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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

WITHコロナなら これもでしょう！

“今年も見事な 妙楽寺のあじさい”

副院長　星 　義次

私は感染症専門医でも公衆衛生専門医でも経済学
者でもない「名もなき小児科医」です。

新型コロナウイルス感染症に対する日本での対応
に疑問を感じているので　一言述べます。新しく未
知の感染症が発生した時には、いち早い科学的証明
が必要です。試行錯誤的に検査数を増やし、そこか
ら見えてくる規則性などをとりあえずのエビデンス
とし、どんどんその正確性を絞っていく。「問題が
発生した思考レベルで　その問題を解決することは
できない。思考（視点／アプローチ）を変えよ。」　
とアインシュタインは言っています。

それが陰性だった場合に短期間の証明にしかなら
ない PCR 検査よりは、それが陽性なら少なくとも
6 か月は証明になる中和抗体の定量検査の方が効率
が良い。国民全員の COVID-19 中和抗体の定量検
査により感染予防可能な中和抗体価以上を獲得して
いる人には国が証明書を発行して経済活動をしてい
ただく。この人達には当面ワクチン接種を急ぐ必要
はない。基準値以下の中和抗体獲得者には、その数

値とその意味をお話しし、ワクチ
ン接種にて中和抗体が十分量にな
るまで行動を制限していただく。
何の根拠もなく何度も自粛しなさい、時短にしなさ
い、しなければ罰しますよ、と言われても国民は納
得しない。

従来からの指標も必要だが、さらに感染者を減ら
し、ワクチン接種につなげ、この感染症をソフトラ
ンディングさせるためにはこのウイルスの中和抗体
検査（定量）を国民全員に行うことだ。

東京オリ・パラ開催に関しても、海外の人達に自
国でこのウイルスの中和抗体（定量）検査をしてい
ただき、感染予防可能な抗体価以上の中和抗体を獲
得している人であれば日本国内への入国を OK とす
る。今までいっぱいヒントが転がっていたのに～。

今となっては（だいぶ前からだけど）中和抗体定
量検査　＞＞　PCR 検査　でしょう。

新型コロナの起死回生対策の相対性理論。　



この度、リハビリテーション部では、ポケットサイ
ズの携帯型受信器「ZT-210P“Palm View”」を購入
致しました。これは患者さんが装着しているモニター
送信機に、この受信機を近づけるだけで自動的に心
拍数、呼吸数、Spo2（動脈血酸素飽和度）などの生
体情報を表示できるものです。当院では心疾患をお
持ちの患者さんや、手術直後などでモニター管理が
必要な患者さんへのリハビリも積極的に行っており
ます。この受信機
を使うことでリ
ハビリ中の変化
をその場で確認
しながらできる
ようになり、歩行
訓練なども様々

人工透析センター　向井 一光

リハビリテーション部　阿波井美帆

　携帯型受信機

　「ZT-210P Palm View」
　　　　　　　　　　　　　　　　を導入しました。

な場所でできるようになりました。さらに今まで以
上に安全にリハビリができるようになり、患者さん
の安心にもつながっています。これからも心臓リハ
ビリをはじめ、多くの患者さんの安全を第一にその
方に必要なリハビリを積極的に提供できるよう体制
を整えていきたいと考えております。

どうぞよろしくお願い致します。

血液透析治療を行っている患者さんの高齢化が進
み、合併症も多様になり、患者さんを取り巻く環境は、
益々厳しくなってきています。しかし一方では薬剤
や治療方法も進化しており、10 年前、20 年前と比べ
劇的に変化しています。特に、血液透析療法の進歩
はめざましく、患者さんの予後改善に大きく寄与す
る時代になりました。

そしてこの新しい透析療法を当院で透析を行って
いる全患者さんに提供するために、この度、当院人工
透析センターでは透析装置をすべてリニューアルし、
2021 年 6 月 2 日より全台オンライン HDF を行えるよ
うになりました。この治療は
今までの血液透析と血液濾過
の利点を組み合わせた治療に
より、通常の血液透析では除
去しにくい物質の除去も、透
析効率を維持したままで可能
となりました。また新透析療
法の間歇補充型血液透析濾過

（I-HDF）も行え、除水困難
で透析中の血圧低下に悩まさ
れていた患者さんにとって、
血圧の安定化を図ることが可
能になり、除水による体の負

最新鋭の透析治療を　　　
　　身近でスタンダードに

担軽減を図ることが可能になりました。さらにオンラ
イン HDF と I-HDF の組み合わせも可能であり、治
療モードも増え、透析中や予後においてより多くの
患者さんの症状改善が期待できるようになりました。

また補充液として水を徹底的に浄化した透析液の
使用が必要になるため、透析液洗浄化ガイドライン
の水質要求基準を満たした超洗浄化透析液（ウルト
ラピュア）を使用、エンドトキシン除去フィルター
を用い安全性を担保しています。

この最新鋭の治療が身近でスタンダードな治療に
できたことにより、今後は多くの透析患者さんに提
供したいと思います。

徹底的にクリーンな →
環境で作製した超洗　
浄化透析液

　最新の血液浄化装置

 ズラリと透析装置が　
並ぶ透析センター
↓

携帯型受信機「ZT-210P Palm View」
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防災対策委員会

これから本格的な夏を迎える
にあたり、マスク着用により、
熱中症のリスクが高まります。

マスクを着けていると、皮膚
からの熱が逃げにくくなり、気
づかないうちに脱水症状になる
など、体温調節がしづらくなっ
てしまう可能性があります。そ
こで、予防策として、暑さおよ
び強い負荷の作業や運動は避け
るとともに、のどがかわいてい
なくても水分をこまめに摂るな
どの「熱中症予防」が必要です。

厚生労働省や環境省は、「屋
外で人と十分な距離（2m 以上）
が確保できる場合には熱中症の
リスクを考慮し、マスクをはず
すようにすること」を求めてい
ます。

熱中症に
気をつけましょう！

6 月 16 日（水）に「上期防災訓練」を川崎市高津消防署の立
ち合いのもと実施いたしました。「防災対策本部」を設置すると
共に、今回の訓練では病棟の配膳室に火災が発生した事態を想
定し、消火器による初期消火訓練と患者さまの避難誘導訓練・
消防署への通報訓練・各部署からの対策本部への被害状況報告
訓練を実施し、万が一に備えての防災時の活動を個々に確認し
ました。訓練終了後には高津消防署の方より、災害対策本部の
運営や各職員の取り組み方につ
いてご指導をいただきましたの
で今後の訓練に活かしてまいり
ます。

上期防災訓練を実施しました
栄養部での防災訓練の様子

栄養部では配
膳室が火災元の
ためリフトが使
用できないこと
を想定し、職員
が西階段を使用
して運ぶ訓練を
行いました。

病棟では、各担
当者がトレーの上
に乗せ、栄養士が
チェックを行いま
した。

栄養部では、ガ
ス・火を使用する
ので安全確認を第
一にできるよう徹
底していきたいと
思います。

2021 年度 4 月より新人看護職員 28 名を迎えました。平成 22 年度より
新人看護職員研修制度が努力義務化され、当院も厚生労働省が定める新
人看護職員研修ガイドラインに沿って研修を行っています。より実践に
近づけた看護技術が身につくよう実技を主体に開催してきました。しか
し、昨年よりコロナウイルス対策のため 3 密を避けた研修内容に見直し、
少人数制で座学が主体となりました。実践レベルの技術研修が少なく、満
足とは言えず不安を拭いきれない研修生も少なくありません。

今回紹介させて頂いた写真は、実際に車椅子やストレッチャーに移乗
した患者体験や基本的な手洗いの研修風景です。看護師として原点を忘
れず、当院の看護部理念にあります「地域社会の患者様・ご家族に視点
をあて、心のこもった質の高い看護を提供できる」看護師の育成、医療
を通じて地域社会に貢献できるよう努めていきたいと思います。

新人看護研修
看護部

看護部

喉が乾いていなくても
こまめに水分補給

熱がこもりやすく
なっています
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高津中央
クリニック

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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高津中央病院駐車場 130m
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2 時間 無料

1 時間 30 分 無料

100 円／ 15 分

200 円／ 15 分

13 台

35 台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。

季節の一品料理
七夕　行事食

★ 

献
立
内
容 

★

当院では年間 20回の行事食を提供しており、今月は 7
月 7日七夕の行事食となります。七夕の風物詩である
そうめんや、星型の卵などからご入院中の患者様に季節
感を感じていただけたら幸いです。

☆おにぎり（しそ昆布・鮭）
☆鮎の田楽　（星抜き卵豆腐）
　　　　　　（切り違い胡瓜）
　　　　　　（笹の葉）
☆五目おろし
☆三色素麺清汁


