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　三井記念病院は、その前身である財団法人三井慈善病院が

1909年に開院して以来、現在にいたるまで約100年に亘って当地

で医療活動を続けてまいりました。

　江戸時代、お玉ヶ池と呼ばれていた地に、天然痘に苦しむ多く

の子供たちを救うために開設された種痘所が、三井記念病院の

ルーツとなっています。社会福祉の『慈善の精神』と高度な医療の

提供を、三井記念病院はいつの時代も貫き続けてまいりました。

貫き続けた ”100年”の精神

お玉ヶ池種痘所跡の碑
1859年（安政6年）当時の古地図

に「お玉ヶ池跡」が記されている。

お玉ヶ池種痘所は「お玉ヶ池跡」

付近にあった勘定奉行・川
かわじとしあきら

路聖謨

の屋敷の一部に開設された。現在、

その跡地には「お玉ヶ池種痘所跡

の碑」が建てられており、現代医学

の行く末を見守っている。
 伊東玄朴  『伊東玄朴伝』より転載
（資料提供：佐賀県立佐賀城本丸歴史館）

お玉ヶ池種痘所跡の碑
東京都千代田区岩本町2丁目

「日本橋北内神田　両国浜町明細絵図」　1859 年（安政 6 年）（C）人文社
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1858年
（安政5年）

 5月 7日 東京大学医学部の前進である
江戸お玉ヶ池に種痘所開設

11月15日 種痘所が火事により類焼

1877年
（明治10年）

 4月12日 東京帝国大学が創立され、東京
医学校が東京帝国大学医学部と
なる

1878年
（明治11年）

11月 神田和泉町の大病院跡に東京帝国
大学医学部付属医院を開く

1882年
（明治15年）

 7月 1日 本郷の医学部付属医院を第一医院、
神田和泉町にあるものを第二医院
とする

1901年
（明治34年）

 1月29日 第二医院が火事により全焼

1906年
（明治39年）

 9月25日 三井家が第二医院跡地を入手、
100万円を寄付して財団法人組織
の慈善病院設立を決定

10月 3日 内務大臣から財団法人三井慈善
病院設立の認可を得る

1908年
（明治41年）

12月10日 三井慈善病院の建物が竣工

近代医学発祥地に由来する社会福祉の精神
近代医学の発祥とされる「お玉ヶ池種痘所」
　三井記念病院のルーツは江戸時代、日本近代医学の発祥とされる「お玉ヶ

池種痘所」にさかのぼります。当時、外国からの医術を禁止していた幕府

を動かし、種痘所設立へ導いたのは、長崎で多くの蘭学者を育てたシーボ

ルトの弟子である伊東玄朴や大槻俊斎らの蘭学医たちの熱意であり、天然痘

に苦しむ多くの小児が救われたといいます。

　「お玉ヶ池種痘所」は現在の東京都千代田区岩本町2丁目に開設され、

東京大学医学部発祥の地とされています。開設から半年後に種痘所は類焼し、

現在の千代田区神田和泉町で種痘事業を継続しました。その後、種痘所は

東京帝国大学医学部付属医院に発展し、本郷の医学部付属医院を第一医院、

神田和泉町にあるものを第二医院としました。

　第二医院は1901年（明治34年）1月29日早朝、消毒用ホルマリン洋灯から

出火し全焼。その後、第二医院跡地に三井家総代三井八郎右衞門が私財を

投じて、財団法人三井慈善病院を開院しました。

　「お玉ヶ池種痘所」の社会福祉の精神は、東京帝国大学医学部付属第二医院

を経て、三井慈善病院へと引き継がれていきました。 三井家総代  三井八郎右衞門（高
たかみね

棟）東京帝国大学医学部付属第二医院  所在地図
1883年 （明治16年）

東京帝国大学医学部付属第二医院

三井慈善病院の設立者であり、評議

員にも名を連ねた。病院設立後は、

欧米諸国の慈善事業や保険制度、

貧民救済制度、慈善病院などを

視察し、調査結果をその後の病院

運営にいかしたといわれている。

竣工当時の三井慈善病院　1908年（明治41年）

「風俗画報」が掲載した東京帝国大学医科大学付属第二医院
火災の様子
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1909年
（明治42年）

 3月21日 三井慈善病院開院式を挙行
（120床）

1910年
（明治43年）

 7月22日

11月 5日

小松原文部大臣が視察
平田内務大臣が視察

1911年
（明治44年）

 4月24日

 5月 1日

産婦人科設置
小児科設置

1914年
（大正3年）

   放射線科設置

1915年
（大正4年）

 マッサージ科設置

1916年
（大正5年）

 5月 付属産婆看護婦養成所が警視
総監から看護婦養成所に指定
される

1917年
（大正6年）

 1月19日 大森皇后大夫が来院

1919年
（大正8年）

 4月

 4月 7日

泉橋慈善病院 に改称

皇后陛下が行啓
病理科設置

1923年
（大正12年）

 9月19日 竹田宮妃殿下が来院され、
関東大震災の羅災者を慰問

 9月29日 皇后陛下が行啓され、関東大震災
の傷病者を慰問

1928年
（昭和3年）

 9月24日 望月内務大臣が来院

1930年
（昭和5年）

 1月13日

 3月12日

 6月 5日

高松宮殿下が来院
安達内務大臣が来院
東久邇宮殿下が来院

6 7

無料診療を行う慈善の精神

高度な医療を無料で受けられることから「救ヒノ門」と呼ばれた三井慈善病院の正門

吉岡徹氏によって描かれた『躋
さいみんじゅいきえまき

民寿域絵巻』1916年（大正5年）7月。全8枚で
構成されており、当時の困窮者の生活と三井慈善病院の様子が描かれている。

（左）第二図「緩急相扶」
貧困層の人々が仕事で使う荷車で病人を運んでいる。
解説には「下層ノ者ハ互ニ相頼リ相扶クルコト上、中層ノ人々ヨリモ遥ニ厚キモノアリ」とある。

（右）第五図「恵ノ手」
診察を東京帝国大学医科大学に委託し、高度な医療を行う一方、医学を志す若者の教育機関
として、教育にも力を注いだ。解説には「医師五十人、薬剤師六人、事務員五人、看護婦及ビ
同講習生百〇一人、合計百六十二人」とある。

―「汎ク貧困ナル病者ノ為メ施療ヲ為スヲ目的」―

民間唯一の施療病院を設立
　江戸から明治への急激な近代化にともない、東京都市部の人口

は増大した。貧富の差の拡大とともに、貧困層が受けられる

医療は著しく不足していました。医療保険制度や生活保護法も

なかったこの時代、医療を受けることができない貧困層の増大

は社会不安のみならず、日本の将来を担う人材育成にも大きな

影響を及ぼすことが懸念されていました。

　こうした情勢を踏まえ、三井家総代三井八郎衞門は「汎ク貧困

ナル病者ノ為メ施療ヲ為スヲ目的」とし、1909年（明治42年）

慈善診療を目的に、私財を投じて財団法人三井慈善病院を開院

しました。

　三井慈善病院の診療業務、医術の研修及び看護婦の養成は、

東京帝国大学医科大学に委託する形で貧困者の診療を開始しま

した。開院以来、貧困者への施療を目的として費用を徴収しな

かったことに加え、東京帝国大学医科大学の高度な医療が受け

られることから、連日受診希望者が殺到し、その数は開院から

30 年間で 112 万人にのぼりました。教育面においても医学を

志す若者の教育機関として、研究生及び講習生制度を開始し、

参加者は 1万人に達しました。また、中国からの研修生も受け

入れ、医療の増進に広く寄与しました。

　こうした三井慈善病院の施療活動は広く社会に評価され、

多くの皇族が患者慰問や業務奨励に訪れた他、1919年（大正8年）

には皇后陛下の行啓を仰ぎました。

　三井慈善病院は 1919年（大正8年）に「泉橋慈善病院」、

1943 年（昭和18年）に「三井厚生病院」と改称しました。

また、1952年（昭和 27年）には「財団法人」から「社会福祉法人」

に法人格を変更しました。

皇后陛下行啓の際の御馬車　

1919 年（大正 8年）
皇后陛下行啓記念
陛下賜銀製花盛器無料診療を行う慈善の精神

病室の風景
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最新設備を配した東洋一の高さを誇る高層建築病院
　1945年（昭和20年）3月の東京大空襲で病院の建物は全焼しました。戦後は GHQにより三井財閥が

解体され、三井グループ各社からの資金援助も受けられなくなりました。病院は存続の危機に陥り

ますが、三井関係者や病院職員の努力により、診療活動は続けられました。

　昭和30年代の産業近代化を背景に、日本は戦後復興期である高度経済成長期を迎えます。高度

経済成長を続ける日本国内の医療ニーズに対応するには、当院の医療規模では十分でなく、1970年

（昭和45年）三井不動産・江戸英雄社長の呼びかけのもと、三井グループ各社の協力により、新病棟

（BC棟）を設立しました。

　新病棟は地上 13階・地下1階の鉄筋コンクリート造りで、塔屋２階の最高部は 56.65ｍ。都心に

現れた巨大病院の偉容は当時、香港にある12階建ての「クイーン・エリザベス・ホスピタル」を凌ぐ高さで、

「東洋一の高さを誇る高層建築病院」として話題になりました。医療設備も国内唯一を含む最新機器を

導入し、大学病院にも勝る医療機器を整備しました。

　診療は専門領域毎に診療体制を整え、患者の多い呼吸器・循環器・消化器の三系統の病気については

「センター制」を全国で初めて導入しました。また、これまでの施療機関的な名称から脱し、広く多く

の方に医療を提供する意味を込めて「三井厚生病院」から現在の「三井記念病院」に改称しました。

第１期のＢＣ棟完成から10年後、Ｄ棟が竣工しました。

先進医療によるパイオニア精神

「東洋一の高さを誇る高層建築病院」として話題になった BC 棟

最先端を誇った医療設備

三井の天使像
全体竣工を記念してＤ棟エントランスホールには、19世紀パリで活躍した
宮廷彫刻家Ａ・ゴーリーの大理石天使像が設置されました。（現在中庭に設置）

1939年
（昭和14年）

 4月 7日 創立30周年記念式を挙行

1943年
（昭和18年）

 7月 三井厚生病院に改称

1947年
（昭和22年）

 8月 焼け残った建物を改修し、
診療を再開（20床）

1951年
（昭和26年）

 3月 モルタル造りの 2階建て病棟を
新築（148 床）

1952年
（昭和27年）

 5月 財団法人から社会福祉法人に
法人格を変更

1970年
（昭和45年）

 4月 1日
 4月 7日

三井記念病院に改称
第1期工事ＢＣ棟竣工（378 床）

1971年
（昭和46年）

 4月 1日 三井記念病院高等看護学院開院

1980年
（昭和55年）

 4月 7日 第2期工事Ｄ棟竣工（411 床）

1983年
（昭和58年）

 4月
 6月 6日

看護学院棟竣工
小児科病棟増床（482 床）

1994年
（平成6年）

 8月 住友商事神田和泉町ビル内に 
「総合健診センター」開設

2002年
（平成14年）

 5月 東京都江東区に特別養護老人
ホーム「三井陽光苑」開院

2004年
（平成16年）

 3月 三井記念病院高等看護学院閉院

2006年
（平成18年）

 3月
 7月13日
10月19日

「100周年記念事業建替計画」決定
看護学院棟他の解体着手
入院棟起工

2008年
（平成20年）

 9月 3日
12月27日

入院棟竣工
入院棟開棟

2009年
（平成21年）

 4月16日 外来棟起工

2010年
（平成22年）

 8月 2日
 9月27日

外来棟竣工
外来棟開棟、ＢＣ棟解体・外構整備着手

2011年
（平成23年）

 9月 1日
 9月15日

ＢＣ棟解体・外構整備完了 
「100周年記念事業建替計画」全体竣工

最盛期には定員 200 名に達した看護学院の生徒

戦後復興期の三井厚生病院（新館側から撮影）

焼け残った病理棟（左）と看護婦寮宿舎（右）
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新生 三井記念病院誕生
三井記念病院は患者の生

い の ち

命を大切にし、患者とともに生きる医療を行い、より良い社会のために貢献します。

　三井記念病院は、その前身である財団法人三井慈善病院が

1909年に開院して以来、現在にいたるまで約100年に亘って

当地で医療活動を続けてまいりました。

　開院100周年の節目を迎えるにあたり、近年の医療ニーズや

社会ニーズの変化に対応した高度急性期医療を提供するため、

築35年を経過し老朽化した既存建物を、三井グループ各社の

協力のもと、全面的に建替える計画に着手し、今年9月15日に

グランドオープンを迎えました。

　建替工事は期間およそ５年、入院・外来患者の診療に支障を

来さぬよう医療活動を継続しながら段階的に進めました。

基本方針
1　 私達は患者の生命（いのち）の力が病気からの治癒力であり、患者が医療において主役であることを認識します。
2 　私達は患者の良いガイド役となり、患者も含めた良好なチーム医療を推進します。
3 　私達は患者のために医学的根拠に基づいた高度で良質な医療を行います。
4 　私達は地域に根ざす医療のために地域との連携を推進します。
5 　私達は安全、安心で信頼される医療を担う次代の医療人を育成します。
6 　私達は良質で信頼される医療において本邦におけるトップクラスの医療機関を目指します。

がんの標準治療・低侵襲治療
肺癌、乳癌、消化器、泌尿器、婦人科等の領域において
先進的な手術、低侵襲手術、化学療法、放射線治療等、重点を決めて実施

心血管病の先進治療
心血管疾患を中心に、糖尿病・高血圧・高脂血症の合併症、腎不全、
脳血管障害等の生活習慣病に対する先進的医療を診療科の垣根を越えて実施

高齢者の生活の質の改善を図る治療
眼科、整形、泌尿器、婦人科、耳鼻科等の領域において
高齢者のQOL（Quality of life) 改善を図る特色ある医療を実施
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　三井記念病院は、1858 年（安政 5 年）江戸お玉ヶ池近くに開設された種痘所から発展した

東京帝国大学医学部付属第二医院跡に、三井家の寄付によって財団法人三井慈善病院として開院

したのが始まりです。医療保険制度や生活保護法もなかった時代、三井家は「汎ク貧困ナル病者

ノ為メ施療ヲ為スヲ目的」として100万円を寄付し、これを基金に、1909 年（明治42年）病院

の運営を東京帝国大学医科大学に委託する形で貧困者の診療を開始しました。

　創立 100周年を迎えたのを機に、全面的な建替工事を開始し、約 5 年の歳月をかけ、この

9月15日に全体竣工を迎えました。100 年を超える歴史を積み重ねてきた現在も、創立以来の

精神は変わることなく、医療に尽力しております。

　さて、現在の医療を取り巻く環境は日々激変しており、医療はチーム医療でないと対応が難しく

なってきています。そもそも医療にとっての主役は患者さんであり、われわれ医療者は患者さんの

持つ力をアシストする存在に過ぎないことを考えれば、チーム医療は医療者側のチームだけで

なく、患者さんを含めたチームでなければいけません。

　命は治癒力を持っており、医療者はその治癒力をうまく引き出すためのガイド役にすぎません。

ガイドには知識も技術も必要ですが、それだけでは治癒力は引き出せません。また、医療は決して

完全なものではありません。医療者は自分が病気を治したと奢るべきではないし、職業人として、

患者さんを治療する義務があります。一方患者さんも自分自身の病気についてよく知り、自らの

健康を守る責任もあるのではないかと思うのです。互いの立場は対等であり、同じチームにいる

からこそ、患者さんにも相応の責任を持っていただき、一方で、治療が成功したときはチームで

ともに喜び合いたいと思います。

　医療が少しずつ進歩を遂げ、患者さんの生きる力となり得ていくためには、これまで以上に

患者さんと医療者とが、人として互いに信頼し合える関係を築き、「ともに生きる」ことが原点に

あり続けなければなりません。

　これからも私たち三井記念病院は、患者の皆さんと「ともに生きる」病院であり続けたいと思

います。

　建　替　後　 　建　替　前
延床面積
（内訳）

38,591.22㎡
入院棟　　　28,748.19㎡
外来棟　　　  8,260.02㎡
その他           1,583.01㎡

27,717㎡
B･C棟　　　   21,287㎡
D棟　      　　   5,980㎡
立体駐車場            450㎡

規模 入院棟　地上 19階 地下 2階
外来棟　地上   7 階 地下1階

B・C棟　地上 13階 地下 2階
D棟        地上  7 階 地下 2階

病床数 入院棟 482床
（うちICU7床／CICU6床／HCU21床）

入院棟 482床
（うち ICU6床／CCU3床）

手術室数 13 室（うち外来手術室 3室） 11室

　本計画建物は、病棟及び中央診療機能（手術室、内視鏡センターなど）

を備えた地上19階地下2階建ての「入院棟」と外来機能を備えた地上

７階地下１階建ての「外来棟」の2 棟で構成されています。

　入院棟では、ICU（集中治療室）・CICU（冠疾患集中治療室）・HCU

（高度治療室）といった高次の入院機能と手術部門を強化、また心臓

カテーテル室・リハビリテーション室・CICU・循環器病棟を１フロアに

集約し、心血管疾患における専門治療の効率化を図りました。さらに

心血管病治療における最新鋭の高度医療機器（血管造影装置付手術室、

320 列 CT）を導入し、先進的な高度急性期医療（※１）の提供体制の

強化を図りました。

　外来棟では、各診療科の診察室をはじめ、化学療法センターや心電図・

超音波検査室などの診療・検査機能の他、福祉相談室やがん相談支援

室などの各種相談支援機能を配置し、より質の高い医療サービスの拡充

を図りました。

　2011年9月15日の全体竣工に伴い、これまで以上に地域の医療機関

との連携強化（※２）と合わせて、地域医療の高度化、効率化に寄与し

たいと考えております。

　これからも三井記念病院は、病院施設の機能を最大限に駆使し、

医療理念に掲げる「患者とともに生きる」医療を推進してまいります。

（※１）高度急性期医療とは、心臓病など難度が高く緊急性を求められる治療のこと
をいいます。
（※２）厚生労働省が推進する「医療機能の分化・連携」をいい、急性期から回復期、
療養、介護など、患者の状態や時期に応じた切れ目のない適切な医療提供を目的と
しています。当院では登録医（2011年 10月1日現在 680 名）を中心に、地域の医療
機関との連携強化を推進しています。

　医療活動を継続しながらの建替工事
患者の安全な動線の確保、騒音・振動の最少化など、医療環境を維持するために細心の注意と慎重な施工が
必要とされました。およそ5年の歳月を経て、2011年9月にグランドオープンを迎えることができました。

原点にあり続けるのは、患者と医療者が「ともに生きる」こと。

工事進捗

全体の工事期間は約５年。はじめに 2006 年 7 月から 10 月にかけて準備工事として看護
学院棟他の解体を行ないました。その後、他の既存建物の解体と新築工事を交互に
繰り返し、医療活動を継続しながら段階的に工事を進めました。

入院棟建設 Ｄ棟解体・外来棟建設 ＢＣ棟解体・外構整備     

第Ⅰ期工事
2006年10月～2008年9月

第Ⅱ期工事
2009年1月～2010年8月

第Ⅲ期工事
2010年9月～2011年9月

診療科名（31科） 　内科／神経内科／内分泌内科／糖尿病代謝内科／血液内科
腎臓内科／膠原病リウマチ内科／消化器内科／呼吸器内科／循環器内科
精神科／小児科／外科／乳腺内分泌外科／消化器外科／呼吸器外科
心臓血管外科／整形外科／脳神経外科／皮膚科／泌尿器科／産婦人科
眼科／耳鼻咽喉科／放射線診断科／放射線治療科／麻酔科
歯科・歯科口腔外科／緩和ケア科／病理診断科／臨床検査科
その他の診療部門　集中治療センター（ICU）、冠疾患集中治療センター（CICU）、
高度治療センター（HCU）、中央手術センター、救急センター、腎センター、
化学療法センター、内視鏡センター
その他の施設　総合健診センター、特別養護老人ホーム三井陽光苑

病院概要  

320 列ＣＴ

血管造影装置付手術室

ICU（集中治療室）

●入院棟
・高度急性期医療の提供と患者へのホスピタリティを重視
・４床室中心の病室構成
・４床室ごとのトイレ配置
・浴槽可変型浴室など充実したアメニティ
・患者用エレベーターの増強（15台）
・制振構造・制振ダンパーによる耐震性能の強化

●外来棟
・患者の立場に立った施設運用
・自動受付機によるスムーズなシステムを導入
・分かりやすさに配慮したフロアごとの色分け
・見やすいサイン表示
・プライバシーを配慮した患者呼出し案内表示システム
・最大 300 名が収容できる講堂

　医療活動を継続しながらの建替工事　医療活動を継続しながらの建替工事

第Ⅰ期工事
2006年10月～2008年9月

第Ⅱ期工事
2009年1月～2010年8月

第Ⅲ期工事
2010年9月～2011年9月

院長　髙本眞一
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グランドオープン記念式典　挙行
　9月15日に「グランドオープン記念式典」を行ない、当院の

理事・評議員、三井グループ各首脳、工事関係者などが出席した。

今回の総合企画は三井不動産、設計・管理は日本設計、

施行は鹿島・三井住友建設共同企業体である。

　グランドオープン記念式典では、定礎式、「三井記念病院の

由来」碑除幕式、三囲神社神官による神事、工事関係者への

感謝状贈呈があり、近隣の凸版印刷本社会場で祝賀会を行なった。

　祝賀会で、岡田理事長（三井住友銀行名誉顧問）が、「建替え

には多くの方々のご理解とご支援をいただきありがとうござい

ました。田中順一郎前理事長（当時三井不動産会長、故人）の

建替えへのご決断に敬意を表します」と挨拶した。

　髙本院長は、「新生三井記念病院が目指すのは『患者とともに

生きる』医療です。患者さんに信頼され、一流の医療を提供

できるように、私たちは心をひとつにしております」と語った。

　次に、千代田区石川雅己区長、東京大学医学部付属病院の

門脇孝病院長よりご祝辞をいただいた。

　評議員の三井八郎衞門氏（第 12 代三井総領家当主・一般社団

法人三井家同族会理事長）が、乾杯の音頭をとり、なごやかな

祝賀会となった。

中丸三千繪オペラコンサート
　建替工事が全体竣工したことを祝して「中丸三千繪ソプラノコン

サート」を9月16日に開催した。当院外来棟 7階に特設した会場に

は患者さんや職員など約 250 名が集まり、世界的オペラ歌手の歌声

に耳を傾けた。ピアノは菊地真美さん。

　冒頭、挨拶に立った髙本院長は「歌は生きる喜びを与えてくれる。

今日はそれを皆さんに感じてもらいたい」と述べるとともに、三井

不動産創立 70 周年を記念して同社から病院へ送られたスタイン

ウェイのグランドピアノを紹介した。

　中丸さんは世界的コンクールで数多く優勝しており、ボローニャ、

リヨンなど名門歌劇場で活躍する一方、国内のチャリティーコンサート

でも精力的に活動している。

　コンサートが始まると中丸さんはヘンデルの「私を泣かして下さい」

やフランケッティの「五月に」などの名曲を披露。また、「宵待ち草」

や「初恋」といった日本の叙情歌に会場は感動に包まれ、聴衆から

は惜しみない拍手が送られた。　

ともに生きる 新生　三井記念病院誕生

祝賀会　主催者挨拶での岡田理事長（左）
と髙本院長（右）

中丸さんと菊地さんによる演奏

玉串奉奠の様子

「三井記念病院の由来」碑 除幕式

「三井記念病院の由来」碑

寄贈された「スタインウェイ」
のグランドピアノ
 

オペラを鑑賞する患者さん

感謝の気持ちを込めて中丸さんへ花束贈呈

定礎式風景

14 15

看護師ユニフォーム刷新
　医療現場で患者さんと接する機会が最も多く、医療機能において重要な役割を果たす看護師。

「選ばれる病院」を基本認識に、「患者満足度を最優先して看護に専念する」を理念に掲げる看護師

のユニフォームデザインを、グランドオープンに合わせて一新しました。

　ユニフォームは病院のイメージに直結するため、これまで以上に三井記念病院の独自性を表現する

ための条件を見つめ直しました。忘れてはならないのは、看護師のユニフォームは「白」であること。

病院の伝統を示すと同時に、他の業種との視認性を持たせるためです。当院では、看護補助者がブルー、

搬送隊員がグリーン、看護秘書は水玉のユニフォームを着用し、一目で区別できるように工夫しました。

　ユニフォームの袖口には、病院ロゴマークを刺繍しました。病院ロゴマークは、元気に育つ２つの

若葉で「最新・最良の医療」という理念を示し、濃淡の２色の青で、医療機関としての「信頼性」と

「親しみやすさ」を表現しています。新しいユニフォームでも印象的なアクセントになっています。

患者に選ばれる病院を目指して　

今号はグランドオープン行事についてお知らせします

金子 八重子  看護部長
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　三井記念病院は医療理念に「患者の生
いのち
命を大切にし、患者とともに生きる医療を行い、

より良い社会のために貢献する」を掲げています。

　病院の使命は「病気を治療すること」にあり、そのなかで看護の使命は「患者さんの生きる

力を支えること」と定義し、2つのビジョンを設定しています。ひとつは、三井記念病院に

きて良かったと思ってもらえる病院になるため「患者さんに選ばれる病院」になること。

もうひとつは、看護師が楽しく働き、自分たちの誇れる職場を築き「看護師に選ばれる病院」

になること。

私たちの考える看護を、ナイチンゲール著作集から引用すると、

看護は自分の五感によって捉えた様々な印象について行き届いた心を向ける訓練がされた力 

これが看護師であることの≪必要条件である≫。というのは、
その様々な印象は、その患者がどんな状態にあるかを≪語り≫かけている筈であるから。

一．看護師の目と耳とは訓練されていなければならない。

一．訓練された観察力なしでは、看護師は何を探し見つけて良いかわからないからである。

一．観察によって、患者が≪どのような≫状態にあるかが分かる。

一．思考によって≪何を≫しなければならないかが分かる。

一．訓練によって≪どのように≫それを行わなければならないかがはっきりする。

　この考えをもとに「選ばれる病院」を目指してまいります。




