
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＞

脳ドック後の対応脳ドック
のススメ
その2

健 診

ボランティア養成講座
開催中です
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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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091

土・日以外の休診日は
1月2日（月）、1月3日（火）です。
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地域医療機関の皆様へ

豊田睡眠呼吸障害
治療クリニック
豊田市

診療情報管理士

　睡眠中に何度も呼吸が止まり、良質な睡眠が得られないことで日中に眠気が
起こる等の症状をきたす睡眠時無呼吸症候群。近年、この疾患が原因で居眠りや
脳卒中による意識障害から交通事故を引き起こしてしまうケースも決して少なくあり
ません。当クリニックでは、そんな睡眠時無呼吸症候群の患者さまを主に診療して
おります。ＰＳＧ（終夜睡眠ポリグラフィー）という脳波や睡眠中の呼吸状態が観測
できる検査装置を使った詳細な診断をもとに、一人ひとりの患者さまに適正な治療
を提供しています。また、自動車産業の盛んなこの地域の特性上、トヨタグループを
はじめとした物流に関わる方々の診察をすることが多く、診療と共に、快眠の大切さ、
無呼吸症候群に潜む危険性を説明することで、居眠り事故等を起こさないように、

特に厳しく注意喚起を心掛けています。地域の皆さまに
睡眠の大切さを呼び掛け、常に健康で安全に仕事が
できるようサポートしていくことで、地域にひいては社会
に貢献できたらと思っております。
　患者さま一人ひとりの生活習慣を把握するため予定
時間が超過し、待ち合いの患者さまをお待たせしてご迷惑
をおかけすることがありますが、私の治療方針でもあり
ますので、ご理解賜りたくお願い致します。
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■診療科目／睡眠時呼吸障害／
 耳鼻咽喉科
■所 在 地／豊田市前山町3-1-1
 BANSHUbuild2階
■電話番号／0565-26-0833
■診療時間／１0：00～13：00
 15：00～19：00
■休 診 日／水曜日、日曜日、祝日

睡眠を通して、皆さまの健康と安全をサポートし、地域に貢献を。

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

　診療情報管理士の役割は、診療記録と情報を正しく管理し、さらに

データを分析・加工することで、病院経営や医療の質を高めるために

寄与することです。診療情報管理士は、あらゆる事務グループに配属

されています。診療情報支援グループでは、主に全国集計に用いる

「がん登録」、データ分析や医師の専門医制度に用いる「症例登録」、

院内のスタッフへ提供する「データ作成」他、「疾病統計」や「診断書

作成の補助」を業務としています。また、他グループでは、「DPC（診断

群分類包括評価）の管理」「経営分析」「データシステムの管理」などを行っています。直接的に診療と関わりはありま

せんが、よりよい病院づくりに貢献できるよう情報の管理を通じてサポートしていきます。

　当院は153号線沿いの豊田市西部コミュニティーセンターに隣接した「豊田
ほっとかん」内に平成28年8月開院致しました。糖尿病や甲状腺を専門としていま
すが、一般内科の診察も行っており、どなたでも受診していただくことができます。
同じ施設内には温泉や図書館が併設されているので、待ち時間や行き帰りに立ち
寄ることもできます。また当院では最新の医療機器を導入し、特に糖尿病の診断に
必要な血糖値やＨｂＡ1ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）、甲状腺ホルモンの検査は
正確で迅速な結果を当日に報告することが可能です。看護師をはじめ、非常に丁寧
で親切で明るいスタッフが揃っているのも当院の自慢。クリニックコンシェルジュと
いうスタッフを置いて、皆さまの不安や悩みを解消すべく、優しくお手伝い致します
ので、お気軽にご相談ください。
　当院は、トヨタ記念病院とも密に連携を取りながら診療
を行っていきたいと考えておりますが、基幹病院が本来
あるべき姿で機能していくために、比較的症状の落ち着
いた患者さまに対しては、当院で丁寧に治療させていた
だきたいと考えています。そのためにも、基幹病院に負け
ない医療レベルを維持すべく努力し、地域の皆さまが
「居心地の良いクリニック」を目指してまいります。

file.60 たくさんの「居心地の良さ」を探求するクリニックを目指します。

診療情報支援グループ
東郷 えりみ

院長／鈴村 紀子

トヨタ記念病院

Smile&Heart

スタッフ
紹　 介

　平素は当院に対して、温かいご理解・ご支援をいた
だき厚く感謝申し上げます。昨年は、『笑顔』と『まごこ
ろ』あふれる病院 ～ Smile & Heart ～を新たな理念
として掲げ、地域の皆さまに安全でより質の高い医療
の提供に努めて参りました。一昨年秋に導入したサイ
バーナイフは順調に症例を重ね、患者さまの生活の質
を高めるがん治療の提供ができました。昨年秋には、

より正確かつ安全な手術支援ロボット「ダビンチ」を導入し、徐々に症例を重
ねております。
　本年の干支は酉です。若輩と思っていた私も夏には還暦
を迎えます。高い視点から物事全体を捉える鳥の目を持ち
ながら、現地現物で足元を見詰める蟻の目も忘れず、今後
とも高度医療の革新や地域医療の連携にも常若にＴＲＹを
続けます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

経営スタッフからこんにちは

岩瀬 三紀
病院長
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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

●未破裂脳動脈瘤疑いの所見があった場合
　脳の血管の一部が膨らんで弱くなっている可能性がある状態です。発見された場合は、年齢や健康状態、瘤の
大きさ・場所・形状など考慮して適切な治療を専門医が検討します。

●プラークによる頸動脈狭窄があった場合
　動脈硬化などで血管の内側が肥厚してこぶのように見えるも
のをプラークといいます。医師が再度、プラークによる狭窄部
分を確認し治療を検討します。高度な狭窄の場合は脳卒中の
リスクが高いため、内科的治療や手術も考慮されます。

●無症候性脳梗塞があった場合
　脳内にできた小さな梗塞をラクナ梗塞といいます。その梗塞
を悪化させる疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常など）がないかを
確認し、疾患の治療や生活習慣の改善について指導します。

お知らせ 健康講座のご案内

『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

新年あけましておめでとうございます。

Smile&Heart

ふじしま内科
豊田市

■診療科目／一般内科／糖尿病内科
■所 在 地／豊田市本新町7-48-6
 豊田ほっとかん2階
■電話番号／0565-４１-7720
■診療時間／ 9：00～12：30
 15：00～18：00
■休 診 日／土曜日午後、
 水曜日、日曜日、祝日

院長／藤島 圭一郎
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管理栄養士
2017年1月24日（火）14時～15時
健診センターホール
先着30名
健診センターまでお電話ください
0565‐24‐7156

講　師

日　時
場　所
定　員

TEL
お申込方法

テーマ

医 長
中田 千穂
眼 科

2016年10月以降に着任した
医師の紹介です。
どうぞよろしくお願い
いたします。

　9月より毎月ボランティア養成
講座を開講しています。第2回目
の講座では地域住民の方にもご
参加いただき、認知症の講座を
開催しました。安田副院長をはじ
め病院職員から認知症の治療や
予防について学びました。

MRA検査で精密検査になった方は脳外科受診をご案内しています1

頚動脈超音波検査・MRIで精密検査になった方は神経内科受診をご案内しています2

トリ患者さまの権利
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。

このビルの2階です。

栄養士が胃腸風邪になった時に食べるもの
～胃腸に優しい食事と栄養～

冬
2017



ピロリ菌って何？

　胃には、胃酸が存在し、細菌はすむことができないと

思われていましたが、1982年にオーストラリアの医師により、

ピロリ菌が胃の中に生息していることが発見されました。

　ピロリ菌は「ウレアーゼ」という特殊な酵素

をもっています。この酵素によりアンモニア

を発生させ、周辺をアルカリ性にして、ピロリ

菌が住みやすい環境を作っています。

　経口感染と考えられています。日本におけるピロリ菌

感染の場は家庭内が多いと考えられています。

　ピロリ菌の感染率は、上下水道が整備されていないよ

うな地域や国で感染率が高くなっています。現在、日本の

衛生環境は改善しており、若い世代の感染率は低下して

います。

　ピロリ菌に感染すると、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に

なります。これは慢性（活動性）胃炎ともいわれ、たくさんの

白血球があつまってきて胃粘膜が攻撃を受けます。炎症

が続くと胃粘膜はもろくなり、ストレス、発がん物質などの

攻撃をうけやすい状態となります。つまり、ピロリ菌は胃

潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんになりやすい下地を作ります。

　迅速ウレアーゼ試験
　（内視鏡で胃の組織を採取して調べます）。

　抗体測定
　（血液中のピロリ菌に対する抗体の有無を調べます）。

　尿素呼気試験
　（吐き出した息を採取し、ウレアーゼの働きで作られる
　二酸化炭素の量を調べます）。

　胃酸分泌を強力に抑えるくすりと、2種類の抗生物質を

7日間のむことで除菌します。約80%の患者さまで除菌

成功となり、胃がん発生の危険は３分の1に低下すると

報告されています。

　血管外科ってみなさんご存知ですか？“言葉からなんとなく

分かるけど、詳しくはよく分からない”という方がほとんど

だと思います。

　血管外科とは心臓（及びその近傍）と頭蓋内以外の全て

の血管（動脈・静脈）、リンパ管を扱う診療科になります。

近年血管内治療（カテーテル治療）がめざましく発展し、

我々は外科的手術（人工血管置換術やバイパス術）とカテーテル治療を組み合わ

せて最適な血管病治療（動脈瘤・動脈閉塞性疾患・下肢静脈瘤など）を行うことが

できる唯一の診療科です。血管病に関してお悩みの方は、是非お越しください。

はじめに

ピロリ菌の検査方法は？

ピロリ菌の治療は？

どうしてピロリ菌は胃の中で生きられるの？

いつどのようにピロリ菌に感染するのですか？

ピロリ菌はどんな病気を起こしますか？

病気の話
知っておきたい

 

消化器科科部長　鈴木 貴久

血管外科

坂野 比呂志

（脳・心臓を除く）全身の血管病に対して
最適な治療法を提供する診療科

血管外科
と は

1

2

3

■  緩和ケア病床のご案内
　苦痛症状が強く、緩和医療が必要な患者

さまを北病棟１階（個室）の一部の病床で

ケアします。当院の主治医からの依頼に

よります。

　安楽に過ごせるように、痛みや嘔気・嘔吐、呼吸困難感などの苦痛症状の緩和に

努めます。気持ちがイライラしたり、落ち込んだり、眠れない時には、症状が落ち

着くように、お話しを聴いたり、いろいろな職種でかかわっていきます。

　緩和ケアは、がんと診断された時からがんの治療と共に、痛み

をはじめとする様々な不快な症状に対して行うケアです。終末期

だけではなく、早期から行うことで患者さまのQuality of Life

（生活の質、生命の質）を保ち、改善をはかります。

●緩和ケア病床を希望する

●症状が安定した場合は在宅医療への移行等を

   検討する

●がんと診断されている

●患者さま・家族が病名や病状の説明を受けている

●積極的ながん治療（手術・抗がん剤・放射線療法）を希望しない

対象患者さまは、以下の内容に同意された方です。

緩和ケア認定看護師　加藤 久美子

※保険診療で実施するには検査の前に内視鏡による胃炎の診断が必要です。

主な検査

NEWS

医心
伝心

NEWS

医心
伝心

　北病棟２階は全室個室の内科系病棟で、循環器・呼吸器・

消化器疾患などの患者さまが入院されています。

　心臓カテーテル検査、呼吸器・消化器内視鏡などの検査

目的の入院や、化学療法、放射線療法、サイバーナイフ治療

など内科全般の治療の対応をしています。

　『内科全般の知識、技術の向上に努め、安全で質の高い

医療の提供を行う』を病棟目標に掲げ、きめ細かい看護

ケアに反映できるように日々努めています。多職種と協同

し、勉強会を企画し、安心・安全に入院生活を送っていた

だけるよう、個々のニーズに応じた看護ケアに心がけてい

ます。

　また、苦痛を伴う患者さまの疼痛緩和や在宅支援、

慢性疾患で入院されている患者さまには、寄り添った

医療の提供や退院後の生活について考えることが出来る

ようにサポートさせていただいています。病院職員のみ

ならず、地域の医療・福祉・介護の方と連携を図り、入院

から退院後の生活の支援をしております。

看護長　吉村 麻美

　北病棟3階は、全室個室の外科系混合病棟です。外科・

消化器外科・呼吸器外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・整形外科・

口腔外科・眼科・皮膚科・形成外科の患者さまが入院されてい

ます。様々な手術を受けられる患者さまだけでなく、がん

化学療法や放射線治療・疼痛緩和を目的として入院されてい

る患者さまも多くいらっしゃいます。

　個室ということもあり、プライバシーが確保されており、

静かな療養環境で、落ち着いて入院生活を送っていただ

いています。

　外科系の全診療科に対応するため、多岐にわたる専門

的知識が求められ、研修会への参加・学習会の開催を

行い、知識・技術の向上に努め、病状の回復・社会復帰への

援助をさせて頂いています。また、病棟内外のスタッフ間

のコミュニケーションを充分に図り、質の高いチーム医療

を行うよう心がけています。

　患者さま・ご家族の様々なニーズに対応するために、

一人ひとりの声を傾聴し、安心・安全で快適に療養してい

ただき、満足していただけるような医療・看護が提供でき

るよう努めてまいります。

看護長　落合 直子

北病棟２階

北病棟３階

ズ ー ム イ ン
ZOOM

頚部分枝へのバイパスを組み合わせた
胸部ステントグラフト内挿術

背側中足動脈（足趾の根元の血管）へのバイパス術

緩和ケア病床について

緩和ケアとは緩和ケアとは



ピロリ菌って何？

　胃には、胃酸が存在し、細菌はすむことができないと

思われていましたが、1982年にオーストラリアの医師により、

ピロリ菌が胃の中に生息していることが発見されました。

　ピロリ菌は「ウレアーゼ」という特殊な酵素

をもっています。この酵素によりアンモニア

を発生させ、周辺をアルカリ性にして、ピロリ

菌が住みやすい環境を作っています。

　経口感染と考えられています。日本におけるピロリ菌

感染の場は家庭内が多いと考えられています。

　ピロリ菌の感染率は、上下水道が整備されていないよ

うな地域や国で感染率が高くなっています。現在、日本の

衛生環境は改善しており、若い世代の感染率は低下して

います。

　ピロリ菌に感染すると、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎に

なります。これは慢性（活動性）胃炎ともいわれ、たくさんの

白血球があつまってきて胃粘膜が攻撃を受けます。炎症

が続くと胃粘膜はもろくなり、ストレス、発がん物質などの

攻撃をうけやすい状態となります。つまり、ピロリ菌は胃

潰瘍や十二指腸潰瘍、胃がんになりやすい下地を作ります。

　迅速ウレアーゼ試験
　（内視鏡で胃の組織を採取して調べます）。

　抗体測定
　（血液中のピロリ菌に対する抗体の有無を調べます）。

　尿素呼気試験
　（吐き出した息を採取し、ウレアーゼの働きで作られる
　二酸化炭素の量を調べます）。

　胃酸分泌を強力に抑えるくすりと、2種類の抗生物質を

7日間のむことで除菌します。約80%の患者さまで除菌

成功となり、胃がん発生の危険は３分の1に低下すると

報告されています。

　血管外科ってみなさんご存知ですか？“言葉からなんとなく

分かるけど、詳しくはよく分からない”という方がほとんど

だと思います。

　血管外科とは心臓（及びその近傍）と頭蓋内以外の全て

の血管（動脈・静脈）、リンパ管を扱う診療科になります。

近年血管内治療（カテーテル治療）がめざましく発展し、

我々は外科的手術（人工血管置換術やバイパス術）とカテーテル治療を組み合わ

せて最適な血管病治療（動脈瘤・動脈閉塞性疾患・下肢静脈瘤など）を行うことが

できる唯一の診療科です。血管病に関してお悩みの方は、是非お越しください。

はじめに

ピロリ菌の検査方法は？

ピロリ菌の治療は？

どうしてピロリ菌は胃の中で生きられるの？

いつどのようにピロリ菌に感染するのですか？

ピロリ菌はどんな病気を起こしますか？

病気の話
知っておきたい

 

消化器科科部長　鈴木 貴久

血管外科

坂野 比呂志

（脳・心臓を除く）全身の血管病に対して
最適な治療法を提供する診療科

血管外科
と は

1

2

3

■  緩和ケア病床のご案内
　苦痛症状が強く、緩和医療が必要な患者

さまを北病棟１階（個室）の一部の病床で

ケアします。当院の主治医からの依頼に

よります。

　安楽に過ごせるように、痛みや嘔気・嘔吐、呼吸困難感などの苦痛症状の緩和に

努めます。気持ちがイライラしたり、落ち込んだり、眠れない時には、症状が落ち

着くように、お話しを聴いたり、いろいろな職種でかかわっていきます。

　緩和ケアは、がんと診断された時からがんの治療と共に、痛み

をはじめとする様々な不快な症状に対して行うケアです。終末期

だけではなく、早期から行うことで患者さまのQuality of Life

（生活の質、生命の質）を保ち、改善をはかります。

●緩和ケア病床を希望する

●症状が安定した場合は在宅医療への移行等を

   検討する

●がんと診断されている

●患者さま・家族が病名や病状の説明を受けている

●積極的ながん治療（手術・抗がん剤・放射線療法）を希望しない

対象患者さまは、以下の内容に同意された方です。

緩和ケア認定看護師　加藤 久美子

※保険診療で実施するには検査の前に内視鏡による胃炎の診断が必要です。

主な検査

NEWS

医心
伝心

NEWS

医心
伝心

　北病棟２階は全室個室の内科系病棟で、循環器・呼吸器・

消化器疾患などの患者さまが入院されています。

　心臓カテーテル検査、呼吸器・消化器内視鏡などの検査

目的の入院や、化学療法、放射線療法、サイバーナイフ治療

など内科全般の治療の対応をしています。

　『内科全般の知識、技術の向上に努め、安全で質の高い

医療の提供を行う』を病棟目標に掲げ、きめ細かい看護

ケアに反映できるように日々努めています。多職種と協同

し、勉強会を企画し、安心・安全に入院生活を送っていた

だけるよう、個々のニーズに応じた看護ケアに心がけてい

ます。

　また、苦痛を伴う患者さまの疼痛緩和や在宅支援、

慢性疾患で入院されている患者さまには、寄り添った

医療の提供や退院後の生活について考えることが出来る

ようにサポートさせていただいています。病院職員のみ

ならず、地域の医療・福祉・介護の方と連携を図り、入院

から退院後の生活の支援をしております。

看護長　吉村 麻美

　北病棟3階は、全室個室の外科系混合病棟です。外科・
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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＞

脳ドック後の対応脳ドック
のススメ
その2

健 診

ボランティア養成講座
開催中です

トヨタ記念病院

2017年冬号

〒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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091

土・日以外の休診日は
1月2日（月）、1月3日（火）です。
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地域医療機関の皆様へ

豊田睡眠呼吸障害
治療クリニック
豊田市

診療情報管理士

　睡眠中に何度も呼吸が止まり、良質な睡眠が得られないことで日中に眠気が
起こる等の症状をきたす睡眠時無呼吸症候群。近年、この疾患が原因で居眠りや
脳卒中による意識障害から交通事故を引き起こしてしまうケースも決して少なくあり
ません。当クリニックでは、そんな睡眠時無呼吸症候群の患者さまを主に診療して
おります。ＰＳＧ（終夜睡眠ポリグラフィー）という脳波や睡眠中の呼吸状態が観測
できる検査装置を使った詳細な診断をもとに、一人ひとりの患者さまに適正な治療
を提供しています。また、自動車産業の盛んなこの地域の特性上、トヨタグループを
はじめとした物流に関わる方々の診察をすることが多く、診療と共に、快眠の大切さ、
無呼吸症候群に潜む危険性を説明することで、居眠り事故等を起こさないように、

特に厳しく注意喚起を心掛けています。地域の皆さまに
睡眠の大切さを呼び掛け、常に健康で安全に仕事が
できるようサポートしていくことで、地域にひいては社会
に貢献できたらと思っております。
　患者さま一人ひとりの生活習慣を把握するため予定
時間が超過し、待ち合いの患者さまをお待たせしてご迷惑
をおかけすることがありますが、私の治療方針でもあり
ますので、ご理解賜りたくお願い致します。
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■診療科目／睡眠時呼吸障害／
 耳鼻咽喉科
■所 在 地／豊田市前山町3-1-1
 BANSHUbuild2階
■電話番号／0565-26-0833
■診療時間／１0：00～13：00
 15：00～19：00
■休 診 日／水曜日、日曜日、祝日

睡眠を通して、皆さまの健康と安全をサポートし、地域に貢献を。

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

　診療情報管理士の役割は、診療記録と情報を正しく管理し、さらに

データを分析・加工することで、病院経営や医療の質を高めるために

寄与することです。診療情報管理士は、あらゆる事務グループに配属

されています。診療情報支援グループでは、主に全国集計に用いる

「がん登録」、データ分析や医師の専門医制度に用いる「症例登録」、

院内のスタッフへ提供する「データ作成」他、「疾病統計」や「診断書

作成の補助」を業務としています。また、他グループでは、「DPC（診断

群分類包括評価）の管理」「経営分析」「データシステムの管理」などを行っています。直接的に診療と関わりはありま

せんが、よりよい病院づくりに貢献できるよう情報の管理を通じてサポートしていきます。

　当院は153号線沿いの豊田市西部コミュニティーセンターに隣接した「豊田
ほっとかん」内に平成28年8月開院致しました。糖尿病や甲状腺を専門としていま
すが、一般内科の診察も行っており、どなたでも受診していただくことができます。
同じ施設内には温泉や図書館が併設されているので、待ち時間や行き帰りに立ち
寄ることもできます。また当院では最新の医療機器を導入し、特に糖尿病の診断に
必要な血糖値やＨｂＡ1ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）、甲状腺ホルモンの検査は
正確で迅速な結果を当日に報告することが可能です。看護師をはじめ、非常に丁寧
で親切で明るいスタッフが揃っているのも当院の自慢。クリニックコンシェルジュと
いうスタッフを置いて、皆さまの不安や悩みを解消すべく、優しくお手伝い致します
ので、お気軽にご相談ください。
　当院は、トヨタ記念病院とも密に連携を取りながら診療
を行っていきたいと考えておりますが、基幹病院が本来
あるべき姿で機能していくために、比較的症状の落ち着
いた患者さまに対しては、当院で丁寧に治療させていた
だきたいと考えています。そのためにも、基幹病院に負け
ない医療レベルを維持すべく努力し、地域の皆さまが
「居心地の良いクリニック」を目指してまいります。

file.60 たくさんの「居心地の良さ」を探求するクリニックを目指します。

診療情報支援グループ
東郷 えりみ

院長／鈴村 紀子

トヨタ記念病院

Smile&Heart

スタッフ
紹　 介

　平素は当院に対して、温かいご理解・ご支援をいた
だき厚く感謝申し上げます。昨年は、『笑顔』と『まごこ
ろ』あふれる病院 ～ Smile & Heart ～を新たな理念
として掲げ、地域の皆さまに安全でより質の高い医療
の提供に努めて参りました。一昨年秋に導入したサイ
バーナイフは順調に症例を重ね、患者さまの生活の質
を高めるがん治療の提供ができました。昨年秋には、

より正確かつ安全な手術支援ロボット「ダビンチ」を導入し、徐々に症例を重
ねております。
　本年の干支は酉です。若輩と思っていた私も夏には還暦
を迎えます。高い視点から物事全体を捉える鳥の目を持ち
ながら、現地現物で足元を見詰める蟻の目も忘れず、今後
とも高度医療の革新や地域医療の連携にも常若にＴＲＹを
続けます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

経営スタッフからこんにちは

岩瀬 三紀
病院長
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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

●未破裂脳動脈瘤疑いの所見があった場合
　脳の血管の一部が膨らんで弱くなっている可能性がある状態です。発見された場合は、年齢や健康状態、瘤の
大きさ・場所・形状など考慮して適切な治療を専門医が検討します。

●プラークによる頸動脈狭窄があった場合
　動脈硬化などで血管の内側が肥厚してこぶのように見えるも
のをプラークといいます。医師が再度、プラークによる狭窄部
分を確認し治療を検討します。高度な狭窄の場合は脳卒中の
リスクが高いため、内科的治療や手術も考慮されます。

●無症候性脳梗塞があった場合
　脳内にできた小さな梗塞をラクナ梗塞といいます。その梗塞
を悪化させる疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常など）がないかを
確認し、疾患の治療や生活習慣の改善について指導します。

お知らせ 健康講座のご案内

『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

新年あけましておめでとうございます。

Smile&Heart

ふじしま内科
豊田市

■診療科目／一般内科／糖尿病内科
■所 在 地／豊田市本新町7-48-6
 豊田ほっとかん2階
■電話番号／0565-４１-7720
■診療時間／ 9：00～12：30
 15：00～18：00
■休 診 日／土曜日午後、
 水曜日、日曜日、祝日

院長／藤島 圭一郎
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0565‐24‐7156
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医 長
中田 千穂
眼 科

2016年10月以降に着任した
医師の紹介です。
どうぞよろしくお願い
いたします。

　9月より毎月ボランティア養成
講座を開講しています。第2回目
の講座では地域住民の方にもご
参加いただき、認知症の講座を
開催しました。安田副院長をはじ
め病院職員から認知症の治療や
予防について学びました。

MRA検査で精密検査になった方は脳外科受診をご案内しています1

頚動脈超音波検査・MRIで精密検査になった方は神経内科受診をご案内しています2

トリ患者さまの権利
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。

このビルの2階です。

栄養士が胃腸風邪になった時に食べるもの
～胃腸に優しい食事と栄養～

冬
2017



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＞

脳ドック後の対応脳ドック
のススメ
その2

健 診

ボランティア養成講座
開催中です

トヨタ記念病院

2017年冬号

〒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  担当：篠田 TEL.0565-74-3091

土・日以外の休診日は
1月2日（月）、1月3日（火）です。

発行日／2017年1月１日　発行／トヨタ記念病院　編集／人材育成・CSグループ
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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

●未破裂脳動脈瘤疑いの所見があった場合
　脳の血管の一部が膨らんで弱くなっている可能性がある状態です。発見された場合は、年齢や健康状態、瘤の
大きさ・場所・形状など考慮して適切な治療を専門医が検討します。

●プラークによる頸動脈狭窄があった場合
　動脈硬化などで血管の内側が肥厚してこぶのように見えるも
のをプラークといいます。医師が再度、プラークによる狭窄部
分を確認し治療を検討します。高度な狭窄の場合は脳卒中の
リスクが高いため、内科的治療や手術も考慮されます。

●無症候性脳梗塞があった場合
　脳内にできた小さな梗塞をラクナ梗塞といいます。その梗塞
を悪化させる疾患（高血圧・糖尿病・脂質異常など）がないかを
確認し、疾患の治療や生活習慣の改善について指導します。

お知らせ 健康講座のご案内

『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

新年あけましておめでとうございます。

Smile&Heart

ふじしま内科
豊田市

■診療科目／一般内科／糖尿病内科
■所 在 地／豊田市本新町7-48-6
 豊田ほっとかん2階
■電話番号／0565-４１-7720
■診療時間／ 9：00～12：30
 15：00～18：00
■休 診 日／土曜日午後、
 水曜日、日曜日、祝日

院長／藤島 圭一郎
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管理栄養士
2017年1月24日（火）14時～15時
健診センターホール
先着30名
健診センターまでお電話ください
0565‐24‐7156

講　師

日　時
場　所
定　員

TEL
お申込方法

テーマ

医 長
中田 千穂
眼 科

2016年10月以降に着任した
医師の紹介です。
どうぞよろしくお願い
いたします。

　9月より毎月ボランティア養成
講座を開講しています。第2回目
の講座では地域住民の方にもご
参加いただき、認知症の講座を
開催しました。安田副院長をはじ
め病院職員から認知症の治療や
予防について学びました。

MRA検査で精密検査になった方は脳外科受診をご案内しています1

頚動脈超音波検査・MRIで精密検査になった方は神経内科受診をご案内しています2

トリ患者さまの権利
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。

このビルの2階です。

栄養士が胃腸風邪になった時に食べるもの
～胃腸に優しい食事と栄養～

冬
2017




