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「節電と風鈴」

▲等々力の 「風鈴市」

涼しげな首色は
涼風を誘います……

▼節電風景

ご理解ご協力
ありがとうございました

――― 理念 ―一―

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

3月 の東日本大震災発生以来、私たちには、計画

停電、原発問題、猛暑 ・豪雨の異常気象と次から次
へと誰も経験 した事の無い事態が続き、ともすれ

ば、日々の業務が滞らざるを得ない状況が継続して

おります。

しかし、倉U立55周年の取組み課題とした 『病院機

能評価受審に取 り組み、チーム医療体制の確立に

チャレンジし、医療提供体制の強化を実現する記念

の年とする』ことへの挑戦は今こそ一層進めなけれ

ばならないと思います。

その第一弾として、当院では予てより準備を進め

て来た1号館 2階 病棟の運用を9月 1日から開始し

ます。これは、病状の安定した患者様にリハビリや

在宅復帰支援などを行う 「亜急性期病床」を病棟内

に開設し、併せて安全で安心な入

院診療体制を確保するため3階病

棟と2階病棟の管理体制を強化す

ることを目指 し、関係部署が協力

し万全の準備を進めています。

また、創立50周年を迎えた際に実施した 「患者満

足度調査」を8月 に実施ぎせていただきました。入

院および外来の息者様から無記名で当院に対するご

意見ご希望を伺い、後日、委託した調査機関に結果

分析させ病院の質の向上を目指す有効な材料として

病院全体で検討し、経営計画 ・改善策の検討を行う

予定です。同時に、病院機能評価受審に向け、全部

署での業務見直しの取組みも推進しております。



新任です″ よろしくお願いします!

「看護体験 ・職業体験」
受け入れを行つています !

看護部総務委員会

本年度は大震災発生の影響もあり受入れの要請が遅

くなった感 じですが、平成23年度 「1日 看護体験 ・

職業体験」を地元の 3中 学校、 1高 校から延べ28名

の希望者の体験受入れを8月 に実施中です。

8月 2日 から看護師偲験 ・薬剤師体験を行った中学

生のみなさんの終了後の感想です。

●「実際に看護体験をしてみて、患者さんとのコミュニケー

ションをしっかり取らなくてはいけないということを学
んだ」

0「普段入れない場所を見学し、特にCT・MRIなどドラマ

で使われる実物を見ることが出来、うれしかった」

0「清潔の援助体験で足を洗うことになったが、丁寧にや

らないといけないと思っていたが、患者さんから Fもっ

ロ
や■●

とゴ シゴ シや っ

て』 と言 われ、

しっかりやること

が患者さんのため

にな る と気 づ い

た」

●「3日間を通し、看

護師、入院病棟、

業rll師など普段見
ることのできない

病院の裏側を見さ

せてもらい、この

人たちがいるから

こそ入院 している

患者さんは、より

快適な入院生活を

送れるのだと知っ

た」

みとう  と しあき

御任 明 利

躍韓彰麟封東邦大学

腎韓彗離ヨ昭和59年度

睡話賢目封l脳 神経外科、水頭症、認知症

躍雲□隠封
日本脳神経外科学会専門医

日本神経内視鏡学会技術認定医

大学在職時より水頭症を専門として臨床、研究もして

来ました。現在も突発性正常圧水頭症 (歩行障害 ・認

知症 ・尿失禁)の 診断、治療にかかわっております。

神経内視鏡を使用 し、より低侵襲な治療を目指 し、水

頭症手術、脳内出血などの治療も行っております。

脳神経外科一般、認知症など気兼ねなく御相談 ・御紹

介下されば幸甚と存じます。宜 しくお願い致します。

物忘れ外来は火曜日午後 1時 30分 より予約外来とし

て行う予定です。

③釜詩●響●換
「看護フェスティバル」を開催しました

看護部 丹 羽 純子

今年度の看護フェステ

バルは、 「愛 ・希望 ・健

康 ・思いや り」をテーマ

に、 5月 22日 (日)10時

か ら15時 に開催 しまし

た。

今回は第20回の節日でしたが、3月 11日の東日本大

震災を受け、私たちが 「何か災害に関して地域の方に

提供出来ないか」をみんなで考えた結果、新コーナー

「災害時お役立ち情報」を作 り、災害時の応急処置、

災害時の持ち出し品、エコノミー症候群予防体操など

を行いました。更に、『地域の方が災害時に病院に望

む事』を記入して頂 くコーナーも設置し、貴重な意見

を伺うことが出来ました。

また、昨年も好評だつた血管年齢測定も150人を超

える方が計測に取 り組みをされましたが、今年はス

ムーズな運営が出来ました。

天候にも恵まれ、延べ人数840名 という昨年の倍の

多数が来院されおかげさまで大盛況であったことに加

え、今年 4月 に就職 した

若々 しいス タッフの笑

顔、挨拶が活気に満ちた

雰囲気 を作 り華やいだ

フェスティバルが実現で

きたと思います。

●【構iぼls
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高津中央インフォメーション,

当院の 『患者満足度調査』を実施 !

息者様からサービス全般について率直な評価や意見

をうかがうため、 8月 4日 より 『息者満足度調査』を

実施 しました。

●外来の息者さまには職員がアンケー ト用紙を直接

お渡 しし、すでに配付終了しました。

●入院息者さまには退院時に病棟で用紙をお渡 し後

日投函をお願いしております。

委託 した調査機関からの分析結果をもとに改善等に

取 り組むため行うものです。

本アンケー トは創立50周年時以来ですが、今年55周

年を迎える当院が今後さら

に息者さま、地域の皆様か

らの信頼にお応えできるた

めの重要な材料として活用

させていただきます。

多数の皆様のご協力誠に

ありがとうございました。

「熱中症を防ぐために」

在宅診療部 遠 藤 済 (内科部長)

2011年 真 夏の猛暑たけなわ

皆様いかがお過ごしでしょうか ?

◆「熱中症」にならないためには、まず熱中症をよく
理解することが大切です.

熟中症は、高温多湿の環境で 多 量の発汗などで、

体内の水分、塩分が不足 し、体温調節がうまく出来な

くなり、体温上昇、だるさの増強、吐き気、筋肉痛、

こむらがえり (足がつるなど)が 見られ、深刻な場合

は意識障害が出現、最悪、死亡することがあります。

血液検査時の異常 として、低ナ トリウム血症 (水

分、塩分不足)、腎機能障害 (尿がつ くれない)、CPK

上昇 (筋肉の障害)な どが多 くみられます。

◆熱中症の予防には

①まず、水分補給と塩分補給が大切です。発汗で水分

はもちろんのこと 塩 分も失われます。水だけの補

給では血波中の塩分濃度 (ナトリウムなど)が 低下

し(薄まり)、バランスをこわし、体調不良の原因に

なります。そのため塩分の補給も必要なのです。発

「初期消火訓練」を実施しました
防災対策委員会

本年度の第 1回 目の初期消火訓練を6月 21日に実施 し

ました。

当日は、強い日差 しの中、4月 入社の新人看護師を

始め各部署から昨年を上回る延べ127名が参加 し真剣に

操作訓練を行いました。

大震災の余韻が冷めやらぬ中、参加者全員が本当に真

剣な表情で毎年 6月 ・11

月の 2回 、定期開催 して

います。毎回新入職員の

参加は必須ということも

あって、今回も各部署か

ら合計113名 もの参加を

頂きました。

汗 を考慮 して作 られているス

ポーツ ドリンク (アクエ リア

ス、ポカリスエット、OS-1な

ど)を 摂取するのが合理的でお

すすめです。熱中症になり救急

車で搬送された息者さんは 「水

分はちゃんと摂っていたんだけ

＼

…

●

ど」とおっしゃる方が多いですが、思つているより、

多く水分をとらなければいけなかった場合や、塩分な

しで水分だけをとっていた場合もみうけられます。

②また、宣温管理も大切です。多くの場合は、扇風機、

エアコンの使用、こまめな適温管理ということになり

ます。今年は東日本大震災の影響で 「節電」が推奨さ

れておりますが、節電したために熱中症になり、命の

危険を犯してもいけません。とくに、ご高齢の方は、

節電より体調を中心にお考えいただいたほうがよいと

思われます。実際、政府、公的機関でもそのように呼

びかけているようです。

①さらに、体温を上げない工夫も必要です。通気性のよ

い衣類の着用、保冷剤、氷、冷たいタオルの使用、外

出時は日傘、帽子の着用、こまめな休息、日陰の利用

など予防する意識が大切です。

①また、高齢者の方は環境の急な変化への体の順応が比

較的困難であり、特に予防に気をつける必要がありま

す。周囲から積極的に水分、塩分摂取を促さないとい

けない方も多いので御家族の方、介護者の方はご注意

いただくようお願いいたします。

以上の点を注意して、暑い夏を無事に乗り切りましょ

う!!

PS当 院にも在宅診療部門があります。通院が困難で

お因りの方などご相談いただければと存 じます。



高津中央● ピ● ク●  ●
*糖 尿病教室について*

植尿病教重開催チーム (安田美恵子)

平成23年度第 2回糖尿病教室が、 9月 に開催されま

す。

なお、第 1回の糖尿病教室は7月 に開催され、糖尿

病の治療について最新情報をお届けすると共に、運動

療法の実演はとても充実した内容になりました。暑い

中39名の方が参加してくださいました。

今回は
“
食事療法を美味しく!楽しく!"を テーマ

にワンコインランチ (食事会)を 企画しています。な

お、『ワンコインラン

チ』は会場 ・時間帯が

異なりますのでご注意

ください。

(3号館 3階 講義室

で 1 2 : 3 0 ～ )

◇9月 3日 (土)14:00～ 15:30
「糖尿病とは,治療と合併症」

◇9月lQ日(土)14:00～ 15:30
「日常生活について口お業について」

81号!子:程)'1子:秘:|:1富|)」、く塞墓墓あ》
「検査について。運動について」

虹が丘リハビリケアセンター

センター長  和 日 英 理

12年間センター長として虹が丘リハ

ビリケアセンターに貢献された鈴木卓

朗先生の後を受けて、この 5月 からセ

ンター長を拝命することになりました。

私は、日本医科大学を昭和50年に卒業 し、消化器外

科医局に入局後大学院を修了 し各地の派遣病院を回

り、大学附属病院での最後を虹が丘に近い付属多摩永

山病院故命救急センターで、この間に防衛医科大学の

第二外科へ肺血管外科の臨床研修のため出向させてい

ただいたのを含め約10年間在籍させていただきました。

その後、ご縁要請があって横浜市鶴見区で開業医の経

験もさせていただきました。開業医としては、最前線と

しての気概のなかにもアットホームなクリニックとして

地域医療に専念しておりました。急ではありましたが、

今年の4月 には後任の医師にうまくバ トンタッチするこ

とが出来、当センターに赴任 してまいりました。

ますます高齢化社会が進む中でこのセンターに期待

される役割も大きいかと微力ながら開業医としてお年

寄 り世も多 く接 してまい りました経験 も活かし、より

充実 したものにしてまいりたいと思ってお ります。

スタッフの皆様のなお一層のご協力をお願い致します。

>総含高津中央病院
川崎市高津区溝回+16‐7
TEL (044)822‐6121(イt)
http://wwwitakatsuhosp.or.jp

>高 津中央クリエック (健勃
川崎市高津区溝回1-16-3
TEL (044)822-1278 (イt)
htp://―itakatsuhosp.orijp/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 (lt)

>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 (イt)

①

Ｈ又集、

爆整翌叉葬/ど暑暑;暑禄
負檎穐1旧ど鳳究催贔琵亀窃弔轡亀琴名蓄種壱亀基的責務とを考え、個人情章R保護に関する

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

何人情報 の収集 ・秘 チ 舞傑

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

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。

②     、 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。

②ン 蚤慾塚統言遵…。
④署寮亀呂嘉這猷総竪賢筈腎ぽ髭持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
③ン 、名芸陥ては剛こ定め執

留甲都市線
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発行 :総含高津中央病院 ・広報委員会


