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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

2022 年度のごあいさつ

2022 年 4 月の新入職員をご紹介します。

病院長　中村 良司

寒さも緩み、桜の花も満開となり、よい季節にな
りましたが、皆様におかれましてはいかがお過ごし
でしょうか？約 2年前から始まったコロナ禍も、日
本では第 6波を迎え、ようやくそのピークも終焉の
兆しを見せているかに思えますが、まだまだ予断を
許しません。
当院もこのコロナ禍のあおりを受けて、業務、経
営共に難渋を極めておりますが、職員の方々の不断
の努力により、現今の荒波を乗り越え進みつつある
状況と言えます。そして今後は、世の中一般と同様
に、ウィズコロナという枠組みの中でやっていくほ
か選択肢はなさそうな予感さえします。
病院の最終的な目標は患者さんの病を治療するこ
とですが、それを成し遂げるためには、健全な経営

が必要であることは言うまでもあ
りません。そしてそのために必要
なことは業務の効率化であろうと思われます。コロ
ナ禍の影響で、当院同様、全国の多くの病院が困難
に直面していますが、これを解決するためにはこれ
まで行われてこなかった方策も試す必要があり、そ
れには現場の職員の皆様のアイディアが是非必要と
なります。困難な状況にある今こそ、皆で知恵を絞っ
て、病院の発展のために新たな方法を導入していき
たいと考えています。
最後に私事になりますが、この 3月 1日をもって、
当院院長に就任させていただきました。微力ではあ
りますが、当院発展のために全力を尽くす所存です。
どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。

「よろしくお願い致します！』（看護部 25 名・薬剤部 1 名・ 
  画像診断部 2 名）

感染防止注意のうえ、
写真撮影時のみマスクを外しております。



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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田地野 将太

天野　貴司

大川　　恵 出納　達也

土師野 良真

新藤　智子
三井　　愛

山田　康太
東京慈恵会医科大学
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聖マリアンナ医科大学

獨協医科大学

一般外科

一般整形外科疾患

小児科
小児アレルギー

小児科

整形外科

消化器内科
呼吸器疾患全般
肺癌、気胸、縦隔腫瘍　登山医学

緩和ケア研修修了医

日本整形外科学会専門医

日本内科学会認定内科医／日本消化
器内視鏡学会専門医／日本消化器病
学会専門医

緩和ケア研修修了医／JATEC／FCCS
／JFMGA認定登山ガイド
／JOTA認定マウンテントレーナー

循環器

患者さんに寄り添った医療を行える
よう日々精進してまいります。些細
なことでもお気軽にご相談ください。

一般整形外科に加え、脊椎疾患、人
工関節分野も大学病院と連携して行
いますのでご相談ください。

お子様、ご家族様が安心して相談で
きる診療を心がけています。
お身体の悩み、アレルギーのことな
ど、お気軽にご相談ください。

病気で困っているお子さんを助けた
いと思います。しっかり優しく診療
していきたいです。
よろしくお願いします。

患者様の症状、緩和、健康維持に努め、
地域の皆様に安心と安らぎの場を提
供させていただきたいと思っており
ます。

患者さんの生き方に寄り添う診療を
していきたいと思っています。
よろしくお願いします。

患者さんとご家族と共々、最良のゴー
ルを目指して一緒に歩んでいきたい
と思います。宜しくお願い致します。

ご指導のほどよろしくお願いします。
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高津中央高津中央

看護研究　開催報告

長時間心電図検査のご紹介

そろそろ更新時期と考えていた
ところで新機種購入の運びとなり
ました。
新機種はフォーカス依存性が低
減され、単結晶プローブでより一
層組織構造が鮮明な画像が得られ
ます。また操作パネルの可動域が
広くボタン配置も集約され、検査
者の負担軽減も考えられていま
す。体型やガスがあると体位変換
などして苦労しなくてはなりませ
んが、これからも見落としのない
よう引き続き早期発見に努めてま
いります。

超音波診断装置
新機種の紹介

高津中央クリニック　検査

看護部

長時間心電図検査とは、24 時間と
長く記録が出来る機械（ホルター心電
計といいます）で心電図の記録を行う
検査です。体には電極と記録器がつい
ていますので入浴は出来ませんが、そ
れ以外はほぼ制限なく普段どおりの生
活をしていただけます。

今年に入りホルター心電計が新しくなりました。
今までのものより軽量・小型で、患者さまの負担が
より少なくなりました。また電極シールもお肌に優
しいものに変更になっています。
この検査は胸痛や動悸・失神の精査、不整脈性心
疾患や、狭心症などの虚血性心疾患の鑑別等に活躍
しています。機種によっては心電図記録と共に血圧
測定が可能なものもあり、検査目的によっては医師
の判断でこちらの機器を使用することもあります。
動悸や失神の原因となる不整脈にも様々な原因や種
類があり、比較的健康な方でもみられるものから、早
急な治療を要する危険なものまであります。また明ら
かな自覚症状がみられない場合もあります。胸痛の原

臨床検査部　生理機能検査室

因も心臓だけではなく、周辺臓器が関わっている場合
もあります。検査を受けて原因が分かれば治療を行え
ますし、心臓が原因ではないとわかれば他の原因を考
えて追加検査に進むことができます。健診や病院で受
ける通常の心電図検査は、電極を体に付けているほん
の数分間のみの記録であり、その前後の心電図波形が
どんなものかは分かりません。人によっては症状が出
たり出なかったりもしますし、外出中の移動時や、夜
間など自宅にいる時にしか症状が出ないという方もい
らっしゃいます。そういったときの心電図波形を知り
たいときに、この長時間心電図検査が役立ちます。
ご希望の方は、まず当院主治医にご相談ください。
主に内科・循環器内科で取り扱っております。
院外からの紹介により、検査のみの依頼も受け付
けておりますので、かかりつけの先生にご相談いた
だき、各医療機関より生理機能検査室までご連絡い
ただきますようお願いいたします。

約 55g
約 54 × 54 × 17mm

約 99g
約 84 × 72 × 29mm 重さは約半分、大きさも

ひとまわり小さくなりました

今年度の看護研究は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響もあり１ヵ月遅れての開催になりました。感染対策
を徹底し、令和 4年 3月 19 日（土）に開催することがで
きました。前年度に引き続き外部講師の川崎市立看護短
期大学の五味先生にご指導していただき、活動報告 1題、
研究発表 5題の発表があり、研究発表後には、それぞれ
に総評をいただき、貴重な学びの時間となりました。また、意見交換も活
発に行われ、日頃の看護研究の取り組みの成果が感じられました。
毎年開催され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。研究を研究で終わらせるのではなく、研究で学び得たことを活
かし質の高い看護を提供していきたいと思います。

ホルター心電計（旧） ホルター心電計（新）
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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）

個人情報保護方針
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220 円／ 30 分
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500 台
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21 台

P1

P2
ノクティ駐車場

グランデール駐車場
タイムズ溝口

マルテイ溝口 1 丁目パーキング

高津中央病院駐車場 130m

150m

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 春の行事食

献　立
ふくさ寿司
桜蒸し
付け合わせ：おくら煮浸し・茶巾絞り
五目おろし和え
えびの鹿の子揚げ
清汁（海老つみれ）
ひなあられ


