
　私たちは、総合的かつ高度な医療の提供を通じて、県民に

信頼され、心あたたまる病院をめざします。

１．心身ともに全人的な医療を提供します。

２．質の高い医療、特殊・先駆的医療を提供します。

３．安全管理を徹底し、患者様本位の医療を提供します。

４．救命救急医療の充実を図ります。

５．地域医療機関との連携に努めます。

６．個人情報の適切な管理を行います。

７．健全な経営に努めます。

福井県立病院理念・基本方針

基本方針基本方針基本方針

理 念理 念理 念 「円を描く道具」「方角を示す磁石」
　の2つの意味があります。
　この広報誌が皆様と当院の輪（和）
　を描くものとなり、また皆様にとっ
　て有用な情報を提供することで、
　今後の皆様の健康の道しるべとな
　れるよう願いを込めて名づけられ
　ました。

「コンパス」には、
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新聞やテレビで、県の情報をキャッチ！新聞やテレビで、県の情報をキャッチ！新聞やテレビで、県の情報をキャッチ！
「県からのお知らせ」（毎月1日、15日に掲載）
「おはようふくい730」（FBC／日曜）
「ほっとふくい」（ftb／1・3土曜）
「まちかど県政」（FBC、ftb／日曜）
「県政広報ふくい」（奇数月発行）

新　　　聞
テレビ番組
　　〃
　　〃
広　報　誌

※ラジオやインター
　ネットでも提供中。

県広報課
0776-20-0220

お問合わせ

健康長寿の福井

10月 13日（土）に福井赤十字病院と連携して、防災訓練を実施しました。
（調剤体験の様子）

（医療機器使用体験の様子） （リハビリテーション室での車いす体験の様子）

・今日はとても楽しかったし、ためになりました。家に帰ったらみんなに話をしたいです。
・薬剤師にもともとあこがれていたけど、やっぱり薬剤師になってみたいと思った。

参加者の
感 想

　訓練は、福井市で震度６弱の強い地震が発生したという想定で行われました。当院の職員約 110 名と模擬患
者役の県立看護専門学校の学生約 50 名が参加し、トリアージや応急救護、災害対策本部の設置や運営の手順
を訓練しました。
　また、今年は災害拠点病院指定要件の「二次救急医療機関との訓練」も兼ねて、福井赤十字病院のＤＭＡＴ
にも参加してもらいました。治療途中に当院では治療できないと判断された患者が発生し、他県へ広域搬送す
るため、福井空港へ福井赤十字病院の救急車で重症患者を搬送するという設定の訓練も行いました。

特　　集
お知らせ
特　　集
お知らせ

県立病院ボランティアの会の紹介

▶福井県立病院探検隊を実施しました。
▶がん医療センター「市民公開講座」を開催します。
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福井県立病院探検隊を実施しました。

がん医療センター「市民公開講座」を開催します !!

福井県立病院では、県民の皆さんを対象に、がん治療について分かりやすく解説する
市民公開講座を下記のとおり開催します。

お 知 ら せお 知 ら せ

日　時：平成 25年１月 27日（日）13：30 ～ 16：00
会　場：AOSSA　８階　県民ホール
内　容：新しいがん治療について
　　　　　～陽子線治療・体に負担の少ない内視鏡治療・乳がん手術について（時代の推移と術式の変化）～

参加無料

　８月１０日（金）に福井県立病院探検隊を実
施しました。小学校５・６年生２７人が参加し、
院内の各施設で見学や体験をすることにより、
様々な医療に関する知識を深めました。
　普段は入ることのできない検査室や放射線室、
栄養管理室等を見学したり、薬剤師の指導によ
る調剤体験や臨床工学技士の説明の下での医療
機器の使用体験等を行いました。

   お問合せ先：福井県立病院経営管理課経営企画グループ   TEL：0776-54-5151（内線 2047）
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特 集 県立病院ボランティアの会のご紹介県立病院ボランティアの会のご紹介

病院ボランティアとは？

県立病院ボランティアの会の歩み

主な活動内容

　患者さんや付き添いの家族として病院を初めて訪れたときの不安を経験された方は多いと思います。そん
な時、やさしく受付の案内や声かけをしてくれるボランティアに出会うと「ホッ」とするのではないでしょ
うか。病院ボランティアは、患者さんがゆったりとした気持ちで治療が受けられるようにお手伝いします。

正面玄関ロビーの自動再来受付機や自動支払機で、操作
のわからない方や手足の不自由な方の補助を行います。
場所がわからない方の外来案内なども行います。

病棟～リハビリ室間の患者さん
の搬送･案内を行います。

ふれあい図書室「すいせん」での
貸出業務や病棟への移動図書を
行います。

緩和ケア病棟入院中の患者さんへ
ティータイムサービス、生け花、園芸、
傾聴などさまざまなサービスを行い
ます。

絵手紙教室や小児病棟における紙芝居
および読み聞かせなどを行います。

ボランティアに興味・関心のある方、一歩踏み
出して、そのあたたかい心を活かしてみません
か？活動時間・期間は自由で、年齢などの制限
はありません。どなたでも参加できます。ボラ
ンティアに興味をもたれた方、ボランティアの
申し込みを希望される方は医療サービス課ま
でお気軽にご連絡ください。

ボランティアコンサートのお知らせ

日　　時 内　　容 演奏者等
平成24年 12月 25日（火） 14：00～ マリンバコンサート 福井マリンバファミリー

リハビリ室ボランティア

図書ボランティア

緩和ケア病棟ボランティア

憩いボランティア

リハビリ室ボランティア

図書ボランティア

緩和ケア病棟ボランティア

憩いボランティア

　当院の１階のエントランスホールにおいて、不定期で様々
なボランティアコンサートを開催しています。
　12月の開催予定は、以下のとおりです。

10月 31日のボランティアコンサートの様子

●当院では、ボランティアを随時募集しています。●当院では、ボランティアを随時募集しています。

【お問合せ先】　医療サービス課　TEL:0776-54-5151（内線2062）

【活動日時】
曜　日：月曜日～金曜日（祝日を除く）
時間帯：午前8：30～午後4：00
　　　　※活動希望日・回数などはボランティア
　　　　　の皆様のご希望を優先します。

案内ボランティア案内ボランティア

平成10年10月 県立病院ボランティアの会設立
音楽演奏、外来案内、リハビリ患者搬送、タオルたたみ、術衣修繕

平成13年 絵てがみ教室、サマーボランティア受け入れ、学校ボランティア体験受け入れ

病院設立～ 個別的に理髪、クリスマスギフト等の活動

平成14 年 移動図書ボランティア開始

平成16 年 5月 ふれあい図書室「すいせん」でのボランティア、緩和ケアボランティア開始
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