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“初夏の「東高根森林公園」と
病院近隣で撮影したあじさい”
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総合高津中央病院
理念・基本方針
理念

医療を通じて地域社会に貢献
します

基本方針

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

新型コロナウイルス感染症

−これまでの取り組みとウィズコロナへの転換−
看護部長

2019 年に中国で発生したといわれる新型コロナ
ウイルス感染症（以下 COVID-19）のパンデミック
では、膨大な数の感染者や死者数が報告され、未
曾有の大災害となっています。2020 年 1 月に国内
第 1 例が出現してから 2 年半経過した現在も新たな
変異株の出現があり、終息の兆しが見えないばかり
か、猛暑の中で第 7 波の始まりも危惧されています。
COVID-19 は医療従事者にとって生涯忘れることが
できない経験と大きな試練をもたらしましたが、感
染対策の向上、感染対策担当者の成長、組織一丸と
なって危機に対応しようとする組織風土の醸成の機
会にもなったと感じています。
当院は、神奈川県の重点医療機関協力病院として
の役割を果たし、地域の皆様に貢献できることを目
指して、発熱外来・帰国者接触者外来の設置、一般
外来患者のトリアージ、外来診療時の感染対策、救
急受け入れ態勢の整備、疑似症患者の受け入れ病床
設置、検査体制の構築などハード・ソフト両面にお
いて態勢を整備し、限られた資源と人材でどのよ
うにしたら可能かを前向きに考え取り組んできまし

雨宮 みち

た。その過程では、COVID-19 の
クラスターが発生し、通常診療を
制限し収束に一か月を要するという苦い経験もしま
したが、地域の皆様からの個人防護具や消毒薬など
の提供、継続した励ましのお言葉など多大なご支援
をいただき、2 年半という長期間にわたる困難を乗
りこえられたことも事実です。ご支援いただいた皆
様方にはこの場をおかりし、感謝申し上げます。
クラスター発生や第 7 波への脅威はありますが、
今後当院はウィズコロナという枠組みの中で、通常
診療体制を維持し、救急受け入れ態勢も含めて地域
のニーズに対応し、質の高い医療・看護を提供して
いかなければならないと考えています。感染症は
COVID-19 だけではありません。職員の皆様には引
き続き医療従事者として基本的な感染対策を実践す
るとともに、現行の対策の改善に一緒に取り組んで
いただきたいと思います。患者様やご家族の皆様に
は、面会制限などまだまだ多くのご負担をおかけし
ておりますが、ご理解の上、引き続きご支援いただ
きますようお願い申し上げます。

人工透析センター

隔離室

今回は人工透析センターの
隔離テントを紹介したいと思います !!
近年コロナ流行に伴いビニール隔離や仕切り板
が当たり前になりつつあります。
透析室でもビニール隔離ならぬ隔離部屋（仮）
が 3 月から稼働中です！
透析患者さんが陽性、又は濃厚接触者になって
しまった際にこの隔離ベッドを使用します。
1 ベッドに１台 HEPA フィルターを設置し、感染
対策には十分注意しております。
隔離ベッド以外のベッドにも使用毎に消毒を行
い日々気を付けて透析を安全に行っております。
今後は本格的な隔離スペースとなるように再工事
予定です。

日本透析医学会より引用
COVID-19 患者さまや疑い患者さまに透析を行う場合には、個室隔離が推奨される。
個室隔離透析が不可能な場合には、飛沫距離である 2 メートルを考慮して、周囲のベッ
ドと 2 メートル以上の間隔を空けて、間をカーテンや衝立などで仕切る空間的な隔離か
時間的な隔離により対応する。

高津訪問看護ステーション

高津訪問看護ステーションは、看護師 9 名（非
常勤含む）理学療法士 1 名で日々訪問看護を実践
しております。
現在は、0 歳から 98 歳の方を日々訪問させてい
ただいております。訪問看護の内容は多岐にわた
り、医療機器の管理、医療処置、服薬管理、傾聴
による精神支援、介護方法の指導、生活・育児指導、
ご自宅での看取り支援等があり、多職種の方々と
の連携も欠かすことができません。週 1 回のラン
チミーティングでは重要事項の確認や制度・疾患・
機器等に関する勉強会や研修参加者からの伝達講
習も行っています。
さらに今年度からは 17 時半からのイブニング
研修も開始しました。また、地域の方やステーショ
ンの前を通られる方に少しでもホッとしていただ
きたい！との思いから、大きな窓に季節に合ったデ
コレーションも始めています。大切な命と向き合う
毎日ですが、笑いの絶えないステーションです。

高津中央

「上期防災訓練」を実施しました！

防災対策委員会

火災・地震などの非常時に備えて訓練は欠かせませんが、
本年度も 7 月 14 日（木）に「上期防災訓練」を実施いたしま
した。
まず、新入職員などを対象として、消火器を用いての初期
消火訓練を行いました。次に避難訓練として「救助袋」を使
用する場合の設置方法を確認いたしました。それから、避難
経路の確認として、指定避難場所である「高津中学校」まで
の経路を実際に歩いて確認いたしました。
これからも災害発生時などに安全かつ迅速に対応ができる
ように日常の訓練を実施してまいります。
写真下と右下

写真右上 「救助袋」設置訓練
消化器を用いて初期消火訓練

食中毒に注意しましょう！
夏は病原性大腸菌、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌 な
どの細菌によるものが多くなります。 １日から数日の潜伏期間後に症状が出現し、発熱するこ
ともあります。 通常は水分補給と消化の良い食事を取っていれば、数日間で自然治癒します。

（予防方法として）
食品を十分に加熱することです。野菜や果物など生で
食べる食品は流水で十分に洗います。また調理器具を介
した感染を予防するため、まな板や包丁などはよく洗い、
熱湯や塩素系消毒液で消毒します。食事の前やトイレの
後、調理の前後、おむつの交換後などの手洗いは感染症
予防としては最も重要です。
また、うがいも行いましょう。

季節の一品料理

土用の丑の日

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。

た

溝口駅入口

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。

溝口駅前交番

教育および継続的改善

5

診療情報の提供・開示

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・開示に関しては、別
途、当院個人情報管理規定に定めます。

線
武
南

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。
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P2
P3
P4
P5
P6

P2 提携駐車場

Ｄパーキング
（1時間30分無料）

P3 提携駐車場

提携
駐車場

グランデール
駐車場
（1時間30分
無料）

ノクティ駐車場（2時間無料）

一方通行

高津合同庁舎入口

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
割引
ください。
の
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。
受け方
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

P1

P4

JR

個人情報に関する法令・規範の遵守
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ドン・キホーテ

三井住友
銀行

東急溝ノ口駅前

タイムズ溝口
（1時間30分無料）

AOKI

総合高津中央病院
マルエツ

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。
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P5 提携駐車場

マルテイ溝口1丁目パーキング
（1時間無料）

高津中央
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十字屋

2時間無料
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P6 提携駐車場

駐車場

個人情報の収集・利用・提供

“う

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。

溝口神社

P1 専用駐車場

た

当院の一部行事食にもあります。
鰻料理のアレンジにいかがでしょうか。

病院・駐車場のご案内

個人情報保護方針

巻きまし

”

土用の丑の日に鰻を食べる風習は古くからあり、
夏バテ防止・体力回復の効果があります。
豊富なタンパク質を始め、ビタミン A・B1・B2・
D・E、良質な脂質など優れた栄養素が
たくさん含まれています！
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今年の丑の日は 7 月 23 日と 8 月 4 日です。
2 回目にある丑の日は「二の丑」と呼び、
二の丑が存在する確率は 6 割ほどあります。
土用とは季節の変わり目の約 18 日間をさし、丑とは干支
の十二支で、年だけでなく日にちにも干支がつけられている
ので、18 日間の中で丑の日に当たるのが 2 日ある年もある
ということになります！

ご

に

鰻を

病院まで

高津中央病院駐車場

台数

割引時間

割引時間終了後の患者様負担料金

130m

13 台

2 時間 無料

D パーキング

150m

35 台

1 時間 30 分 無料

200 円／ 15 分

ノクティ駐車場

300m

500 台

2 時間 無料

250 円／ 30 分

タイムズ溝口

200m

22 台

1 時間 30 分 無料

220 円／ 30 分

・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。

高津区溝口 1 丁目第一

グランデール駐車場

200m

マルテイ溝口 1 丁目パーキング

40m

22 台

1 時間 30 分 無料

21 台

1 時間 無料

100 円／ 15 分

100 円／ 20 分
200 円／ 20 分

＊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。

▶総合高津中央病院

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

▶高津中央クリニック（健診）
川崎市高津区溝口 1-16-3
TEL（044）822-1278（代）
http://www.takatsuhosp.or.jp/clinic/

▶川崎北部居宅介護支援センター

川崎市高津区溝口 1-17-5 TEL（044）822-6159

▶高津訪問看護ステーション

川崎市高津区溝口 1-17-1 TEL（044）822-1287

発行：総合高津中央病院・広報委員会

