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医療を通じて地域社会に貢献
します

1．地域の皆様に愛される病院、
親切、迅速、奉仕について最
善の努力をします

1．たゆみない研鑽と医道の高揚
に努め、安全で質の高い開か
れた医療の提供をめざします

1．地域の救急医療に全力で対
応します

1．保健、福祉の全面的な支援を
行います

理念

基本方針

新しい力と共に、
　　　地域社会に貢献いたします！

“2020 年 4 月の新入職員をご紹介します！”

病院長　小林　進

よろしくお願い致します！

毎年 4 月に発行する「高津中央病院だより春号」
では病院の近くを流れる二カ領用水の桜並木を
バックに入職する職員全員の写真撮影を行い、紹
介させて頂くのが恒例となっておりました。しか
し、今年は中国湖北省の武漢市を震源地として発
生した新型コロナウイルスが全世界に広がり、本
年 2 月には我が国においても新型コロナウイルス
が発生し、入社式が行われた 4 月 1 日には日本全
国で新型コロナウイルス患者が爆発的に発生して
いました。感染予防のため密集、密着、密閉の 3
密をしないことが重要であると報道され、入社式
は 10 分間で終了し、病院内で入社式後に写真撮影
をし、毎年行われていた歓迎会は中止しました。
総合高津中央病院では今年も看護師 34 名、理学療
法士 1 名、管理栄養士 1 名の総勢 36 名の新人を迎
える事が出来ました。

一方、国内では 4 月 7 日、改正新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法に基づき東
京など 7 つの都府県に「緊急事態
宣言」が政府から発令され、約
1 ヶ月間の外出自粛が要請されました。感染予防の
ため一部の学校および一般企業ではテレワークに
よる自宅学習および自宅勤務が行われております。
朝の通勤電車の乗客も少なく市内の道路も歩行者、
通勤車両は非常に少なくなりましたが日本全国の
コロナウイルス患者数が減少しないため、安倍晋
三内閣総理大臣は 4 月 17 日に日本全国に対して
非常事態宣言を発令しました。今まで経験した事
のない感染症による国家的危機が続いていますが、
高津中央病院では本年入職した新入職員の教育と
共にこれからも地域の人々の健康に貢献できるよ
う職員一同頑張りたいと思いますのでどうぞよろ
しくお願い致します。

二カ領用水に咲いた満開の桜 →



新任です ！ドクター紹介ドクター紹介 よろしくお願いします！！！
！
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一所懸命に働きますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。

お子様のことで悩まれていることが
あれば、お気軽にご相談ください。

4月から入職致しました。
よろしくお願い致します。

地域医療に貢献できるよう取り組み
ます。
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当臨床検査部では、地域社会に貢献できる迅速な
検査、また、診断・治療に直結する正確な検査をい
つも心がけております。その為、日曜日・祝祭日ま
た時間外緊急検査等24時間・365日対応しております。

臨床検査部 紹介

最新の検査機器のご紹介

検体検査ではこの 5 月頃最新鋭の機種に一斉更新す
る事になりました。

近年の機器においては、検査処理能力・時間の短縮
化等どれをとっても目を見張るものがあります。た
とえば、生化学検査では 800 検体／時・血液学検査
では 100 検体／時・免疫血清学検査では 200 検体／時・
凝固検査では 400 検体／時の処理が可能となります。

検体検査は普段、患者さんとはあまり接しない部
門ではありますが、これを機に目に見えない部分で
1 歩も 2 歩も患者さんに近付く事ができるものと考え
ております。

臨床検査部　副部長　千田高博

生化学自動分析装置 免疫測定装置血液自動分析装置 血液凝固測定装置



ワンポイントアドバイス

当院では感染症対策強化の
ため、発熱患者様については、
通常の外来とは別に診療を
行っております。ご不便をお
掛けしますが、ご協力をお願
い致します。
なお、当院では新型コロナ
ウイルス検査はできませんの
で、感染症の診療に関しまし
ては、まず「川崎市新型コロ
ナウイルス感染症コールセン
ター」にご相談願います。

看護部

看護研究発表会　報告
看護研究発表会を令和 2 年 2 月 15 日（土）に開

催しました。前年度に引き続き外部講師の五味先生
にご指導頂き、総評も頂きました。高津看護専門学
校の先生方にも出席頂きました。

今年度は、院外研究発表報告
2 題、研究発表 6 題、活動報告
1 題の発表がありました。日頃
の取り組みの成果が感じられま
した。意見交換も活発に行われ
述べ 69 名の参加がありました。

毎年開催している看護研究の
目的は、

①看護学の進歩向上を図り、

看護実践の向上を図る
②各部署で研究成果を発表し、相互に学びを深め

看護サービスの向上を目指す
③看護研究を臨床で応用し、継続できる
となっています。
研究を研究だけで終らせるのではなく、研究で得

た学びを臨床に活かし、質の高い看護を提供してい
きたいと思います。

←　↑　座長と発表された皆様

厚生労働省は、クラスターが発生した自
治体と連携して、クラスター発生の早期
探知、専門家チームの派遣、データの収
集分析と対応策の検討などを行っていく
ため、国内の感染症の専門家で構成され
る「クラスター対策班」を設置し、各地
の支援に取り組んでいます。

川崎市新型コロナウイルス
感染症コールセンター
044-200-0730

川崎市 コロナ

令和 2年 3月 1日版
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総合高津中央病院

川崎市高津区溝口 1-17-5　　TEL（044）822-6159

　　個人情報の収集・利用・提供
　　個人情報の保護・管理する体制を確立
し、適切な個人情報の収集、利用および提
供に関する内部規則を定め、これを遵守し
ます。

　　個人情報の安全対策
　　当院では個人情報への不正アクセス、
個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩
などに関する万全の予防措置を講ずること
により、個人情報の安全性・正確性の確保
を図り、万一の問題発生時には速やかな是
正対策を実施します。

　　個人情報に関する法令・規範の遵守
　　当院では個人情報に関する日本の法令、
國の定める指針その他の規範を遵守します。

　　教育および継続的改善
　　個人情報保護体制を適切に維持する
ため、職員の教育・研修を徹底し、内部規
則（主に運用ルール等）を継続的に見直し、
改善します。

　　診療情報の提供・開示
　　診療情報の提供・開示に関しては、別
途、当院個人情報管理規定に定めます。

川崎市高津区溝口 1-17-1　　TEL（044）822-1287

川崎市高津区溝口 1-16-3
TEL（044）822-1278（代）
http://www.takatsuhosp.or.jp/clinic/

川崎市高津区溝口 1-16-7
TEL（044）822-6121（代）
http://www.takatsuhosp.or.jp

▶総合高津中央病院
▶高津訪問看護ステーション

▶川崎北部居宅介護支援センター▶高津中央クリニック（健診）

個人情報保護方針
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手術室　師長　東 由紀子
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高津区溝口 1 丁目第一

・隣接のタイムズ溝口駅前駐車場は提携駐車場ではございません。

・割引時間終了後　600 円／ 1 時間
・割引終了後 2 時間目から　300 円／ 30 分

病院駐車場のご案内 当病院の駐車場は、専用駐車場と提携駐車場が
ございます。
下記の地図を参考に、ご利用ください。

❶ ご利用駐車場の「駐車券」または「駐車証明書」を必ずお持ちください。
❷「受診科」の窓口または「お見舞い先の病棟」に提示して確認印をもらってください。
❸「1 号館 1 階中央受付」または「2 号館 1 階総合受付」にご提示ください。受付で「割
　 引処理」または「割引券」をお渡しします。
　 （時間外、日曜・祝祭日は 1 号館 1 階中央受付のみとなります）

駐車場 病院まで 台数 割引時間 割引時間終了後の患者様負担料金

割引
の

受け方

＊駐車場により駐車料金が異なりますのでご注意ください。

　情報社会において、個人情報の保護は非
常に重要な課題です。
　総合高津中央病院では、個人情報を適切
に管理することを社会的責務と考え、個人
情報保護に関する方針を以下のとおり定
め、職員及び関係者に周知徹底を図り、こ
れまで以上に個人情報保護に努めます。

当院では年間約 1,300 件の手術を実施しています。
手術室看護師は、手術を受ける全ての患者様、ご

家族の安全を守り安心して手術を受けられるように
周術期チームの一員として日々努力しています。

特に不安の軽減、手術中の体温管理、皮膚神経障害
の予防に力を入れ看護を実践しています。安全対策
では患者様にもご協力いただき、誤認、手術部位間
違いを防止するためタイムアウト（手順確認の時間）
を WHO の安全チェックリストを基に行っています。

手術室チームのご紹介

また手術部位感染を防ぐため感染に関する正しい
知識と清潔操作を習得し、一人ひとりが倫理観を持
ち手術に携っています。手術で使用する器材及び院
内全体で使用する器材は滅菌室で洗浄から滅菌、品
質管理を行い供給しています。

各種行事の自粛、延期
についてのお知らせ ・看護フェスティバル　　・ワンコインランチ　　・両親学級　など

コロナウイルス等の感染対策のため、各種行事の中止及び延期をいたします。
再開につきましては、改めてご連絡をいたします。


