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ウィズコロナ時代の
新しい病院像

今まで通り患者さんのご紹介を
よろしくお願いいたします。

正面玄関で体温

計測を実施中で

す。37.5 度以上

の熱のある方は、

再検温や問診等

を行わせて頂き

ます。

サーモセンサー設置

対象の患者さんに対して事
前に抗原検査・ＰＣＲ検査
を実施し院内感染を防止
しています。

手術・内視鏡検査等前に
抗原検査・ＰＣＲ検査を実施

患者さんに安心
して受診して頂く
ために、発熱・咳・
痰・倦怠感などの
ある患者さんは一
般外来と別の場所で診療いた
します。

発熱外来

安心・安全に
診療を受けられるよう
感染対策を行っております
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ウィズコロナ時代の
新しい病院像

病院長　長堀 薫

連携頂く皆さまには、常日ごろからご協力頂き深く感謝申し上げます。

コロナ禍の自粛要請で、皆さま大変ご苦労されていることでしょう。今まで良しとされていた、相手の目を見

て想いを感じ取りながらの密なコミュニケーション、仕事のあとのお楽しみの会食や歓迎会。日常のすべてがリ

セットです。

感染の予防のためには、密集、密接、密閉を避け、できるだけ非接触で距離を取り、人と会う機会も減らす。

新しいスタイルの生活が求められます。 

このウィズコロナの時代に私たちはどうあるべきでしょうか。 

当院の軸はまったく変わりません。三浦半島の急性期診療の中核として、密な協力関係にあるアライアンス病院、

医師会、行政のみなさんとともに、市民に最適な医療を提供していくことです。 

当院は三浦半島で唯一重症者を受け入れ、隔離病棟をゾーニングして中等症、疑似症を診療してきました。新しい感

染に市民も、患者さんも大きな不安を覚えられたと思いますが、現時点では第一波を乗り越えています。（7月6日現在）

当院では院内感染はおきていません。防護服を着て、3 重の手袋という重装備で治療を続けるという過酷な

環境でも、スタッフは繊細な注意を払ってくれました。

実態のわかっていない病気に対応し、さらに自分が感染する恐怖と闘わなくてはいけないのに、実は差別や

偏見の目がありました。入店を拒否される、学校の入学式を断られる、医療従事者の夫というだけで濃厚接触

者と誤認されて 2 週間休まされるなど悲しい事実があります。

一方で、温かい励ましも多くありました。マスクやフェイスシールドなど防護具、お菓子やお弁当、折り鶴など

多彩なエールを頂きました。お礼の色紙をお送りしたところ、温かい心の交流としていろいろなメディアで取り上

げてくださいました。

この先感染者が増大しても通常の診療を十分に受けられる体制を整え、コロナ対応でも安心・安全を提供し

ていきたいと考えています。 
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病院から出した
お礼の手紙

地域の皆さんから
たくさんのエールを頂きました

心から感謝申し上げます
「大変な中、医療者の皆さんを応援したい！」とありがたいお言葉に添えて、地域の方々、職員の親族、OG、多くの

皆さんからエールを頂いております。

大変さの違いはあれ、皆が大変な時期でのお心遣いに職員一同本当に感謝しております。

このようなエールを頂ける私達は、皆さんに支えられているのだと改めて感じる日々です。

横須賀共済病院　職員一同（ブランド推進室）

岩戸大矢部学童クラブの皆さんから
お手紙が届きました♪

横須賀市いわとともしびチームさんより
千羽鶴を頂きました♪

上地横須賀市長より
カーネーションが届きました♪

「社会福祉法人なないろ」さんより
手作クッキーを頂きました♪

地域の洋菓子屋さん
Lisa's Cake Marketさんより
焼き菓子を頂きました♪

病院から出した
お礼の手紙
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2020 年 6月24日
海上自衛隊音楽隊の皆さんから応援演奏をして頂きました。
3曲 20 分ほどの演奏時間でしたが、力強く・やさしい音色に
非常に感動を覚えました。
たくさんの職員・患者さんが聞きいっていたのが印象的でした。

海上自衛隊音楽隊の皆さんから

応援演奏をして頂きました。

窓から演奏を聴く
たくさんのスタッフ
たち

心に響く演奏で
勇気を頂きました

4 5



三浦半島の救急医療の
「紡ぐ糸」として、
切磋琢磨して参ります。

救急科　部長　土井 智喜

Profile

認定資格

日本救急医学会専門医、日本集中治療医学会専門医

出 身 校

横浜市立大学医学部 　平成 15 年（2003 年）卒

第12弾

拡大版 救急科
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三浦半島の救急医療の
「紡ぐ糸」として、
切磋琢磨して参ります。

「院内外を問わず全ての急患は当院救急科の患者さんである」
をモットーに日々診療しています。あらゆる救急疾患や多数傷
病者発生に対応するためにも、横浜市立大学医学部救急医学
教室のネットワークを生かして、地域を越えた面での病病連携
ができているのが強みです。また急変時の対応ができる人材育
成のために、日本救急医学会が認定する蘇生トレーニングコー
ス（ICLS コース）を当院で全医療従事者を対象に定期開催して
います。

救急科のウリについて
お聞かせください。

　緊急事態宣言中は自粛生活であっ
たため、セルフケアとして家での筋ト
レをはじめました。自分の体を見つめ
直す機会となり、 で゙きる・できない”
が客観視できました。個人的にはバ
ランスボールを使った筋トレがオスス
メです。無理をせずに細 と々続けてい
ます。

最近のプライベートの楽しみを
教えて下さい。

三浦半島の急性期病院として、安心で安全な救急医療を提供で
きるように努めて参ります。急を要する患者さんで紹介先の窓
口が分からない際は、24 時間 365 日、いつでも当院救急科に
ご連絡ください。適切に対応いたします。今後ともよろしくお
願いいたします。

地域の先生方に
メッセージをお願いします。

救急科医師インタビュー

私は外科と離島医療経験がある異色の救急医です。
三浦半島最後の砦を担っている自覚をもち、与え
られた責務を果たします。
また自分しかない視点も大切にして地域包括ケア
システムを意識した診療に努める所存です。
よろしくお願いいたします。

（久里浜横井クリニックの次男坊です。いつも父
がお世話になっております。）

専門領域
救急医学、集中治療領域
学会専門医資格
日本救急医学会救急科専門医、日本外科学会外科専門医
経歴
川崎医科大学　平成 23 年（2011 年）卒

医師　横井 英人
平素よりお世話になっております。当院での治療後の
患者さんのフォローアップをいただき、いつもありがと
うございます。今後とも地域の先生方とも密に連携を
とらせて頂き、ご紹介頂いた患者さんの救急集中治療
を全力で対応させて頂きますので、今後とも御指導の
ほどよろしくお願いいたします。

専門領域
救急医学、集中治療医学
学会専門医資格
日本救急医学会救急科専門医
日本救急医学会 ICLS インストラクター・コースディレクター
日本医師会認定産業医
経歴
獨協医科大学　平成 24 年（2012 年）卒

医師　髙橋 充
当院は横須賀地域の 3 次救急施設として、内因
性はもちろん外傷症例の診療にも力を入れており
ます。地域の先生方との連携を強め、「防ぎ得た
死ゼロ」を守って参りたいと思います。

専門領域
救急医学、集中治療、外傷外科学
学会専門医資格
日本救急医学会学会員
経歴
日本大学医学部　平成 28 年（2016 年）卒

医師　渡邉 活

救急科スタッフ

当院での COVID-19 対応の様子
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〜世界随一のメディカルエリアとリサーチ環境を経験して〜

耳鼻咽喉科　医長　百束 紘

2018 年 4 月から 2020 年 3 月までアメリカ、ボストンにある Massachusetts 

Eye and Ear Infirmary (MEEI, Massachusetts General Hospital に隣接する

眼科耳鼻科専門病院 ) へ留学してきました。2 年間全く臨床から離れ、基礎研

究に従事してきましたが、一部は聴神経腫瘍の臨床データを用いた研究もしてい

たため、ほんのわずかだけ臨床に関係した研究もしてきました。

ボストンはアメリカ東海岸に位置し、ニューヨークから車で 3 時間ほど北

東へ行ったところになります。ニューイングランド地方と呼ばれる、Maine, 

Vermont, Massachusetts, Rhode island, Connecticut の 5 州の 州都とも

呼ばれているところです。アメリカ独立の発端となった地で、アメリカでは最も

歴史のある都市とも言えます。ボストンは学術都市としても有名で、Harvard 

University や MIT、Boston University といった最難関の大学があり、研究が

盛んで、多くの企業も挙ってボストンに支社を出し（もちろん日本の製薬会社も）、

これらの大学とコラボレーションをしています。したがって、世界中から多くの留

学生や研究者、臨床医が集まり、非常に competitive な環境です。

私の赴任したラボは内耳の研究をメインとしていたため、内耳の外植片培養や

マウスの ABR、中耳、内耳アプローチなどの技術を習得し、いくつかのプロジェ

クトに参加させて頂き、2020 年 6 月現在、2 本の共著論文を発表することがで

きました。聴神経腫瘍のプロジェクトについても現在投稿準備中です。臨床に関

しても、外来や手術の見学をさせて頂き、日本との相違について学ぶことができ

ました。また多くの外国人および日本人の友人を作ることができ、人生において

も非常に有意義な時間を過ごすことができたと思います。

2010 年に横須賀共済病院へ耳鼻咽喉科医として最初に赴任し、大学院への

進学のため、一度横須賀共済病院を離れた後、2016 年より横須賀共済病院へ

再就職しています。今後とも当院の耳鼻咽喉科疾患、強いては、耳科疾患のレベ

ルのさらなる向上、ならびに、一人でも多くの患者さんの笑顔が見られるように、チー

ム一丸となって邁進していきたいと思います。最後に、留学の機会と金銭的援助を

して頂いた国家公務員共済組合連合会および横須賀共済病院、そして私の欠員に

より負担をかけることになった当院スタッフに感謝御礼申し上げます。

Profile

認定資格

耳鼻咽喉科専門医、めまい相談医

出 身 校

信州大学医学部　2008 年卒
横浜市立大学大学院医学研究科　2016 年卒
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MESSAGE
２年間のボストン・ハーバード大学への耳科研究で留学させて頂いた百

束医師が復帰し、内視鏡を用いた低侵襲耳科手術を行い短時間かつ低

侵襲での治療を提供しております。

令和２年度の体制は、副部長に森義明医師（睡眠時無呼吸、扁桃腺、

頭頚部）、百束紘医長（耳科手術、頭頚部、めまい）はじめ、昨年度より

引き続いて神奈川県立がんセンターから赴任した吉村太一医師（頭頚部、

鼻科手術、耳鼻科一般）、本年 4 月より北海道がんセンターから古川駿

医師（頭頚部、耳鼻科一般）、南共済病院から松下祐希子医師（耳鼻科一般）

が診療に従事しており、部長の鈴木一雅（頭頚部、耳科手術）と 6 名体

制で、より充実した診療を提供しております。今後とも手術適応の患者さ

んはもちろんのこと、耳鼻咽喉科疾患でお困りの患者さんのご紹介をよ

ろしくお願いいたします。耳鼻咽喉科　部長

鈴木 一雅

世界で初めてエーテルを用いた全身麻酔手術を行った
エーテルドーム

ラボの仲間との集合写真

プールパーティ

Massachusetts Eye and Ear Inf irmary
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　中央検 査 科では、大きく検 体 検 査 部門（採 血、
検体受付、生化学、免疫、血液、凝固、一般、細
胞免疫、遺伝子、輸血、細菌、病理）と、生理検
査部門（生理、健診）で様々な検査を担当していま
す。2008 年には臨床検査の国際規格「ISO15189」
の認定を取得し、品質の高い検査をより迅速に臨
床へ提供できる様、精度管理や業務改善に取り組
んでいます。これからも病院多職種スタッフの方々
と連携し「よかった。この病院で」そして「よかった。
この検査科で」と思って頂ける中央検査科を目指し、
更に努力をしてまいりますのでどうぞよろしくお願
い致します！

患者さんのために、正確かつ迅速な臨床検査を！

「ISO15189」認定

探訪署部

輸血科

細菌
検査室

染色体を
見ています

中央
検査科

中央検査科
技師長

難波 真砂美

日本輸血・細胞治療学会、
輸血機能評価認定制度（I&A制度）

認証施設に認定されており
安全安心な輸血体制を

とっております

質量分析機を
使って菌種同定が
迅速に可能です

10



生化学自動分析機で
年間約 280 万件

検査を行っています

経験豊富な
採血室スタッフ

病理診断科

部長　津浦 幸夫

正 確なのはもちろ
ん 迅 速 に 検 査 を

行っております

が ん ゲノム 医 療
にも 携 わってお

ります

検体
検査室

生理検査室

22 名 体 制 で
生 理 検 査 全
般を実 施して

おります。

当院での業務の他に、横須賀市救急医療
センター駐車場に設置されている横須賀
PCR センターの検体採取業務に当院臨床
検査技師を週５回ほど派遣しております。

（その他医師・看護師についても派遣）
なお、臨床検査技師による検体採取資格
については 70 名中 61 名取得しており全
員取得を目指しております。
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横須賀共済病院

残暑お見舞い申し上げます。

まだまだ暑い中、皆様どうお過ご

しでしょうか。

本年は、新型コロナウイルス感染

症の影響で制約が多い夏と思いま

す。皆さんはどの様な楽しみを見つ

けましたか？私自身も新たな楽しみ

を見つけていこうと思っているとこ

ろですが、今のところ飲食店のテイクアウトが唯一の楽しみになっ

てます。（笑）

今月の表紙は、元気で爽やかなイメージがある「ひまわり」にし

ました。

皆でコロナ禍を元気に爽やかに乗り切りましょう♪

地域連携室　山田・小松

編集後記

 理　念

患者さん・家族・職員

すべての人が安心できる

病院をめざします

よかった。
この病院で

メンタルケアチームからの
ワンポイントアドバイス
現 在、新 型コロナウイルス（COVID-19）に 対して世界 中で
様々な対 策が 取られていますが、未だ 終息の目途は立ってい
ません。このような感 染の拡 大は、人の心に不安や恐 怖、怒
り、興奮、不眠など様々な感情や心理的状 態を引き起こしま
す。こういった 反 応は 決して特 別なものでは 無く、誰にで も
起こり得る自然な反 応です。そして COVID-19 に感 染した患
者さんやご 家族はもちろんですが、COVID-19 の対応に携わる医療者やそのご 家族も様々な不安を抱えています。そ
こで、横 須 賀共済 病院ではメンタルケアチームを発足し、病院 職員やそのご 家族のメンタルヘルスケアにあたっていま
す。ここでは医療従事 者とそのご家族のメンタルヘルスケアを行う上でのポイントを紹介します。

切り絵ボランティア
川尻氏 提供

Point   - ポイント -

① COVID-19 がもたらす影響を理解する
ウイルスそのものだけでなく、不安、差 別や 偏見も感 染します。

②職員自身や家族に起こりうるストレス反応について知る
緊張状 態のなかでは、自分の疲労やストレスに気づかないこともあります。意 識
して、自分自身を観察する機会を持ちましょう。

③こころの健康を維持するために必要なことを知る
後 述する「セルフケアのコツ」が大 切です。

④それぞれの立場でできるサポートを実践する
医 療 従 事 者も人 間ですので、決して万能 ではありません。現 実という限 界 のな
かで、自分にできることをすれば良いのです。また、医 療 従 事 者 の中には 親の
立場である方も多く、子どもたちが 差 別を受ける不安 や、子どもたちのメンタル
ヘルスケアについても備えておくとよいと思います。

セルフケアのコツ
□いつもと同じ生活をこころがける
□ 情 報 か ら 離 れ る（ イン タ ー ネット、

SNS、テレビなど）
□気持ちを表現する（相談する、ノートに

書く）
□ つながりを維持する（家族、友人など）
□リラクゼーション（呼吸法、ヨガなど）

正確な情報を共 有し、相談しやすい環 境を作り、組織としてサポートしていくことが大切です。ともに力と心を合わせて、
COVID-19 感 染拡大に伴うストレスを乗り越えましょう。

 退職医師
麻酔科 …………川﨑 理栄子（6/1 退職）
泌尿器科 ………深澤 武史（6/1 退職）
救急科 …………古見 健一（6/30 退職）




