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患者さまへのお願い
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　10月4日（水）、木曽三

川公園・お千代保稲荷へ

のバス旅行へ出掛けまし

た。天気にも恵まれ、楽し

い日帰り旅行でした。毎年

開催する研修旅行では、

日頃の活動で顔を合わせないメンバーとも親睦を深めることができます。目的地のみ

ならず、行き帰りのバス内でも会話が絶えず、皆さんエネルギッシュです。普段の活動

でも、明るい笑顔を心掛けていきます。

みつわ会研修旅行へ行きました

■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

2017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。

トヨタ記念病院
岩瀬 三紀病院長
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　平素は皆さまから温かいご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年、当院はお蔭さまで30周年を迎える事ができました。トヨタ自動車が創立
50周年を迎えた1987年9月に現在の平和町に新築移転し、「トヨタ病院」から
「トヨタ記念病院」に名称を改め、病床数も513床と増えました。
　その後「臨床研修指定病院」、「地域周産期母子医療センター」認定を受け、
2001年には「ERトヨタ」を開設しました。さらに「災害拠点病院」、「愛知県がん
診療拠点病院」、「エイズ治療拠点病院」そして昨年10月には「地域医療支援
病院」の認可を受けました。
　ただ30歳は成熟した年齢とは思っておりません。まだまだ成長盛りの時期と
考えます。これからも地域の皆さまに、ダビンチや最新鋭の放射線治療等の最先端
かつ高度な医療を真心を込めて提供できるよう努力してまいります。
　さて本年の干支は戌です。犬の様に勤勉で常に皆さまの身近な存在であり、
愛着をもって頂ける病院を目指します。「笑顔」と「まごころ」あふれる病院を合言葉
に職員一丸となってカイゼンを続けますので、本年もよろしくお願い致します。

経営スタッフからこんにちは
新年あけましておめでとうございます。

健診センター乳腺チーム
　私たち乳腺チームは、診療放射線技師と臨床検査

技師の７名からなり、ローテーションで毎日検査をして

います。

　乳がん検診項目の超音波とマンモグラフィを精度

高く実施するためには、全員がそれぞれの画像を理解

する観察力が必要となります。そのため私たちは、

院内・院外の研究会やカンファレンスに参加し、そこで

得られた情報をスタッフ間で共有しています。そしてセンター全体の質向上のため各種認定資格も取得しています。

　最近では周辺の医療機関に勤める診療放射線技師を招いて、“最適な乳腺描出と痛みの少ない撮影方法”の

研修会を行いました。９施設２２人が受講し、地域のマンモグラフィ撮影技術の向上にも努めています。

　またここ数年、益々乳がん検診の需要が高まり、その需要に少しでも対応するため午後検診を始めました。

詳しくは健診センターまでお問い合わせください。

スタッフ
紹 介

診療放射線技師
伊藤 真矢

お知らせ

　2017年9月、小学校の子どもたちが当院の

薬剤室やリハビリテーション科などを見学しまし

た。普段はあまり見ることのできない場所を見

て、子どもたちはみんなワクワクしている様子で

した。将来この中から医療に携わる人が誕生す

るかもしれないと夢が膨らむひとときでした。

平和小学校の子どもたちが
町探検で当院を訪れました

病院30周年祭 バザーへの
ご来場ありがとうございました。

　延べ３００名にご来場いただき、楽しんでいた
だくことができました。バザー収益金の一部は
豊田市社会福祉協議会へ寄付させていただく
予定です。
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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。

（診療放射線技師・臨床検査技師）

主 査
中村 太郎放射線科

医 長
田中 龍一小児科

病院祭にて
病院長 岩瀬三紀

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院



地域医療支援病院として
２０１７年９月２２日に承認されました。

今の時代、地域医療連携は必須です。
　地域医療連携とは、地域の医療機関や介護施設が地域の

医療・介護の状況に応じて、機能分担と専門化を進め、相互

に円滑な連携を図る事です。そして、その有する機能を有効

活用することにより、患者さまが地域で継続性のある適切

な医療・介護を受けられるようにします。かつての医療は

前提とした『病院完結型』の医療中心でした。しかし、高齢化

や疾病構造の変化により、緩和ケアを受ける患者、機能回復

による生活の質の向上を必要とする患者、複数の疾病を

抱える老齢期の患者が多くを占めるようになり、『病院完結

型』の医療だけでは対応しきれなくなってきました。

　患者さまがいち早く地域に戻り、病気と共存しながらＱＯＬ

（Quality of Life）の維持・向上を目指せるような医療を

提供できるように、かつての『病院完結型』から脱却し、『医療

連携』による『地域完結型』の医療提供体制構築が求められ

ています。その先導役となるべく医療法で制度化された

医療機関の機能別区分のうちの一つ『地域医療支援病院』

として都道府県知事によって承認されました。

■  放射線治療とは
　がんに対する治療には、主に外科治療、薬物治療、そして

放射線治療が代表的な方法です。近年、放射線治療の装置

や技術の進歩が目覚ましく、大きな注目を浴びています。

放射線治療は、がん細胞に

高いエネルギーの放射線を

あてて、がん細胞を消したり

少なくしたりします。臓器を

そのまま残し、臓器の働き

を保つことができるメリット

があり、放射線治療に対する

期待も高まっています。

  新たな放射線治療
「強度変調放射線治療（IMRT）」
　高エネルギー放射線は正常な細胞にもダメージを与え

てしまう可能性があることから、放射線治療では「がん」の

みに放射線をあてることが理想です。しかし、がんの周囲に

は正常な組織や健康な臓器が多く存在します。できるだけ

正常な組織や健康な臓器への被ばくを少なく、がんに放射

線を集中させる技術、方法が必要であり、これを可能にした

のが「強度変調放射線治療（IMRT）」です。

　従来の放射線治療は、一定方向から均一の放射線をあて

ていました。周囲の正常な組織や健康な臓器にも多くの

放射線があたってしまうため、がんに十分な放射線をあてる

ことが困難でした。対して、強度変調放射線治療（IMRT）は、

コンピュータの力を借りることによって放射線の量、強さ

を緻密に変化させ放射線をあてる方法です。これにより、

周囲の正常な組織や健康な臓器にあたる放射線の量を

抑えながら、がんそのものに多くの放射線をあてる

ことが可能になりました。導入した放射線治療装置

「TrueBeam®」は、強度変調放射線治療（IMRT）を安全に

短時間で行うことができるため、放射線治療の適応が大き

く広がりました。

　当院では、高精度放射線治療装置「サイバーナイフ®M6

システム」がすでに稼働しております。これら2つの装置に

より、あなたに最適な放射線治療が提供できるようになり

ます。

　高い技術と安全で確実な放射線治療が提供できるよう、

放射線治療の専門医をはじめ専門のスタッフが従事して

おります。ご不明な点などありましたら、お気軽に担当

スタッフまでお尋ね下さい。

　「地域完結型医療」の中心的役割を担う中核病院として

地域の診療所・クリニック等では対応が困難な専門的な治療

や高度な検査、手術等を行っております。

　また病状が安定した患者さまが回復期病院、慢性期病院、

かかりつけ医での診療を継続できるように対応を図ってい

ます。

　その他にも地域の医療従事者に対する研修の実施や

当該病院の医療機器の共同利用など地域の病院、診療所

を後方支援し、医療機関機能の役割分担と連携を推進して

おります。

　また『地域完結型』の医療を実践するためには、医療だけ

でなく介護との連携、さらには住まいや自立した生活の

支援までも切れ目なくつながる総合的な支援ネットワーク

が必要となっています。

　国は『地域包括ケアシステム構築』において、地域におけ

る『住まい』『医療』『介護』『予防』『生活支援』の５つのサー

ビスを一体的に提供できるケア体制の必要性を説いてお

り、医療・介護等の連携の“近未来地図”を示しました。

　しかし、地域により抱える事情は様々であり、今後は我々

も行政、医師会、各医療機関、各福祉機関と連携し暮らし

やすい地域づくりに努力してまいります。

１．病院の規模は原則として病床数が200床以上の病院
　 であること。
２．他の医療機関からの紹介、逆紹介が以下のいずれか
　●紹介患者数の比率が80%以上
　●紹介率65%以上かつ逆紹介率40%以上
　●紹介率50%以上かつ逆紹介率70%以上 
   （昨年度 紹介率：56%、逆紹介率：75.7%）
３．他の医療機関に対して高度な医療機器や病床を提供し
　共同利用すること。
４．地域の医療従事者の向上のため生涯教育等の研修を実施
　 していること。
５．救急医療を提供する能力を有すること。
６．医師会等医療関係団体の代表、市町村の代表、学識経験者、
　住民代表等を委員として構成した委員会を設置し
　『地域完結型』の医療提供体制運営に努めること。

地域医療支援病院要件概要

トヨタ記念病院

生活支援・
予防

受診・
健康相談・
介護

紹介・
逆紹介

紹介外来診察

在宅医療緊急対応

地域の皆さま

老人保健施設
福祉施設

回復期リハビリ病院
地域包括ケア病棟

開放病床

かけつけ医
（診療所・クリニック）

医師会

手　術 入院治療

高度医療機器
共同利用

医療従事者向け
研修会

二次検診や
精密検査

治療（救命・延命） 治　癒 社会復帰 を

豊田市、みよし市

保健部、福祉部、
地域包括支援センター

など
診療協力
依頼

高精度放射線治療装置
「TrueBeam®」を導入

　「TrueBeam®」は、米国バリアンメディ

カルシステムズ社の放射線治療装置であ

り、短い時間でより精度の高い放射線治療

ができる装置です。当院では、この装置で

の放射線治療を開始します。より質の高い

放射線治療を提供できるようスタッフ一

同、努めてまいります。

放射線科技師長　大橋 洋一
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３．他の医療機関に対して高度な医療機器や病床を提供し
　共同利用すること。
４．地域の医療従事者の向上のため生涯教育等の研修を実施
　 していること。
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地域医療支援病院要件概要

トヨタ記念病院

生活支援・
予防

受診・
健康相談・
介護

紹介・
逆紹介

紹介外来診察

在宅医療緊急対応

地域の皆さま

老人保健施設
福祉施設

回復期リハビリ病院
地域包括ケア病棟

開放病床

かけつけ医
（診療所・クリニック）

医師会

手　術 入院治療

高度医療機器
共同利用

医療従事者向け
研修会

二次検診や
精密検査

治療（救命・延命） 治　癒 社会復帰 を

豊田市、みよし市

保健部、福祉部、
地域包括支援センター

など
診療協力
依頼

高精度放射線治療装置
「TrueBeam®」を導入

　「TrueBeam®」は、米国バリアンメディ

カルシステムズ社の放射線治療装置であ

り、短い時間でより精度の高い放射線治療

ができる装置です。当院では、この装置で

の放射線治療を開始します。より質の高い

放射線治療を提供できるようスタッフ一

同、努めてまいります。

放射線科技師長　大橋 洋一
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妊娠・授乳中の感染予防

　ヨードは体に必要な微量元素のひとつで、ヨウ素と呼ばれること

もあります。海藻を摂取する食生活を有する日本ではヨードの欠乏

はあまりみられません。

　ヨードは口腔粘膜からも吸収される性質を持っているため、うが

いだけでも体内に取り込まれます。

　ヨードは摂り過ぎると、甲状腺機能障害を起こすことがあります。

胎児や新生児など甲状腺機能が未熟な時期には、特に影響を受け

やすいと言われています。

　かぜ等の予防目的で、妊娠・授乳中に連日使い続けると過剰摂取

による影響を受けることがあります。この期間のうがいは水で行う

ことをお勧めいたします。こまめに行うことにより充分に効果を

高めることができます。

　また、手洗いや、マスク

の着用、人混みを避ける、

バランスよく栄養を摂る、

体温の調節をする、休息

を十分にとることなどを

組み合わせることも効果

的です。

　寒い冬がやって参りました。感染予防に努めている妊婦さんや授乳婦さんの中には、しっかり予防するために、
市販のうがい薬を使った方がいいのかな？と迷われたことがあるかもしれません。妊娠・授乳中には、
ヨードを含んだうがい薬を漫然と使用することは避けた方がよいと言われていることはご存知でしょうか？

Smi le & Hear t 4

クスリの
豆知識

ヨードってなあに？

ヨードをたくさん摂るとどうなるの？

うがいは飲み込まないのに、どうして体への影響を
気にしなければならないの？

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師
主任　松岡 加恵
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　日に日に寒さが増してきましたね。皆さん体調を崩して
いませんか？身体が冷え、乾燥する冬の季節は風邪やイン

フルエンザにかかりやすくなります。そこで今回は身体を温め、免疫力を高めてくれる
食材を使った鍋料理を紹介します。

ゆずと生姜香る
ミルフィーユ鍋

材料（2人分） 直径17cmの土鍋を使用　　免疫力を高めてくれる食材

作り方

献　立

栄養量

小松菜は3～4cm幅に切り、人参・椎茸・ネギは薄
切りにする。
白菜は縦に半分に切り、白菜、豚肉、小松菜、人参、
椎茸、ネギ、白菜の順に層になるように重ねる。これを
白菜3枚分(3回)つくる。
　を食べやすい大きさ(4～5cm)幅で切り、切り口が
上になるように土鍋に並べる。
千切りにした生姜・ゆず皮を上に散らし、だし・日本酒を
加えて火が通るまで加熱する。
大根をすりおろし、ポン酢と合わせてつけだれにする。
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ヘルシー
Cooking

ヘルシー
クッキング

エネルギー:187kcal／たんぱく質:12.7g／脂質:8.9g／
炭水化物:13.7g／塩分:1.5g

なりきり撮影

健康チェック市民公開講座

鏡視下シミュレーター体験

ダビンチ体験

屋外ステージ

屋台村みつわ会バザー キッズエリア

ウィングレット試乗体験

手術体験

福祉車両体験

食 材 豆 知 識

管理栄養士　古田 桃子

■豚ロース肉 90g(薄切り3枚) ■人参 45g(1/4本) ■生姜 10g(適量) ■日本酒 大さじ1
■白菜 150g(1/8 3枚) ■椎茸 20g(2個) ■ゆず皮 適量 ■大根 150g(適量)
■小松菜　 45g(1～2株) ■ネギ 20g(10cm) ■だし 1カップ(200ml) 適宜調整 ■ポン酢 大さじ2

豚　肉 ビタミンB群（疲労回復、神経機能を正常に保つ）
小松菜 ビタミンA（皮膚･粘膜の強化）、ビタミンC（免疫機能向上）、
 ビタミンE(血流改善)
大　根 イソチオシアネート（免疫細胞を増やす）※火を通すと成分が分解されてしまう
ネ　ギ アリシン（疲労回復）※ビタミンBと一緒に食べると吸収アップ
生　姜 ジンゲロール(免疫細胞の活性化)、ショウガオール(体を温める)

今回使用した免疫力を高めると言われている食材の効能をご紹介
します。バランス良く食事に取り入れ、風邪やインフルエンザに負け
ない冬を過ごしましょう。

医 心 伝 心NEWS

　「つなげよう！地域と医療 今と未来」をテーマに病院祭が開催され、約1,500名の方にお越し

いただきました。当日は健康チェックや体験イベントなども催され、とても賑やかな一日となり

ました。来場された皆さまからたくさんの笑顔をいただき、職員一同とても感謝しております。

これからも地域の皆さまのためにより良い病院づくりをしてまいります。

2017年11月4日（土）

たくさんのご来場ありがとうございました！

院内見学

開院３０周年記念病院祭が開催されました



妊娠・授乳中の感染予防

　ヨードは体に必要な微量元素のひとつで、ヨウ素と呼ばれること

もあります。海藻を摂取する食生活を有する日本ではヨードの欠乏

はあまりみられません。

　ヨードは口腔粘膜からも吸収される性質を持っているため、うが

いだけでも体内に取り込まれます。

　ヨードは摂り過ぎると、甲状腺機能障害を起こすことがあります。

胎児や新生児など甲状腺機能が未熟な時期には、特に影響を受け

やすいと言われています。

　かぜ等の予防目的で、妊娠・授乳中に連日使い続けると過剰摂取

による影響を受けることがあります。この期間のうがいは水で行う

ことをお勧めいたします。こまめに行うことにより充分に効果を

高めることができます。

　また、手洗いや、マスク

の着用、人混みを避ける、

バランスよく栄養を摂る、

体温の調節をする、休息

を十分にとることなどを

組み合わせることも効果

的です。

　寒い冬がやって参りました。感染予防に努めている妊婦さんや授乳婦さんの中には、しっかり予防するために、
市販のうがい薬を使った方がいいのかな？と迷われたことがあるかもしれません。妊娠・授乳中には、
ヨードを含んだうがい薬を漫然と使用することは避けた方がよいと言われていることはご存知でしょうか？

Smi le & Hear t 4

クスリの
豆知識

ヨードってなあに？

ヨードをたくさん摂るとどうなるの？

うがいは飲み込まないのに、どうして体への影響を
気にしなければならないの？

妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師
主任　松岡 加恵

3 Smi le & Hear t

　日に日に寒さが増してきましたね。皆さん体調を崩して
いませんか？身体が冷え、乾燥する冬の季節は風邪やイン

フルエンザにかかりやすくなります。そこで今回は身体を温め、免疫力を高めてくれる
食材を使った鍋料理を紹介します。

ゆずと生姜香る
ミルフィーユ鍋

材料（2人分） 直径17cmの土鍋を使用　　免疫力を高めてくれる食材

作り方

献　立

栄養量

小松菜は3～4cm幅に切り、人参・椎茸・ネギは薄
切りにする。
白菜は縦に半分に切り、白菜、豚肉、小松菜、人参、
椎茸、ネギ、白菜の順に層になるように重ねる。これを
白菜3枚分(3回)つくる。
　を食べやすい大きさ(4～5cm)幅で切り、切り口が
上になるように土鍋に並べる。
千切りにした生姜・ゆず皮を上に散らし、だし・日本酒を
加えて火が通るまで加熱する。
大根をすりおろし、ポン酢と合わせてつけだれにする。

1

2

23

4

5

ヘルシー
Cooking

ヘルシー
クッキング

エネルギー:187kcal／たんぱく質:12.7g／脂質:8.9g／
炭水化物:13.7g／塩分:1.5g

なりきり撮影

健康チェック市民公開講座

鏡視下シミュレーター体験

ダビンチ体験

屋外ステージ

屋台村みつわ会バザー キッズエリア

ウィングレット試乗体験

手術体験

福祉車両体験

食 材 豆 知 識

管理栄養士　古田 桃子

■豚ロース肉 90g(薄切り3枚) ■人参 45g(1/4本) ■生姜 10g(適量) ■日本酒 大さじ1
■白菜 150g(1/8 3枚) ■椎茸 20g(2個) ■ゆず皮 適量 ■大根 150g(適量)
■小松菜　 45g(1～2株) ■ネギ 20g(10cm) ■だし 1カップ(200ml) 適宜調整 ■ポン酢 大さじ2

豚　肉 ビタミンB群（疲労回復、神経機能を正常に保つ）
小松菜 ビタミンA（皮膚･粘膜の強化）、ビタミンC（免疫機能向上）、
 ビタミンE(血流改善)
大　根 イソチオシアネート（免疫細胞を増やす）※火を通すと成分が分解されてしまう
ネ　ギ アリシン（疲労回復）※ビタミンBと一緒に食べると吸収アップ
生　姜 ジンゲロール(免疫細胞の活性化)、ショウガオール(体を温める)

今回使用した免疫力を高めると言われている食材の効能をご紹介
します。バランス良く食事に取り入れ、風邪やインフルエンザに負け
ない冬を過ごしましょう。

医 心 伝 心NEWS

　「つなげよう！地域と医療 今と未来」をテーマに病院祭が開催され、約1,500名の方にお越し

いただきました。当日は健康チェックや体験イベントなども催され、とても賑やかな一日となり

ました。来場された皆さまからたくさんの笑顔をいただき、職員一同とても感謝しております。

これからも地域の皆さまのためにより良い病院づくりをしてまいります。

2017年11月4日（土）

たくさんのご来場ありがとうございました！

院内見学

開院３０周年記念病院祭が開催されました



5 Smi le & Hear t

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

上郷整形外科・
リハビリテーション科

■診療科目／整形外科、リハビリテーション科、
 リウマチ科
■所 在 地／豊田市和会町稲葉28-1
■電話番号／0565-25-0377

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

院長／仁枝 祐一

　当クリニックは、豊田市の中でも安城市や岡崎市と接する南部に昨年9月に開院
致しました。この地域は比較的医療機関が少なかったこともあり、開院以来、「待って
ました！」と多くの近隣地域の方々に来院いただき、嬉しく思っております。
　患者さまの中には、前からずっと痛かったのに、たいしたことないと思い我慢して
いた方や、以前から手がしびれる感じがあったのに、麻痺が出て初めて診察に来たな
んて方も多く、もう少し早く来院してくれていたら、もっと良い状態で治療して
あげられた…なんてことも。そんなケースをなくすため、どんな些細な痛みでも気軽
に相談できる痛みのよろず相談所のようなクリニックにしたいと考えています。患者
さまの訴えから、対処療法で良いのか？もっと踏み込んだ治療をすべきか？さらには
基幹病院に連携をお願いして手術を検討したほうが良いのか？そこを仕分けするの
が我々の仕事。そして、患者さまにどうしてこのような症状になるのか、どうやって
向き合い、付き合っていけば良いのか、きちんと理解してもらえるよう説明し、患者さま

自身が病態を把握したうえで、治療の選択肢の提示を
してあげられることが大事だと思います。今後は、骨粗
しょう症やロコモティブシンドローム外来などもより充実
させ、日頃から膝や腰などの運動器や骨などのチェック、
メンテナンスを推進し、寿命を全うするまで自分で動く
ことができる体づくりのお手伝いをしていくことも地域
の整形外科の役割だと考えています。痛みだけでなく、
予防やケアのご相談にも、ぜひ、お気軽にどうぞ！

痛みのよろず相談所として、
どんなことでも気軽に相談できるクリニックでありたい。

院長／松崎 圭治

　私の父である前院長が昭和48年にこの地に開設し、今年で45年を
迎える当院は、地域の皆さまと共に歩んで参りました。その間、医療現場
は進化し続けていますが、「患者さまの立場に立った治療を提供したい」と
いう思いは変わっていません。できる限り、患者さまの希望に沿った、最も
良い治療法を決めたいと考えています。そのためには、患者さまとの意思
疎通が必要です。「こんなこと聞いてもいいのか？」と考える患者さまも少
なくないようですが、わからないこと、聞きにくいなと思うこと、気になるこ
とは何なりと、私やスタッフに伝えてください。患者さまが納得してくれる
まで、わかりやすく、誠心誠意で説明して参ります。
　患者さまにより良い治療を目指して頂くため、地域の医療連携も不可
欠です。扁桃腺やアデノイド、副鼻腔炎など、手術が必要と思われる症例
や、突発性難聴、めまい、急性疾患など、入院での加療が望ましいもの、
より精査が必要な症例などは、トヨタ記念病院
をはじめとした基幹病院を紹介しており、これま
でにも多くの助けをいただいております。私自身
ができることは精一杯できるよう、日々、研鑽に
励むとともに、今後も医療連携を通して、患者さま
のために尽くし、患者さまの立場に立った質の
高い医療の提供に努めたいと思っております。

患者さまの立場に立った最良の治療法に向かって、
誠心誠意で導いていきたい。

f i le.
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連携医
紹介コーナー

豊
田
市
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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。

■診療科目／耳鼻咽喉科
■所 在 地／豊田市山之手2-91
■電話番号／0565-28-7250

■診療時間／ 8：30～12：00
 15：30～19：00
■休 診 日／水曜日午後、
 土曜日午後、
 日曜日、祝日

松崎耳鼻咽喉科連携医
紹介コーナー

豊
田
市

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
4
回

転倒予防
参加者

丸 山 区 民 会 館

14 名

上郷整形外科・
リハビリテーション科

三
河
上
郷
駅
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覚
駅
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鉄
道
伊勢湾

岸自動
車道

東名高速道路
239

76

上郷町1丁目

和会町
上屋敷

過去１年以内に転んだことがある
つまずくことがある
手すりにつかまらないと、階段の上り下りができない
歩く速度が遅くなってきた
横断歩道を青のうちに渡り切れない
１キロメートルぐらい続けて歩けない
片足で５秒くらい立っていられない
杖を使っている
タオルを固く絞れない
めまい、ふらつきがある
背中が丸くなってきた

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

膝が痛む
目が見えにくい
耳が聞こえにくい
もの忘れが気になる
転ばないかと不安になる
毎日５種類以上、薬をのんでいる
家の中を歩く時、くらく感じる
廊下、居間、玄関に、よけて通る物が置いてある
家の中に段差がある
日常的に階段を使わなくてはならない
生活上、家の近くの急な坂道を歩く

１０個以上に当てはまる場合は、転倒の危険が高いといえます。転 倒 セ ルフチェック

転 倒 予 防 の ストレッチ

転倒予防の
心得５カ条

１．歩く時は、かかとから着地する
４．脱げにくい靴が身を守る

２.急な動きは【めまい】のもと
５．住環境を整備する

３．外出する時は、ゆとりをもつ

上げる脚だけでなく支える脚の筋肉も鍛えます。踏ん張りがきく、転びにくい体をつくります。ストレッチ

1
1 2 支えている手と

反対側の脚を上
げ下げする。振り
上げる脚の上げ
下げを繰り返す。

3 できるようでし
たら脚を後ろ
にも引き上げ
る。反動をつ
け、脚を動か
す。

4 4回目ぐらいで脚
がいちばん高く
上がるよう徐々に
脚の高さを上げ
ていく。反対側の
脚も同様に行う。

左右10回ずつ

左右10回ずつ 上下に１０往復

脚を振り子のように揺らしながら
左右の可動域を広げます。

ストレッチ

2
バタ足の動きで、股関節まわりの筋力を鍛えます。
ふくらはぎのむくみが気になる人にもおすすめです。

ストレッチ

3

立った状態で
イスや壁に手
をついて、転ば
ないように体
を支えます。

1 2 脚を下げて、高さ
を上げながら上げ
下げを繰り返す。反
対側の脚も同様に
行う。脚を下げたと
き、勢いで反対側
に行ってもＯＫ。

1 イスに座り、脚を軽く
前に伸ばす。（深めに
座ると体が安定し
ます。）

2 水泳のバタ足のよう
に両脚を動かす。（ひ
ざや足首は曲がっ
てもＯＫ。楽に脚
を振る。）

イスの右側に立
ち、イスの背を手
で持って、安定さ
せた状態で右脚を
真横に振り
上げる。

１．動かす範囲は最大の８割くらい
８割程度でも十分関節を動かせ、筋肉が伸びます。痛いと感じない範囲で行って下さい。

2．笑顔で行う
リラックスして楽に行ってください。笑顔で行えるくらいが効果を高めるポイントです。

3．部位や目的を意識する
どの関節を動かしているのか、どの筋肉を鍛えているのかを意識しながら行うと、効果がでます。

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

転倒予防のストレッ
チ

実践のコツ
３つの

豊田市
消防本部
南消防署
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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

上郷整形外科・
リハビリテーション科

■診療科目／整形外科、リハビリテーション科、
 リウマチ科
■所 在 地／豊田市和会町稲葉28-1
■電話番号／0565-25-0377

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

院長／仁枝 祐一

　当クリニックは、豊田市の中でも安城市や岡崎市と接する南部に昨年9月に開院
致しました。この地域は比較的医療機関が少なかったこともあり、開院以来、「待って
ました！」と多くの近隣地域の方々に来院いただき、嬉しく思っております。
　患者さまの中には、前からずっと痛かったのに、たいしたことないと思い我慢して
いた方や、以前から手がしびれる感じがあったのに、麻痺が出て初めて診察に来たな
んて方も多く、もう少し早く来院してくれていたら、もっと良い状態で治療して
あげられた…なんてことも。そんなケースをなくすため、どんな些細な痛みでも気軽
に相談できる痛みのよろず相談所のようなクリニックにしたいと考えています。患者
さまの訴えから、対処療法で良いのか？もっと踏み込んだ治療をすべきか？さらには
基幹病院に連携をお願いして手術を検討したほうが良いのか？そこを仕分けするの
が我々の仕事。そして、患者さまにどうしてこのような症状になるのか、どうやって
向き合い、付き合っていけば良いのか、きちんと理解してもらえるよう説明し、患者さま

自身が病態を把握したうえで、治療の選択肢の提示を
してあげられることが大事だと思います。今後は、骨粗
しょう症やロコモティブシンドローム外来などもより充実
させ、日頃から膝や腰などの運動器や骨などのチェック、
メンテナンスを推進し、寿命を全うするまで自分で動く
ことができる体づくりのお手伝いをしていくことも地域
の整形外科の役割だと考えています。痛みだけでなく、
予防やケアのご相談にも、ぜひ、お気軽にどうぞ！

痛みのよろず相談所として、
どんなことでも気軽に相談できるクリニックでありたい。

院長／松崎 圭治

　私の父である前院長が昭和48年にこの地に開設し、今年で45年を
迎える当院は、地域の皆さまと共に歩んで参りました。その間、医療現場
は進化し続けていますが、「患者さまの立場に立った治療を提供したい」と
いう思いは変わっていません。できる限り、患者さまの希望に沿った、最も
良い治療法を決めたいと考えています。そのためには、患者さまとの意思
疎通が必要です。「こんなこと聞いてもいいのか？」と考える患者さまも少
なくないようですが、わからないこと、聞きにくいなと思うこと、気になるこ
とは何なりと、私やスタッフに伝えてください。患者さまが納得してくれる
まで、わかりやすく、誠心誠意で説明して参ります。
　患者さまにより良い治療を目指して頂くため、地域の医療連携も不可
欠です。扁桃腺やアデノイド、副鼻腔炎など、手術が必要と思われる症例
や、突発性難聴、めまい、急性疾患など、入院での加療が望ましいもの、
より精査が必要な症例などは、トヨタ記念病院
をはじめとした基幹病院を紹介しており、これま
でにも多くの助けをいただいております。私自身
ができることは精一杯できるよう、日々、研鑽に
励むとともに、今後も医療連携を通して、患者さま
のために尽くし、患者さまの立場に立った質の
高い医療の提供に努めたいと思っております。

患者さまの立場に立った最良の治療法に向かって、
誠心誠意で導いていきたい。

f i le.
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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。

■診療科目／耳鼻咽喉科
■所 在 地／豊田市山之手2-91
■電話番号／0565-28-7250

■診療時間／ 8：30～12：00
 15：30～19：00
■休 診 日／水曜日午後、
 土曜日午後、
 日曜日、祝日

松崎耳鼻咽喉科連携医
紹介コーナー

豊
田
市

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
4
回

転倒予防
参加者

丸 山 区 民 会 館

14 名

上郷整形外科・
リハビリテーション科
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76

上郷町1丁目

和会町
上屋敷

過去１年以内に転んだことがある
つまずくことがある
手すりにつかまらないと、階段の上り下りができない
歩く速度が遅くなってきた
横断歩道を青のうちに渡り切れない
１キロメートルぐらい続けて歩けない
片足で５秒くらい立っていられない
杖を使っている
タオルを固く絞れない
めまい、ふらつきがある
背中が丸くなってきた

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

膝が痛む
目が見えにくい
耳が聞こえにくい
もの忘れが気になる
転ばないかと不安になる
毎日５種類以上、薬をのんでいる
家の中を歩く時、くらく感じる
廊下、居間、玄関に、よけて通る物が置いてある
家の中に段差がある
日常的に階段を使わなくてはならない
生活上、家の近くの急な坂道を歩く

１０個以上に当てはまる場合は、転倒の危険が高いといえます。転 倒 セ ルフチェック

転 倒 予 防 の ストレッチ

転倒予防の
心得５カ条

１．歩く時は、かかとから着地する
４．脱げにくい靴が身を守る

２.急な動きは【めまい】のもと
５．住環境を整備する

３．外出する時は、ゆとりをもつ

上げる脚だけでなく支える脚の筋肉も鍛えます。踏ん張りがきく、転びにくい体をつくります。ストレッチ

1
1 2 支えている手と

反対側の脚を上
げ下げする。振り
上げる脚の上げ
下げを繰り返す。

3 できるようでし
たら脚を後ろ
にも引き上げ
る。反動をつ
け、脚を動か
す。

4 4回目ぐらいで脚
がいちばん高く
上がるよう徐々に
脚の高さを上げ
ていく。反対側の
脚も同様に行う。

左右10回ずつ

左右10回ずつ 上下に１０往復

脚を振り子のように揺らしながら
左右の可動域を広げます。

ストレッチ

2
バタ足の動きで、股関節まわりの筋力を鍛えます。
ふくらはぎのむくみが気になる人にもおすすめです。

ストレッチ

3

立った状態で
イスや壁に手
をついて、転ば
ないように体
を支えます。

1 2 脚を下げて、高さ
を上げながら上げ
下げを繰り返す。反
対側の脚も同様に
行う。脚を下げたと
き、勢いで反対側
に行ってもＯＫ。

1 イスに座り、脚を軽く
前に伸ばす。（深めに
座ると体が安定し
ます。）

2 水泳のバタ足のよう
に両脚を動かす。（ひ
ざや足首は曲がっ
てもＯＫ。楽に脚
を振る。）

イスの右側に立
ち、イスの背を手
で持って、安定さ
せた状態で右脚を
真横に振り
上げる。

１．動かす範囲は最大の８割くらい
８割程度でも十分関節を動かせ、筋肉が伸びます。痛いと感じない範囲で行って下さい。

2．笑顔で行う
リラックスして楽に行ってください。笑顔で行えるくらいが効果を高めるポイントです。

3．部位や目的を意識する
どの関節を動かしているのか、どの筋肉を鍛えているのかを意識しながら行うと、効果がでます。
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山之手
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山之手
5丁目西 山之手

5丁目東

山之手
4丁目
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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

2018年冬号

土・日以外の休診日は
1月2日（火）、1月3日（水）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／2018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

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

　10月4日（水）、木曽三

川公園・お千代保稲荷へ

のバス旅行へ出掛けまし

た。天気にも恵まれ、楽し

い日帰り旅行でした。毎年

開催する研修旅行では、

日頃の活動で顔を合わせないメンバーとも親睦を深めることができます。目的地のみ

ならず、行き帰りのバス内でも会話が絶えず、皆さんエネルギッシュです。普段の活動

でも、明るい笑顔を心掛けていきます。

みつわ会研修旅行へ行きました

■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

2017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。

トヨタ記念病院
岩瀬 三紀病院長

I NDEX

01 医心伝心
　　「地域医療支援病院」
　　「高精度放射線治療装置「TrueBeam®」を導入」
　　「病院祭を開催しました」

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

　平素は皆さまから温かいご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　昨年、当院はお蔭さまで30周年を迎える事ができました。トヨタ自動車が創立
50周年を迎えた1987年9月に現在の平和町に新築移転し、「トヨタ病院」から
「トヨタ記念病院」に名称を改め、病床数も513床と増えました。
　その後「臨床研修指定病院」、「地域周産期母子医療センター」認定を受け、
2001年には「ERトヨタ」を開設しました。さらに「災害拠点病院」、「愛知県がん
診療拠点病院」、「エイズ治療拠点病院」そして昨年10月には「地域医療支援
病院」の認可を受けました。
　ただ30歳は成熟した年齢とは思っておりません。まだまだ成長盛りの時期と
考えます。これからも地域の皆さまに、ダビンチや最新鋭の放射線治療等の最先端
かつ高度な医療を真心を込めて提供できるよう努力してまいります。
　さて本年の干支は戌です。犬の様に勤勉で常に皆さまの身近な存在であり、
愛着をもって頂ける病院を目指します。「笑顔」と「まごころ」あふれる病院を合言葉
に職員一丸となってカイゼンを続けますので、本年もよろしくお願い致します。

経営スタッフからこんにちは
新年あけましておめでとうございます。

健診センター乳腺チーム
　私たち乳腺チームは、診療放射線技師と臨床検査

技師の７名からなり、ローテーションで毎日検査をして

います。

　乳がん検診項目の超音波とマンモグラフィを精度

高く実施するためには、全員がそれぞれの画像を理解

する観察力が必要となります。そのため私たちは、

院内・院外の研究会やカンファレンスに参加し、そこで

得られた情報をスタッフ間で共有しています。そしてセンター全体の質向上のため各種認定資格も取得しています。

　最近では周辺の医療機関に勤める診療放射線技師を招いて、“最適な乳腺描出と痛みの少ない撮影方法”の

研修会を行いました。９施設２２人が受講し、地域のマンモグラフィ撮影技術の向上にも努めています。

　またここ数年、益々乳がん検診の需要が高まり、その需要に少しでも対応するため午後検診を始めました。

詳しくは健診センターまでお問い合わせください。

スタッフ
紹 介

診療放射線技師
伊藤 真矢

お知らせ

　2017年9月、小学校の子どもたちが当院の

薬剤室やリハビリテーション科などを見学しまし

た。普段はあまり見ることのできない場所を見

て、子どもたちはみんなワクワクしている様子で

した。将来この中から医療に携わる人が誕生す

るかもしれないと夢が膨らむひとときでした。

平和小学校の子どもたちが
町探検で当院を訪れました

病院30周年祭 バザーへの
ご来場ありがとうございました。

　延べ３００名にご来場いただき、楽しんでいた
だくことができました。バザー収益金の一部は
豊田市社会福祉協議会へ寄付させていただく
予定です。

冬
2 0 1 8

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。

（診療放射線技師・臨床検査技師）

主 査
中村 太郎放射線科

医 長
田中 龍一小児科

病院祭にて
病院長 岩瀬三紀

『笑顔』と『まごころ』あふれる病院


