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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

新型コロナウイルス感染症

“溝口神社　例大祭”
新型コロナウイルス早期終息祈願がおこなわれました！

副院長　主任内科部長　中村 良司

社会は新型コロナウイルス感染症によって大打撃
を受け、医療機関もまた然りです。医療の内容だけ
でなく、経営に関しても深刻な状況を生み出してい
ます。医療に関しては、入院抑制目的で実施され
た PCR検査実施数限定措置は、医療者から診断と
いう最も重要な最初のツールを奪いました。診断不
可の中での診療がいかなる困難と混乱をもたらすか
が、我が国の政策決定者たちには認識できなかった
のでしょう。臨床現場での事実に基づかず、国は想
像に基づく価値判断（一種の形而上学的価値判断）
をしました。形而上学的価値判断の危うさを身に染
みて知る軍隊では、戦闘における判断の多くを現場
に任せますが、今回、政府はそのようなことを学ん
だでしょうか？
感染対策として人々の外出や店の営業などを国が
制限しています。人の命と経済活動のバランスを考
えて、色々な対策が出されますが、確実に言えるこ

とは、予めどの対策が正しいか
なんて誰にもわかり得ないとい
うことです。わかるのは結果が
出た後です。どの対策も必ず成功するとは限らず、
せいぜい成功しそうにみえるだけです。殆どの未来
のことは全て不確実です。どの対策を選択しても失
敗し得るのです。したがって他の意見を押し切って
ある政策を主張する場合、主張者は結果責任を負う
べきですが、非可逆的な結果に対して責任を取れる
人はいません。
そこでインフォームドコンセントつまり合意形成
が登場します。対策の蓋然性を謙虚に自覚し、一面
的解釈を強弁せず、正しいプロセスを踏んで合意形
成するという民主主義的手続きです。民主主義がい
つも正しいとは限りませんが、現在の混乱の中では
一番ましな方法のように思えます。このことを忘れ
ずにこのコロナ禍を乗り切りたいものです。



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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安川　泰樹 髙木　俊敬

山岡　大志郎

昭和大学 聖マリアンナ医科大学

昭和大学

整形外科・脊椎外科 小児科

小児科

整形外科専門医 NCPRプロバイダー

一般的な骨粗しょう症から外傷や脊
椎、またその手術適応について、一
人一人の患者に合った提案を積極的
に行っていきたいと思います。

昭和大学からまいりました。
よろしくお願いいたします。

未来ある子供たちの笑顔を守るため
日々努めてまいります。
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薬剤部長　向山雅士
病院薬剤師の紹介

薬剤部では、世界の薬剤師の使命である「ファー
マシューティカルケア（患者さまのQOLを高めるた
めに薬物治療に責任を持つこと）」を基本理念として
掲げ、病棟に薬剤師を配置し積極的に薬物治療に参
画できるよう取り組んでいます。
薬の専門家である薬剤師は、世界標準の役割を果
たすためにあらゆる分野で薬物治療に責任を持たな
ければなりません。そのために、調剤業務中心から
臨床業務中心に大きく変革しています。責任ある薬
物治療を果たすためには、すべての病棟に薬剤師を
配置することは必須となり病院もそのことに理解を
示しています。
また、日本は急速な少子高齢化を迎えるにあたり、
増加する医療費削減は，国民的課題となっています。
医療の質を落とさず行われなければならない医療費
の削減は、医療に係る専門分野の医療者が、それぞ
れの立場でその専門職能を生かして努力して
いかなければなりません。ジェネリック医薬
品の普及にも、薬の専門家である薬剤師が積

極的に推進しています。
近年、高い効果をもった薬剤が登場するようになっ
た反面、投与方法が複雑になり副作用もこれまで以
上に注意が必要になりました。薬物治療を行う際は、
これまでの患者さまの既往歴・副作用歴や服薬状況を
聞き取り、これから使用する薬剤について説明を行
います。治療開始後はカルテ、検査データ、服薬指
導などから薬物治療の効果や副作用を確認し、医師
や看護師などの他職種に情報を共有します。薬物治
療が安全かつ科学的合理的に遂行されるように、医
師に処方提案も行います。薬剤師が本来の薬剤師の
使命を果たせるよう努力しています。
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9 月 18 日（金）に川崎市高津消防署の立ち合いの
もと「上期総合防災訓練」を実施いたしました。
病棟において、昼間の診療時間帯に火災が発生し
た事態を想定し、「初期消火訓練」および患者さまの

避難などを想定した「総
合防災訓練」を行いま
した。
総合防災訓練では、
消防署への通報と病院
内への火災発生の伝達
の訓練を実施するとと
もに、災害対策本部の
設置と初期消火訓練お
よび患者さまの避難誘
導訓練を行いました。
また、各部署からの災
害対策本部への被害状
況の報告訓練を実施し、万が一の際に備えて、防災
時の活動を確認いたしました。
訓練終了後には、防災対策委員ならびに参加者によ
る反省会を行ない、消防署から講評をいただき、災
害対策本部の運営や各職員の取り組みについてお褒
めの言葉をいただくと共に、改善点も提起されまし
たので、今後も病院をあげて更なる防災対策に取り
組んでまいります。

上期総合防災訓練を
実施しました

防災対策委員会

◆材料（1人分）◆

◆作り方◆

注目するのは１か所だけ！
それはサンマの下顎です。
下顎が『黄色』くなっているサンマが新鮮な証拠！
下顎の先端が鮮度を表すバロメーターとなってい
て、海で泳いでいるときは下顎が黄色く、水揚げか
ら数日たつと茶色く変化します。

さんま（三枚おろし）……半身
ごぼう……………………20cm
　　◎酒…………………小さじ１
　　◎醤油………………小さじ１
　　◎みりん……………小さじ１
　　◎おろし生姜………小さじ 1/3
片栗粉……………………小さじ１
サラダ油…………………小さじ 1/4

秋の味覚 レシピ

スーパーで簡単にわかる !
新鮮な秋刀魚の見分け方

①…さんまを３等分に切り、調味料を合わせたも
のにつけておく。

②…ごぼうは縦半分に切り、食べやすい大きさに
カットする。

③…さんまは汁気を軽くふき、ごぼうと一緒に片
栗粉をまぶす。

④…熱したフライパンにサラダ油をひき、さんま
とごぼうをこんがり焼いたら、①の漬けてい
た汁を入れ、照りが出るまで煮詰める。

—秋刀魚とごぼうの生姜照り焼き—
20 分でできる！

秋刀魚とごぼう

?!

ココ！
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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）

ワンポイントアドバイス

個人情報保護方針
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D パーキング
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。

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。

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染防止対策について

マスクを
　着用しましょう

距離を保ちましょう

外から帰ったら
　うがいをしましょう

こまめに
　手を洗いましょう 予防接種を

　　　受けましょう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・感染防止対策委員会


