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　診療は先ず患者さんの訴えをお聞きすることから
始まり、検査・治療へと進みます。医師は、臨床検
査結果、ＣＴやＭＲＩなどの放射線検査結果などを
もとに診察所見を併せて診断し、これら検査結果を
記録として残すことが義務として求められます。そ
して、アメリカでは、医療クラークが外来でのカル
テ（診療録）作成や、検査・手術記録などの事務作
業で医師を補助しています。
　検査をオーダーするのは、医師であることが法律
で決められています。多くの指示を出し、その結果
をカルテに残すなど、診療の他に膨大な記録の作成
を求められます。例えば、手術後には手術記録を残
し、また手術で切除した病変部を検査し、病理検査
の依頼文書を作成します。アメリカでは、医師の口
述記録を医療クラークが手術記録として作成し、医
師の業務軽減が図られています。
　患者さんに診療内容を説明し、同意を得ること
が多くなっています（インフォームドコンセント）。
身体への影響が大きい検査や、手術などを行う際に
は、病状の説明と検査や治療内容について説明しま
す。その際に、説明内容の文章や図表と、同意文書
が用いられます。これら文書の作成も医師の業務で
す。この文書作成に医療クラークが関与することで、
医師はより丁寧に説明できることになります。この
ように、診療において必要な文書やカルテの作成を
医療クラークが補助することで医師の負担が軽減さ
れ、本来の業務に集中することが出来るようになり
ます。
　日本でも、一昨年の診療報酬改定時に、医療ク
ラークが働くことが許されるようになりました。具
体的に許される業務として、医療クラークは、「医
師の指示の下に、診断書などの文書作成補助、診療
記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作

業（診療に関するデータ整理、院内がん登録などの
統計・等）並びに行政上の業務（救急医療情報シス
テムへの入力・等）への対応」を行います。
　富山市民病院はいち早くこのシステムを導入し、
平成20年４月から医療クラークを雇用し、現在では
15名の医療クラークが働いています。当院での業務
内容の主なものは、診断書などの書類作成、診療記
録要約（サマリ－）の整理、学会や講演会、勉強会
に使用する資料の作成、外来および入院患者データ、
手術症例の登録・整理などです。この中で最も医師
の負担軽減になっているのは、年間５千件を超える
診断書・証明書の作成補助です。
　診断書や証明書は、患者の皆さんが療養する際に
必要な大切なものです。診断時に作成できる比較的
簡単なものから、生命保険の入院証明書や介護保険
主治医意見書、傷病手当証明書、傷害年金診断書な
ど多くの記載を要するものまであります。保険会社
の証明書は保険金に関するため、正確で詳細な記述
が求められます。これまでは、医師が診療の合間を
見て、あるいは時間外に書類を作成していました。
これら書類作成に医療クラークが補助してくれるよ
うになり、医師の負担は軽減しました。その結果書
類作成までの時間が短くなり、皆さんの下へ早く書
類が届くようになっていると思います。
　これらの書類には、多くの個人情報が含まれます。
このことへの配慮が出来なければ、医療クラークの
仕事は成り立ちません。また、医療用語の知識が必
要です。32時間を超える、情報管理、個人情報保
護、医療法規、医療安全などについての研修を終え
て、医療クラークとして働くことができます。これ
から、医療クラークが働く機会が増えてくると思い
ます。医療クラークに対する皆さんのご理解とご協
力を御願いいたします。

医療クラーク

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長

（医師事務作業補助者）



院長への手紙
「院長への手紙」にて、皆様から頂きましたご意見にお答えいたします。これからも、病院に
関しますご意見を頂きますよう、お願いいたします。皆様からご意見を頂くことによりまして、
病院を改善して参りたいと存じます。 　　　　　　　　　　　　病院長　泉　良平

　ご意見のように、診断書の交付に
つきましては、２週間の時間を頂く

ことを皆様にお願いしています。診断書には様々なも
のがあり、診断時にすぐおだしできるものから、身体
障害者診断書や傷病手当証明書など、これまでの診療
録などを全て閲覧して記載する必要があるものまであ
り、大変その種類が多くなっています。
　例えば、保険会社へ提出される生命保険入院証明書
では、保険金などに関連するため、行われた医療行為
（手術や検査など）を正確に記載しなければ私文書と
して有効にはなりません。そのような場合には、書類
作成に長時間を要することになり、書類の種類によっ
ては１時間を越える時間を必要とします。　

　また、これらの診断書は、医師自身が記載しなけれ
ばならないものがほとんどです。医師たちは、外来・
入院診療や検査・手術などの多くの診療業務を行う中
で、診断書を作成することであることにご理解を頂き
たいと思います。医師不足の中で、救急医療・高度医
療を行いながら、時間をひねりだしての診断書作成で
すので、多少の時間が必要であることにご理解を頂き
たいと思います。時間外・休日に出勤して書類を作成
することもあります。
　最近では書類の申し込み件数も増えています。昨年
１年間では、５千件を越える書類を作成いたしました。
このような事情についても、ご理解いただければ幸い
です。

　診断書などの書類作成について、
一昨年４月から多忙な勤務医を支援

するシステムが行われるようになり、医師の書類作成
などの業務を「医療クラーク」が補助することが認め
られるようになりました。当院では、いち早くこのシ
ステムを取り入れ、一昨年から６名を、また昨年４月
には３名を採用しました。また本年からは６名のク
ラークを採用し、現在では15名の医療クラークが診断
書作成などの医師補助業務にあたっています。

　診断書作成に必要な診療情報には患者さんの個人的
な情報が多く含まれます。このため、情報管理や個人
情報保護、医師法や医療法などの医療法規などについ
て十分に研修を行い、医療クラークとして採用してい
ます。32時間の研修を終えなければ医療クラークとし
て採用されません。
　難解な医療用語をつかう必要があるため、書類作成

に時間と労力を必要とします。しかし、最近では、医
療クラークが業務に精通してきたこともあり、診断書
などの書類作成については、これまでとは比較になら
ない短い時間で作成できるようになってきています。
ただし、最終確認は医師が行いますので、そのための
時間が必要であることについてはご理解ください。最
近では、ほぼ１週間以内で作成できるようになってい
ます。
　
　書類をお預かりする際には、２週間の時間をと申し
あげますが、このように院内のシステムが整備されて
きていますので、より早く書類をお渡しできるように
なっています。なお、お急ぎの場合には、そのことを
お知らせください。出来るだけ早い書類の作成を心が
けます。
　このような事情について皆さんのご理解を頂くこと
ができれば、大変幸いです。宜しくお願いいたします。

お答え

お答え

ご意見 「診断書などの交付について② －医療クラークの役割について」

　診断書はほとんどの場合急を要するものですが、富山市民病院では申請から交付まで２週間
が必要とされていますが、社会常識では考えられない日数と思います。窓口ではご理解下さい
と言われても、とても理解できるものではありません。早急に改善されたい。

ご意見 「診断書などの交付について① －診断書交付期限について」
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■ 専門診療の紹介 ■ 

スポーツ整形外科とは

　スポーツ整形外科が一般の整形外科と決定的
に異なる点と言えば，患者さんとして来院さ
れる選手（この原稿内ではあえて“患者”では
なく“選手”と言う言葉を使います）のほとん
どが日常生活動作ではほとんど問題なく，元気
で健康そうに見えることです．スポーツにおけ
るある特定の動きをすると痛み等の症状が出て
くる場合が多く，単純に内服薬や湿布薬，注射
などを使うことで解決するわけではありません．
痛い場所だけではなく全身を診察し，一見つな
がりのないように思える場所に問題が見つかる
ことも少なくありません．例えば肩の痛いピッ
チャーがいたとします．痛いのは肩ですが，問
題のあるのは下肢の筋緊張性の増加（柔軟性
の欠如）であったりします．人間の身体はつな
がっています．ある関節の動きには必ずその他
の関節の動きが伴ってきます．その流れの中の
どの部分に欠陥があっても，流れやバランスが
悪くなり、障害が起こります．また心理的な要
因などもきっかけとなり症状を出してくるので，
ゆっくり選手本人とコミュニケーションを図る
中で，この選手がどのような問題を抱えている
のかを心理的にもアプローチして考えます．そ
うした一連の診察の中で，どうやったらこの問
題を解決できるのか？診断をつけるというので

はなく，解決方法を選手と一緒に考えます．そ
して修正すべき点は修正し，強化するべき点は
強化するように指導します．どうしてもやむを
得ない場合以外には絶対に「スポーツを止めな
さい」とか「とりあえず休みなさい」とは言い
ません．

スポーツ整形外科外来の対象患者

　アスリートからレクリエーション・レベルの
スポーツ愛好家まで，スポーツ活動においてい
ろんな痛みや障害を抱える方が対象です．ス
ポーツをこよなく愛する方であれば年齢は問い
ません．

治療（早期復帰）と予防

　スポーツ傷害は治療も勿論大事ですが，その
“予防”が最も大事だと考えています．また傷害
の再発予防がその次に重要と考えています。私
たちはそのために何ができるかを日々勉強し、
考えています．また、スポーツ傷害の予防がい
かに重要かを啓蒙する活動も非常に大事なこと
であると考えています．「スポーツ整形外科の
話が聞きたい」というお声があれば，できる限
りその要望にお応えしようと思っています．

「スポーツ整形外科外来」　　　　　　　
整形外科医長　島　　洋　祐

専門診療の紹介
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最後に

　スポーツは人々の心や生活に潤いと張りを与
え，豊かにしてくれます．しかしその使い方を
間違えたり，過剰になったりすると身体や心に
傷害を来すことになるわけです．
　痛みなどの症状に対してじっくりと多方面か
らアプローチして，その原因を考えれば，解決
方法は見つかるはずです．一人で悩まず，また
いわゆる“スポ根”理論でかたづけず，是非一度
専門家に相談して下さい．一緒に解決方法を考
えましょう． 
　なおスポーツ整形外科外来に他院からの紹介
状は必要ありませんが，上記のごとく診察に時

間がかかりますので、なるべく前日までに電話
での予約をお願いいたします．ご協力のほどよ
ろしくお願いいたします．

Bahr R and Krosshaug T Br J Sports Med. 2005 より

どうやってスポーツによる傷害が起こるのか？

危険因子を
持った選手

受傷しやすい
環　境 受　傷

●年齢
●性別
●身体組成
●既往傷害，
　　　　関節不安定性
●解剖学的特徴
●フィットネスレベル
●スキルレベル

●人的因子
●装具／道具
●天候
●サーフェイス
●メンテナンス状況

●競技状況
●選手本人／
　　　　相手の行動
●バイオメカニクス

危 険 因 子 受傷メカニズム



　栄養科では、毎月、食事について満足度調査・残量調査を行い、残量の多い献立や、
ご意見をいただいた献立を検討しています。その一部をご紹介いたします。

対 象 者  入院されている患者様

調査方法  アンケートによる満足度調査・残量調査を実施。 評価が悪かった献立は、 工夫を加えて再調査を行う。

調査項目  「味・温度・硬さ・量・色彩」の５項目について３段階評価とする。

患者様に喜ばれる食事づくりを目指して患者様に喜ばれる食事づくりを目指して

　栄養科は、入院患者様に毎食、楽しみにしていただけるような食事づくりを目指しています。調査において「悪い」
という評価が多かった献立については、どの部分に満足していただけなかったのかを分析し、改善点を設けて再調

査を行っています。細かい調査項目にもかかわらず、毎回貴重なご意見、そして温かい励ましのお言葉をいただき、スタッフ
一同厚く御礼申し上げます。
　当院では、疾患や咀しゃく・嚥下能力に応じて様々な食事をお出ししていますが、主食の量、調理形態（刻み食・超刻み食など）
についても患者様のご希望に沿って、出来る限り対応させていただいています。お気軽に管理栄養士、看護師にご相談ください。
　患者様からは、日頃から様々なご意見をいただいており、病院給食に対するご要望が多様化していることが伺えます。栄
養科として、今まで以上に病室へお邪魔し、一人ひとりの患者様の思いを傾聴するとともに、入院中の食事についてご説明し、
ご理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 　　　　　　　　　　　　　　　　　（栄養科一同）

●ごはんの量を選べるとよい。
●自分の「適量」がわかり、勉強になった。
●スポーツドリンクを出してほしい。
●サラダバーがあるとよい。
●歯が悪いため、食べられないものがある。

●果物は刻んでほしい。
●野菜が多く、理想的な食事だと思う。
●うどん、そば以外の麺類が食べたい。
●バイキング形式にしてほしい。
●心のこもった食事に感謝している。

患者様の
ご意見から
患者様の
ご意見から

総評

※再調査の結果、味について「悪い」という意見が増加したため、
　今後のメニューから外しました。
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9%9%

23%23%

1%1%
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8%8%
13%13%

硬　さ

悪　い

10%10%
2%2%

●患者様のご意見「肉が硬くて食べられない」
●改善点　肉の大きさを小さくして食べやすくしました。　

26％ → 0％

30%

20%

10%

0%
0%0%

26%26%

□２回目
□１回目

若鶏じぶ煮

硬　さ

悪　い

●患者様のご意見「野菜が硬くて食べられない」
●改善点　茎や葉を除いて柔らかく仕上げました。　

28％ → 9％

30%

20%

10%

0%

□２回目
□１回目

□２回目
□１回目

かぶ色どり

温　度

悪　い

●患者様のご意見「魚が冷めてパサパサして食べにくい」

40％ → 0％

30%

20%

10%

0%

焼魚
●改善点　蓋をして温度低下や乾燥を防ぎました。

硬　さ

悪　い

10％ → 2％

30%

20%

10%

0%

40%

0%0%

40%40%
□２回目
□１回目

40%

味

悪　い

●患者様のご意見「魚が生臭い」
●改善点　魚を蒸す直前に再度、酒・塩をふり、
　　　　　生臭さを消しました。　

8％ → 13％

30%

20%

10%

0%

□２回目
□１回目

信濃蒸し

硬　さ

悪　い

●患者様のご意見「硬くて食べにくい」
●改善点　玉葱を加え、片栗粉を減らし、柔らかく
　　　　　仕上げました。

23％ → 1％

30%

20%

10%

0%

□２回目
□１回目

菜の花蒸し
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■ 満足度調査 ■ 
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■ お知らせ ■ 

　第３回市民講座「がんについて学ぶ会」を

６回シリーズで６月18日から７月23日までに

行いました。今回も、多くの方が参加下さい

ました。これからもより充実した内容で「が

んについて学ぶ会」を続けていきたいと思い

ますので、みなさまのご参加をお待ちしてお

ります。

第３回市民公開講座「がんについて学ぶ会」

　６月27日（日）に北日本放送のとやま情報

局という番組で、当院の『がん・なんでも相

談室』が紹介されました。

　番組の中では、『がん・なんでも相談室』

だけではなく、院内のがん医療に関連してい

る緩和ケア病棟、外来治療室、緩和ケアチー

ム、ふれあい地域医療センターなどについて

も紹介されました。

　番組放送後は、富山県内各地より「テレビ

を見て掛けてみました」「話せる人がいない

ので、話してもいいですか？」などの電話相

談がありました。

テレビ番組で紹介していただきました

　『がん・なんでも相談室』の広報ポスターが完成しました。新

緑を思わせるような生き生きとした緑を基調として、遠くからで

も目に付くようにがん・なんでも相談室を黄色で大きな文字にし

ました。左上のハートを持った女の子は『がん・なんでも相談室』

のイメージキャラクターで、がんとともに生きる人の心に寄り添

えるような相談室でありたいという願いが込められています。広

報ポスターは、富山市民病院の病院内をはじめ、富山市役所、富

山市保健所（保健福祉センター）各地区センター、地域包括支援

センター、訪問看護ステーションなどに掲示されます。

ポスターが完成しました　

がん・なんでも相談室がん・なんでも相談室
のできごと
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　汗は交感神経に支配されています。刺激

によって反射的に汗が出ます。この季節、

汗は汚い・臭いなど邪魔者のように考えが

ちですが、私たちにとって大切な働きをし

ています。汗の主な役割は、気化熱を奪っ

て体温を下げることです。激しい運動での

体温を抑える温熱発汗、精神的な緊張に

よって起こる精神的発汗、そして酸味や辛

味などの強い味覚刺激による味覚発汗があ

ります。皆さんもいずれかは経験がありま

すよね。

　汗は、皮膚表面のPHを弱酸性に保ち細

菌の繁殖を抑えます。しかし、汗をそのま

まに放置しておくと分解されてアルカリ性

に傾き、夏は菌の繁殖を容易にしてしまい

ます。だから、汗がアルカリ性に変化しな

いように、皮膚を清潔に保ちましょう。清

潔を保つためには洗う…つまり入浴が必要

です。

夏といえば…汗の季節です。

　乾燥肌の人や皮膚の弱い人は、低刺激性

の洗浄剤を選ぶとともに、使用量が多くな

らないように気をつけます。逆に頑固な汚

れは、泡立ちや洗浄力に優れたさっぱりし

た洗い心地のアルカリ性の石鹸が良い場合

もあります。

　アルカリ性、酸性の洗浄剤にかかわらず、

ゴシゴシするのはNG！綿のタオルなど

の柔らかい素材を選びましょう。どんな洗

浄剤も、ヌルヌルした感じがなくなるまで、

肌に成分が残らないように十分にすすぎま

しょう。

　最後に、夏も必ず保湿をしましょう。夏

だからといってスキンケアを甘く見ていま

せんか。夏でも乾燥肌に要注意です。乾燥

肌を招く原因は、冷房の効かせすぎや頻繁

な入浴・シャワー、入浴時のこすりすぎ、

熱すぎる風呂などがあります。

　これらに注意して、しっとりしたきれい

な肌を保ちましょう。また、汗をかいた後

は水分補給もお忘れなく。

入浴時のケアが大切！

皮膚・排泄ケア認定看護師

関口　聡子スキンケア対策



栄養科

食と健康の
たより

「脂質異常症」

野菜の豆腐ソースグラタン

　脂質異常症とは、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が正常より高い、また

はHDLコレステロールが低い状態を言います。脂質異常症は、動脈硬化を進行させ

脳梗塞や心筋梗塞を引き起こす要因になります。また、メタボリックシンドローム

の診断基準にもなっています。原因の多くは食生活などの生活習慣の乱れです。食

生活の改善や適度な運動を心がけましょう。

4

５
６

3
2
１ かぼちゃ、ブロッコリーは小房に分け、ラップをかけ、電子レンジで加熱する。

トマトは皮、種を除き１ｃｍ角に切る。

えびは酒、塩こしょうをふっておく。

山芋はすりおろし、絹ごし豆腐は軽く水切りする。牛乳、みそ、粉末だしの素を
合わせ、全部の材料を泡だて器でよく混ぜる。

グラタン皿にバターを塗り、①、②、③の材料を盛り合わせ、④をかけ、チーズをのせる。

電子レンジで約３分加熱する。

材料（２人分
）

●えび…………
●酒……………
●塩こしょう…
●かぼちゃ……

40g
6ml
少々
60g

●ブロッコリー…
●トマト…………
●バター…………
●チーズ…………

40g
60g
10g
30g

●絹ごし豆腐…………
●山芋…………………
●低脂肪乳…………
●白みそ…………
●粉末だしの素…

100g
50g

140ml
小さじ３
小さじ１

作り方

野菜たっぷりで低脂肪

予防のポイント予防のポイント

検査値をチェックしてみましょう検査値をチェックしてみましょう

（１人分）エネルギー：268kcal 　コレステロール：91mｇ

あなたの適正な
エネルギー量はどれくらいでしょう
適正エネルギー量
　＝標準体重（kg）×25～30（kcal）
    〈標準体重（kg）＝身長（m）２×22〉

高LDL－コレステロール血症

低HDL－コレステロール血症

高中性脂肪血症

LDL－コレステロール値　140mg/dl以上

HDL－コレステロール値　40mg/dl未満

中性脂肪（TG）値　150mg/dl以上

豆腐ソース

❶適正なエネルギー量の食事をとりましょう
❷1日３食バランスよく食べましょう
❸油脂類の摂りすぎに注意しましょう
❹食物繊維を多くとりましょう
❺適度な運動をとりいれましょう
❻禁煙を心がけましょう
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さんを偲んでさ石森ささささ石森さんを偲んで

尾　島　佳　子
市民病院ボランティア

　石森さんが急逝されて早いもので半年近く経
ち、季節はたくさんの雪に見舞われた寒い冬
から猛暑の続く夏になりました。その日も普段
と変わらず一緒にボランティアをしました。そ
れが最後になるとは想像のしようがありません。
今でも帽子と防寒具を身につけ元気なエプロン
姿の石森さんが目に浮かびます。アロマセラピ
ストを仕事としているのをご存知で『きよら』
に健康に関することを書いてもらえないかと頼
まれていたのが、こうして石森さんについて書
くことになるとは思いもよりませんでした。
　私は昨年末ボランティアを始めたばかりで、
振り返ってみるとご一緒にボランティアをさせ
ていただいたのはたったの５回だけでした。石
森さんは玄関の担当、私は受付担当として二人
で一緒に患者様のお手伝いをしていましたし、
ボランティアルームではいろんな会話をしまし
たので実際より長い時間を過ごしたような気が
します。
　およそ10年市民病院のお手伝いをされ、ボラ
ンティアの中ではリーダー的存在であり代表と
してボランティアに関する会議にも出席され
ていたので病院のことはよくご存知でした。と
ても穏やかな笑顔が印象的で、やさしく気遣い
が細やかでよく目をかけていただきました。ボ
ランティアの最中でも、ご自分はタイミングよ
く患者様に手を差し伸べられる位置にいられる
よう流動的に動きながら常に新人ボランティア
である私の様子を遠くから気にかけてくださり、
心強く感じました。
　ボランティア日誌は毎日欠かさず細やかに記
録され、その日の患者様の様子や病院の様子が
手に取るように伝わってきました。心から患者
様の対応をされていたことが伺えます。

　石森さんの代わりに
玄関でお手伝いをさせ
ていただく機会が数回
ありました。患者様か
ら「玄関に立ってい
らっしゃったお父さん
最近見ないけどどうし
たの？」「いつも玄関
にいてくれた男の方亡くなったんだって!?」と
声をかけられことが多く、改めて患者様に親し
まれていたのだと実感しました。「寒いのを気
遣ってバスが来たら呼んでくださるから、安心
して中で座って待っていました。」「体を気遣っ
て声をかけてもらいました。」「いつもいらっ
しゃったから、さみしくなったね。」など感謝
の言葉はお人柄を思わせます。病院は体調の優
れない方がいらっしゃる場所。敏感な方も多く
いらっしゃいます。患者様のちょっとしたお気
持ちを感じ取られ、お世話されていました。さ
りげないやさしさが温かく心に届いたことで
しょう。
　ご趣味は写真で、撮影のために車で遠出され
ることもおありのようで旅のお話を楽しそうに
されるときは生き生きされていました。写真や
旅行が好きな私はそのお話を聞くのが楽しみで、
今でもボランティアルームに飾られている石森
さんの作品を見るたびに思い出します。とても
心の温かい方にお会いできたご縁に感謝します。
石森さん、ありがとうございました。ご冥福を
お祈りいたします。



高校生の1日看護見学高校生の1日看護見学高校生の1日看護見学

展 示 作 品 紹 介

■切り絵「趣味を求めてパートＶ」
　山本勝重　【6月25日～7月16日】

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

７月16日から９月17日までの予定

８月27日～９月17日

久米　　武

石金　和子

大窪　　渉

あなたも絵を描きませんか

わたしの絵日記・６

「英遠の会作品」

８月６日～８月27日

７月16日～８月６日

■写真「呉羽山のたぬき」
　浅田臣枝　【5月14日～6月4日】

■写真「朝顔」
　中村　勇　【6月4日～6月25日】
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　看護職への理解を深め、進路選択の参考にし

ていただくことを目的として、７月12日・21日

に高校生の１日看護見学が実施されました。富

山市11校から61名の参加（女57名・男４名）が

あり、病棟で洗髪や手浴などを看護師と共に行

いました。患者さんから「ありがとう。とても

気持ちが良かった。」との声に、緊張して臨ん

でいた高校生の顔に笑顔がこぼれていました。

　今年度の５月に開催された「看護の日」のテー

マは「感動」でした。病気と闘う患者様との会

話や援助する事により人の力になれるという事

を実感し、看護職への気持ちが一層高まったよ

うです。また、看護師の仕事は医師の補助や医

療行為だと思っていた人がほとんどで、清潔援

助を行うなど療養上の世話に驚きを表していま

した。短時間の看護見学で「感動」を感じても

らえるのは無理ですが、生徒個々に何か少しで

も学びがあったと思います。

　午後からは、先輩看護師の「看護師になった

動機」や「経験談」を聞き、参加した生徒の中

には看護職への進路希望を強くした人が多くい

ました。進路相談にも熱が入り時間延長し説明

を受ける程でした。

　今回の看護見学で受けた新鮮で熱い気持ち

（感動）を、あこがれから実現に向け「看護の

道」に進んでいただきたいと思います。
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今月のイベントと院内の動き

▲

７月７日水
当院に４名、看護師になりたい、病院の中で仕事がしたいと思っている
生徒さんが来院されました。（14才の挑戦）

▲

７月12日月・７月21日水
高校生１日看護体験が行われ、県内の高校から61名の高校生が
参加されました。

•地域から最も信頼される病院になる。　•地域医療の質向上を牽引する病院になる。
•地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担う病院になる。

Vision

展望「将来どのような姿を目指すのか」

Value

価値観「我々が何を大切にして行くかのキーワード」

•私たちは医療を通して皆様の建康を守り、豊かな地域づくりに貢献します。

Mission

使命「富山市民病院の存在意義」

富山市民病院の理念富山市民病院の理念

総編集長：病院長　泉良平
編 集 部：家城岩松・齋藤勝彦・島竹恵美子・筒口睦子・川口宏・上田範子
　　　　　大杉真澄・田知花伸一・吉畑友香子
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          http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

•信頼：安全・安心、満足、透明性　•良質：技術、知識、向上心、科学的　•俊敏：迅速、効率的、的確
•思いやり：やさしさ、やすらぎ、おもてなし、親切　•つながり：連携、チームワーク、わかりやすさ

屋上へリポートにヘリコプターが到着しました。患者さんの搬送のため、
奮闘する当院事務職員の姿です。

　 表紙の解説［７/30撮影］


