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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
　　　　　　に対するさらなる対応

【御礼】コロナ対応の中、皆様から多くの支援物資をいただき　　　　誠にありがとうございました！
今後も職員一丸となって地域医療に貢献すべく頑張って参ります！

副院長　星　義次

2019 年夏に中国湖北省武漢にて発生し、その後
流行が世界中に拡大した新型コロナウイルス感染症
は、ここにきて日本では 1日の PCR 陽性者の数が
一定の数に落ち着き、緊急事態宣言が解除された。
約 100 年前（1818 〜 1820 年）に日本でも流行し
たスペイン風邪（H1N1 型ウイルス）では第 2 波、
第 3 波まで流行があった。1919 年に内務省衛生局
は「流行性感冒予防心得」なるものを出し、一般民
衆にその予防を大々的に呼びかけた。しかし、当時
は原因病原体の特定ができず、後日原因病原体が特
定されたのだが特異的な治療は出来ず、また、ワク
チンもつくれずにおり日本の隅々まで感染が拡大
し、集団免疫といわれるまでに抗体獲得が進むまで
終息しなかった。「流行性感冒予防心得」にはマス
ク着用、人ごみに出ない、帰宅時などのうがい、大
規模イベントの自粛・中止、学校の休校、患者の隔

離など今でも注意喚起されている
項目が記載されている。
6月上旬の限定的なデータではあるが日本人の抗
体保有率は 0.1％〜 1％である。流行の第 2 波、第
3波は必ずあることを想定しなければならない数値
だ。個々は免疫力を落とさないようにし、現代版の
「流行性感冒予防心得」を守り、国レベルでは有効
な治療法が確立され、さらにワクチンができるまで、
医療崩壊を防ぐためにも、各医療機関の外来の診療
体制を整備し、最重症者も含めて入院可能な病床を
確保し、それぞれの医療機関の能力に応じて役割分
担を決め、新型コロナウイルス感染症以外の疾患の
医療提供も確保することが必要である。そのために
は、複数の専門家チームを作り、それらの良いとこ
取りをし、経過に応じてフレキシブルに対応できる
力量が国には求められている。
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福島　尚子 荻原　　陽
東京慈恵会医科大学 昭和大学

外科
整形外科

よろしくお願いします。
7月からお世話になります。診療を
通じてよりよい生活を提供できるよ
うに頑張ります。

2014 年 2015 年

おぎわらなおこふくしま よう

小児外科の外来診療枠を
増やしました

東京慈恵会医科大学外科学講座小児外科の大橋で
す。
当院では 2014年から小児外科の外来診療を開始し、
鼠径ヘルニアや停留精巣などの手術を行ってまいり
ました。しかし、これまでは月 1 回の外来診療でし
たので、十分に対応しきれていなかったのではない
かと振り返っております。
そこで、2020 年 7 月より外来診療を毎月第 1、3 火
曜日に増枠させて頂くこととなりました。月 2回に
増えることでより細やかな診療が行えるのではない
かと思います。
小児外科の特徴として、新生児〜思春期という発達

東京慈恵会医科大学附属外科学講座小児外科　
静岡県三島市出身
2002 年	 東京慈恵会医科大学卒
2002−2005 年	 東京慈恵会医科大学附属病院外科
2005−2007 年	 カリフォルニア大学サンフランシスコ	
	 校胎児治療センター留学
2007−2010 年	 東京慈恵会医科大学附属病院外科
2010−2013 年	 町田市民病院外科・小児外科
2013−2014 年	 東京慈恵会医科大学附属病院外科
2014−2018 年	 慈恵医大葛飾医療センター外科　	
	 （小児外科を立ち上げる）
2018−現在	 東京慈恵会医科大学附属病院外科

エアマット導入

大橋伸介先生の略歴

「糖尿病教室」と「ワンコインランチ」につきまし
ては、今年度の開催を見送りとさせていただきます。
来年度の開催については、改めてご案内いたします。

段階にある
様々な年代
が対象であ
ること、良
性疾患が多
いこと、小
手術であっ
ても全身麻
酔下の手術
が必要なことなどがあげられます。長期入院が必要
な疾患は、大学病院と連携し治療にあたっていきま
すが（周術期のみ大学で、フォローアップは当院で）、
実際の臨床の現場では臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、痔
核手術、停留精巣固定術、膀胱尿管逆流症のDeflux
注入療法、リンパ管腫硬化療法など 1 泊 2 日で可能
な手術が多数あり、積極的に行っていきたいと考え
ています。
「親切に、丁寧な診療」をモットーに、高津区エ
リアの小児外科医療の発展に貢献できるよう尽力す
る所存でございますので、よろしくお願い申し上げ
ます。

「糖尿病教室」延期のお知らせ

当院では、褥瘡対策のために『エアマット』
を導入致しました。
患者様には、大変好評をいただいております。

モルテン社製エアマット
アメリア



高津中央高津中央

画像イメージ

筋力　　体操
＊自宅に居る時間が長くなっ
ている方は、少しずつで良
いので足腰の運動をしま
しょう！

＊各人の体力に合わせて、リ
ラックスして足腰を動かし
ましょう！

＊決してムリはせず、体調の良
いときに体操しましょう！

自宅で出来る UP

◆テーブルや椅子など安定した物につかまって行いましょう。
◆運動の効果を上げるため。1日 3食、食べるようにしましょう。また、エネルギーやたんぱく質（肉・魚
　／大豆など）を十分に取りましょう。
◆食欲がないときは、おかずを先に食べましょう。

◆リハビリテーション部 ワンポイントアドバイス◆

❶病院入口での手指消毒及び病院内での
マスク着用をお願いしています。

❷入院患者様のご家族様等の病棟面会訪
問については原則お断りしています。

❸外来患者様に対し、２号館入口で発熱
患者様のトリアージを実施しています。

❹当院側から要請した人以外の、部外者
の院内立ち入りを禁止しています。

❺専門業者による定期的な院内の清掃、
消毒作業を実施しています。

❻職員の不要不急な会議、研修会等の中
止や延期を実施しています。

【ご来院の皆様へお願い】
当院では、入院、外来患者様及び職員
を感染から守るため以下の対応を行って
います。皆様のご協力をお願いしています。

当院では
コロナ対策強化のため

病院内清掃を
ダスキンさんに委託
人が良く触る、ボタン、手す
り、シートなどを毎日３回以上
丁寧に除菌、清掃しています。

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症の感染者と接触した可能性について、
通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリです。

自分をまもり、大切な人をまもり、
地域と社会をまもるために、
接触確認アプリをインストールしましょう。

厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
略称：COCOA（COVIT-19 Contact Confirming Application)
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総合高津中央病院

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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画像診断部　副部長　金子隆之

病
院
推
奨
駐
車
場

P3
P4
P5

300m
200m
200m

2 時間 無料
1 時間 30 分 無料
1 時間 30 分 無料

250 円／ 30 分
200 円／ 30 分
200 円／ 30 分

500 台
22 台
22 台

P1

P2

P6

ノクティ駐車場
グランデール駐車場

タイムズ溝口

高津中央病院駐車場

タイムズ溝口駅前第６

130m

150m

40m

2 時間 無料

1 時間 30 分 無料

1 時間 無料

100 円／ 15 分

200 円／ 20 分

13 台

35 台

21 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。

・割引時間終了後　600 円／ 1 時間
・割引終了後 2 時間目から　300 円／ 30 分

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。

最新機器の紹介

画像診断部にて管理しているＸ線受像システムの
更新を行いましたのでご紹介いたします。
当部署では 5月より FPD（フラット	パネル	ディ

テクタ）にてＸ線受像システムを運用しております。
メリットとして撮影時間の短縮が可能になりました。
以前のCR（コンピューテッド	ラジオグラフィ）シス
テムでは撮影後に画像の読取り、表示されるまで 1分
程度かかっていましたが、FPDシステムでは数秒で
表示され確認することが可能です。またCRシステム
よりも高精細なＸ線画像を得られること、撮影ごと
のプレートの交換も必要がないため疼痛を伴う患者

さんなどの負担軽減可能です。
今後も当部署では画像診断機器の更新を検討して
おります。新しいシステムを導入し、患者さんに快
適で最良の情報を提供していきたいと思います。今
後ともよろしくお願いします。

Ｘ線受像システム


