシウムとビタミンDを同時に摂ることで、腸管でのカルシウム吸収率がよくなります。

　骨は、負荷がかかるほど骨をつくる細胞が活発になり、強くなる性質があります。
散歩を日課にしたり、階段の上り下りを取り入れるなど、日常生活のなかでできるだけ運動量を増やしましょう。

カルシウム

牛乳・乳製品、
小魚、干しエビ、
小松菜、チンゲン菜
大豆製品 など

ビタミンD

サケ、ウナギ、
サンマ、メカジキ、
イサキ、カレイ、
シイタケ、キクラゲ、

卵 など

ビタミンK

納豆、ホウレン草、
小松菜、ニラ、
ブロッコリー、
サニーレタス、
キャベツ など

スナック菓子、
インスタント食品の頻繁な摂取

アルコールの多飲
カフェインを多く含むコーヒーの多飲

タバコ

開眼片脚立ち
（ダイナミック・フラミンゴ体操）

ふくらはぎとアキレス腱の
ストレッチ 背筋を伸ばすストレッチ

フラミンゴのように片脚で立ちます。不安
な方は壁やテーブルにつかまりましょう。
体重を片脚に乗せることで、両脚立ちの倍
の負荷を与えることができ骨を強くする効
果があります。バランス感覚が鍛えられる
ので転倒予防にもなります。

＜立った姿勢で＞
壁から20～30cm離れて立ち、壁に沿って
両手をできるだけ上の方にのばします。
＜イスに座って＞
頭のうしろで手を組み、両肘をできるだけ
うしろのほうに引き、胸を開きます。

前に出した脚の膝を曲げて体重をかけ
ていき、後ろの方の脚のふくらはぎを
伸ばします。
後ろの脚の膝を曲げ、アキレス腱を伸
ばします。片脚30～40秒ずつを左右交
互に行いましょう。

（脊椎椎体） （上腕骨近位部）

（橈骨遠位端）（大腿骨近位部）

背 中

脚の付け根

腕の付け根
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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。

トヨタ記念病院

2017年秋号

土・日以外の休診日は
10月9日（月）、11月3日（金）、
12月29日（金）です。

〒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　
発行日／2017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

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

　みつわ会では、9月から来年3月まで毎月ボランティア

養成講座を開講しています。

　「退職後に何かやりたかった」「優しい人になりたい」

「人脈を広げたい」など様々なきっかけで毎年受講してい

ただいています。10月以降でも参加可能です。病院ボラン

ティアにご興味のある方は是非下記までご連絡ください。

ボランティア養成講座が開講中です

2017年7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。

■ボランティア「みつわ会」会員を募集しています。
＜お問い合わせ＞TEL：0565-24-7169 FAX：0565-24-7178 担当：清水

トヨタ記念病院
石木 良治
副院長

I NDEX

01 医心伝心「病院祭開催のお知らせ」
02 ZOOM院  
03 病気のはなし
04 クスリの豆知識 /
 ヘルシークッキング
05 まちの保健室
06 Liaison 【リエゾン】 地域医療連携
07 スタッフ紹介 / みつわ会 / 
　 ニューフェイス / お知らせ

　8月1日より副院長に就任しました。2001年にトヨタ記念病院へ着任
し、16年になります。その間、主に救急を含めた内科診療に携わってきま
した。当院は救命救急センターを有する第三次救急施設であり、24時間
365日体制で重症症例を受け入れ、高度急性期医療を実践しており
ます。今後も地域の皆さまにより良い医療が提供できるよう、カイゼンを
かさねながら頑張っていきたいと思います。
　また今回、医療安全も担当します。医療は近年
ますます高度で専門的、複雑なものになってき
ています。以前にも増して、安全に医療を行う
ための仕組み作りが大切になってきています。
『安全は医療の入り口』を合言葉に、職員一同
一丸となって安心できる医療を提供していき
ます。

経営スタッフからこんにちは

科部長
酒井 忠博
整形外科

医 長
二木 良太
整形外科

メグリア売店
　メグリア病院売店は、昨年8月にご利用者

さまの声を反映し、改装オープンいたしました。

改装に当たっては、弁当･惣菜類やスイーツ類

の品揃えを増やすとともに陳列場所の集約化

でご利用し易いレイアウトに変更させていただ

きました。また、楽しみや変化のある売り場として、季節に合わせたイベントや人気スイーツ等を展開

しております。10月は、大好評の九州物産展や東北6県物産展を行う予定です。さらに、10月25日

には大人気の養老軒の生どら焼の販売も予定しております。是非、ご利用ください。

　これからもご利用者さまの視点に立った接客、よりよい商品の品揃え･提案を行って参ります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

スタッフ
紹 介

メグリア売店
加　藤 店長

お知らせ
　今年度も心肺蘇生講習会【BLS・AED講習会】を開催いたします。

この機会にご一緒に学習してみませんか？皆さまの参加をお待ちしております。

第42回 BLS・AED講習会のご案内

平成29年12月2日（土）
午前の部： 9:00～12:30（受付 8:40～）
午後の部：13:30～17:00（受付13:10～）

トヨタ記念病院　１階　講堂

●院内での申込み（総合受付・外来棟受付）
●ホームページからの申込み

バザーを行います
　11月4日（土）に「病院

30周年祭」が開催され

ます。みつわ会ではバザーや活動紹介

を予定しています。皆さまに楽しんでい

ただけるよう準備中です。ぜひ足をお運

びください。

無料
参
加
費

12 / 2

開催日時

場　　所

申込方法

（BLS：一次救命処置　AED：自動体外式除細動器）

土

秋
2 0 1 7

皆さまの笑顔に支えられ、
おかげさまで開院30周年を迎えました。
これからも「笑顔」と「まごごろ」あふれる病院を
目指してがんばって参ります。

スマイル（笑顔）を交わして。ハート（心）を通わせて。 私たちは皆さまのパートナーとしていっしょに考えていきます。

病院長
岩瀬 三紀


