
場所等 内　容

●ステージ
会計前エントランス

■オープニング・エンディングセレモニー

■医療ミニ講演会 （3テーマ 各30分）

「名医が教えるおいしい減塩レシピの試食」
「ドクターと学ぼう！栄養クイズ」

●展示等 常時展示

■ボランティア紹介コーナー
■栄養コーナー

（インスタント食品塩分・清涼飲料水の糖分等）

■医療機器のお値段
■CTの3D画像とレントゲン写真

■介護福祉士・看護補助者のお仕事
■保険証、高額医療費について
医療事務ってなに？外来受付～会計までの流れ

■ドクタークラークのお仕事紹介・書類作成の流れ等

■臨床検査ってなぁに？
■地域医療を考える市民会議コーナー
会議の活動内容等の報告

■院内保育園紹介・園児の作品展示

●相談コーナー
■相談コーナー （脳卒中・認知症・がん・摂食嚥下等）

■地域医療教育センターの紹介及び相談
■生活習慣病についての健康相談 ■育児相談　　　　　　　　　■お薬相談

●体験コーナー
◆はお昼もやってます！

■もの忘れテスト　■ロコモ度チェック
◆抑制体験 ・ ベッドに縛られる気分は？…

■緑内障検査～視神経を見てみよう～
■ハンドマッサージ体験
◆Let's☆顕微鏡 （ミクロの世界）

◆白衣・術衣 体験 （カメラをお持ち下さい）
■ロボットスーツHAL （腰）体験
■内視鏡操作体験
◆手浴の体験　　　　　■エコー体験

■調剤体験
■メンタルコミットロボット パロ体験
■パートナーロボット unibo （ユニボ）体験
■看護学生がチェックするあなたの成人病リスク

■ぬり絵コーナー

■ 「もしもし」手づくり聴診器体験

■ねじって ・ つくって ・ zoo （バルーンアート）

●その他イベント
屋外あしなりガーデン
にて花の種プレゼント

■スラックライン＆ディスクゴルフ体験

■ボランティアコンサート

■模擬店・授産施設の物品販売・農産物直売

■ゲームコーナー/輪投げ・スーパーボールすくい・射的

■チャリティーバザー

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

☆小山児童合唱団による合唱

相談コーナー 10：15～12：00

体験コーナー 10：30～12：00

13：00～14：30

13：00～14：30

試食

☆オカリナコンサート ☆オカリナコンサート

☆売り切れしだい終了

☆オカリナコンサート

① ② ③

クイズ

とちぎジュニアオーケストラ

☆スタンプラリーにより先着順で新小山市民病院オリジナルグッズをプレゼント！！ ※開催時間・内容が変更になる場合もあります。

第６回
新小山市民病院 ふれあい祭り

地域とともに ～のぞいてみよう医療の現場～
日時　平成2９年10月15日（日）　９：５０～１５：００

会場　新小山市民病院

☆イベント☆
★オープニングセレモニー 9：50～
　　小山児童合唱団

★各種医療相談コーナー
★各種医療体験コーナー
★バザー・模擬店・ゲームコーナー
★エンディングセレモニー
　　とちぎジュニアオーケストラ

★｢おやまくま」がやって来る

☆その他イベント☆
☆ロボットスーツHAL（介護支援腰用）体験　
 介護者が腰部に装着し腰部の力を補助し、腰痛を減らし足腰の負荷軽減を目的としています。
☆メンタルコミットロボット パロ体験
 「パロ」は、楽しみや安らぎなどの精神的なセラピー効果を目的にしたロボットです。
☆パートナーロボット unibo（ユニボ）体験
☆スラックライン（綱渡り）＆ディスクゴルフ体験
 ラインの上でバランス感覚や集中力などを鍛えます。
☆「名医が教えるおいしい減塩レシピの試食」
☆「もしもし」手づくり聴診器体験

※写真は、ユニロボット社のユニボ（unibo）です。
※「ロボットスーツHAL」はCYBERDYNE(株)の登録商標です。協賛：大和ハウス工業
※「メンタルコミットロボット」は国立研究開発法人産業技術総合研究所の登録商標です。「パロ」は株式会社知能システムの登録商標です。

☆ミニ講演会（無料）☆
10：30～11：00

「もの忘れと認知症～認知症を予防しよう」
 認知症看護認定看護師　　青木　千江美　看護師長

11：15～11：45
「生活習慣病を克服しよう」

 糖尿病・代謝内科部長　永山　大二　先生

13：30～14：00
「在宅医療モノ語り～
往診鞄の中をのぞいたことがありますか？」
 つるかめ診療所副所長　鶴岡 優子 先生　平成28年度の決算が報告されました。平成25年に旧小山市民病院が地方

独立行政法人・新小山市民病院となって以来、4年連続で黒字を達成すること
ができました。4年の間に達成すべき中期目標を市から提示され、それに基づき
病院が中期計画を立てて、目標達成に励んだ結果、全期間を通じて、ほぼ目標
通りか、それを上回る結果を残すことができました。最終年度の昨年は、新しい
病院も新築し移転することができました。皆様に、深く感謝申し上げます。
　何故、これほど短期間に病院が変わったのか？病院の何が変わったのか？
　世の中の他の病院は、当時から既に変わっていました。この2-30年の間に、

「医療の高度化」、「人口の高齢化」がどんどん進み、医療を提供する病院も全
く変化しました。独法化後の4年間、私たちは、それまでに市民病院がその変化
に対応できていなかったことを、遅ればせながらも追いつき、追い越せと挽回し
てきました。具体的に、何をしたかということは、市の評価委員会に毎年報告
し、皆様にも、この広報などで、折に触れお知らせしてきました。このことによっ
て、「病院の集客力」がついたのも事実だと思います。
　実は、病院を巡る状況の変化は、これからが本番です。地域完結型医療とか
地域包括ケアと呼ばれているように、夫々の病院がどのような機能をもつべき
か、否応なく地域の人たちによって選択されるようになります。ですから、今まで
以上に、外の変化に対して我々は敏感でなければなりません。
　もう一つ、大事なことがあります。それは、内なるものの変化です。働く職員
自身の変革です。独法化後、私たちは市民病院の理念を明確にし、いわゆる「公
務員意識」を変えようと、自ら声を掛け合ってきました。これからは、さらに進め
て、互いに自由闊達なコミュニケーションができる組織風土を作り、これからの
医療提供のあり方である真の「多職種協働」を実現し、その結果、各職員が
夫々プロとしての仕事が発揮される組織を本格的に作っていこうと思っていま
す。
　『生き残る種とは、最も強いものではない。最も賢いものでもない。それは、変
化に最もよく適応したものである。』～ ダーウィン ～

　平成29年9月　　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

生き残るものとは、・・自らを変えられるもの
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人事課　☎36-0285
〈問い合わせ先〉

医師募集１

　地域医療に興味のある
方、そろそろ地元に戻ろう
とお考えの方はぜひ一度
お問い合わせください。
看護職員2

平成29年度第3回採用試験
試験日：11月30日（木）
対象者：看護師
応募期間：
9月1日(金)～11月15日(水)
採用日：平成30年1月1日（月）

募集人数：7名
応募資格：介護福祉士の資
格を有する方

介護福祉士（正職員）3

※夜勤の出来る方は、正規
職員への道あり。
※各職、詳細につきま
しては下記までお問い
合わせください。

看護師（臨時職員）
看護補助者（臨時職員）
4

院内保育所も整備されてい
ます。ご連絡をお待ちしてお
ります。

医師・
看護職員を
募集しています。
私たちと一緒に
働きませんか
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新任ドクターの紹介新任ドクターの紹介

院内での取り組み院内での取り組み

三浦　久美子
神経内科 医員

小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業所に認定されました。

好評な出前講座

　NSTは、Nutrition Support Teamの略語です。医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、その他の職種のスタッ
フがチームを組み、患者さんに最もふさわしい方法で栄養状態を良好に保つことを目的とするチームのこと
です。栄養状態が悪いと、どれだけ治療してもなかなか回復できませんし、また手術後に感染症や合併症を
起こしてしまうこともあります。このような問題を解決するための栄養支援チームがNSTです。

　この度、自治医科大学より新小山市民病院 神経内科に着任いたしました 
三浦　久美子 と申します。
　埼玉県の最後の秘境で、ほぼ埼玉から出ず育ち、マスコミを目指し上京する
も都会の水が合わず断念。色々あって医師を志し、海に憧れ三重県にて医学
を学び、山に憧れ長野で初期研修を行いました。結局、実家近くの栃木に落ち
着いております。
　初期研修以後は、自治医大で神経内科と救急科を交互に携わって参りまし
た。幅の広い診療を目指しております。何かのご縁でお会いすることがあると
思います。どうぞよろしくお願い致します。

　ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と生活の調和のことで、職員一人ひとり
が、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家
庭や地域社会などにおける多様な生き方・働き方を選択できることをいいま
す。新小山市民病院では、平成28年にワーク・ライフ・バランス委員会を設置
し活動しています。
　小山市では、平成24年からワーク・ライフ・バランスの実現に積極的に取り
組んでいる事業所を認定してきました。認定の対象となる取り組みは、（1）仕
事と家庭生活の調和を図るための積極的な取組（2）女性労働者の能力発揮
を促進するための積極的な取組（3）地域における子育て、ふれあい活動等の
地域貢献活動を推進するための積極的な取組で、新小山市民病院は、3つの
取組のすべてで条件を満たしていると認められました。
　これからも職員一人ひとりが仕事も生活も充実させることで、市民の皆様に
より質の高い医療の提供ができるよう頑張っていきたいと思います。

　新小山市民病院の医師や看護師等が直接地域へ出向き、お話をさせて
いただく「出前講座」を今年度から開始しました。
　自治会やいきいきクラブなどから６月３件、７月５件、８月４件の申込をいただき、地

域の公民館や集会所で有意義な講演会を開催させていただいています。
　認知症や心筋梗塞などの講演のほか、心臓マッサージ・AED体験などもあり、参加者からは「とて
も参考になった。」等との声もいただいております。
　市民の皆さんに、健康で健やかに生活していただけるよう情報発信していきたいと思いますの
で、お申込みをお待ちしています。
　　　　　　　　　　　申込先　☎３６－０２７８　経営企画室

　当院では、管理栄養士が入院患者さんの栄養状態を評価し、病状に応じた
適切な栄養管理計画を行っております。さらに、ＮＳＴが週１回病棟を回診し、
栄養不足や脱水の改善を通じて合併症の予防や栄養補給、摂食・嚥下障害に
対する援助等を行い、病状の早期回復を図っております。また、年に４回院内
研修会を実施しています。

５.栄養サポートチーム（ＮＳＴ）５.栄養サポートチーム（ＮＳＴ） このコーナーでは、当院の
各チームの紹介をしています

　6月21日（水）の15：00～17：00、当院において、「小山市近郊地域医療連携協
議会セミナー」を小山市に協賛いただき、開催いたしました。
　第１部では、小山市近郊地域医療連携協議会の各部会長(医師部会・看護部
会・医療連携部会・医療技術部会・事務部会)の方々からの活動報告。
　第２部では、芳珠記念病院理事長・地域包括ケア病棟協会長 仲井培雄 氏をお
招きし「最大で最強の地域包括ケア病棟」をテーマにご講演頂きました。今後、地
域内の医療連携を充実させるうえで、重要となる地域包括ケア病棟のあり方につ
いて、14病院の関係者１人１人が学ぶことができました。

小山市近郊地域医療連携協議会セミナーを行いました

公開講座のお知らせ公開講座のお知らせ
毎年好評をいただいております『糖尿病教室』を開催いたします。
小山市健康医療介護総合支援センターにて10：00 ～ 13：30 （9：30受付開始）

　糖尿病でない方でも役に立つ話となっております。
健康問題に関心のある方全員が対象の公開講座となっております。
当院のスタッフが分かりやすくアドバイスさせていただきます。ぜひお立ち寄りください。
　皆さんのご来場をお待ちしております。
　直接総合案内で受付またはお電話（ ☎３６－０２００）にてお申し込み下さい。
　（受付時間：月曜～金曜日　8：30～17：00）　　定員：各日とも50名（先着順）

●９月９日（土）
　参加費:無料

◆糖尿病など生活習慣病のお話
　／糖尿病・代謝内科部長　永山 大二

◆検査のあれこれ
　／臨床検査部門主任技師　川部 哲男

◆健康でいるための食生活について
　／栄養管理部門副主任管理栄養士
　　木村 友美

●１月13日（土）
参加費:無料

◆糖尿病など生活習慣病のお話
　／糖尿病・代謝内科部長　永山 大二

◆糖尿病と薬とお金のお話
　／薬剤部門副主任薬剤師　篠﨑 智一

◆糖尿病の運動療法
　／リハヒ リ゙テーション部門主任
　理学療法士　石井　憲治

◆糖尿病と上手に付き合おう
　／看護部副主任看護師　太田 恵

●３月10日（土）
参加費:800円

～ 一日でギュギュっと！
　　　　　一年のまとめ（昼食付）～
◆医師/看護師/リハビリ/
　検査/薬剤師/栄養士◆
※ 参加費は、800円（昼食代を含む）を
　 頂戴いたします。（当日徴収）
※ 昼食の準備があるため、キャンセル
　 の場合もお電話を頂戴できますと
　 助かります。
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地域貢献活動を推進するための積極的な取組で、新小山市民病院は、3つの
取組のすべてで条件を満たしていると認められました。
　これからも職員一人ひとりが仕事も生活も充実させることで、市民の皆様に
より質の高い医療の提供ができるよう頑張っていきたいと思います。

　新小山市民病院の医師や看護師等が直接地域へ出向き、お話をさせて
いただく「出前講座」を今年度から開始しました。
　自治会やいきいきクラブなどから６月３件、７月５件、８月４件の申込をいただき、地

域の公民館や集会所で有意義な講演会を開催させていただいています。
　認知症や心筋梗塞などの講演のほか、心臓マッサージ・AED体験などもあり、参加者からは「とて
も参考になった。」等との声もいただいております。
　市民の皆さんに、健康で健やかに生活していただけるよう情報発信していきたいと思いますの
で、お申込みをお待ちしています。
　　　　　　　　　　　申込先　☎３６－０２７８　経営企画室

　当院では、管理栄養士が入院患者さんの栄養状態を評価し、病状に応じた
適切な栄養管理計画を行っております。さらに、ＮＳＴが週１回病棟を回診し、
栄養不足や脱水の改善を通じて合併症の予防や栄養補給、摂食・嚥下障害に
対する援助等を行い、病状の早期回復を図っております。また、年に４回院内
研修会を実施しています。

５.栄養サポートチーム（ＮＳＴ）５.栄養サポートチーム（ＮＳＴ） このコーナーでは、当院の
各チームの紹介をしています

　6月21日（水）の15：00～17：00、当院において、「小山市近郊地域医療連携協
議会セミナー」を小山市に協賛いただき、開催いたしました。
　第１部では、小山市近郊地域医療連携協議会の各部会長(医師部会・看護部
会・医療連携部会・医療技術部会・事務部会)の方々からの活動報告。
　第２部では、芳珠記念病院理事長・地域包括ケア病棟協会長 仲井培雄 氏をお
招きし「最大で最強の地域包括ケア病棟」をテーマにご講演頂きました。今後、地
域内の医療連携を充実させるうえで、重要となる地域包括ケア病棟のあり方につ
いて、14病院の関係者１人１人が学ぶことができました。

小山市近郊地域医療連携協議会セミナーを行いました

公開講座のお知らせ公開講座のお知らせ
毎年好評をいただいております『糖尿病教室』を開催いたします。
小山市健康医療介護総合支援センターにて10：00 ～ 13：30 （9：30受付開始）

　糖尿病でない方でも役に立つ話となっております。
健康問題に関心のある方全員が対象の公開講座となっております。
当院のスタッフが分かりやすくアドバイスさせていただきます。ぜひお立ち寄りください。
　皆さんのご来場をお待ちしております。
　直接総合案内で受付またはお電話（ ☎３６－０２００）にてお申し込み下さい。
　（受付時間：月曜～金曜日　8：30～17：00）　　定員：各日とも50名（先着順）

●９月９日（土）
　参加費:無料

◆糖尿病など生活習慣病のお話
　／糖尿病・代謝内科部長　永山 大二

◆検査のあれこれ
　／臨床検査部門主任技師　川部 哲男

◆健康でいるための食生活について
　／栄養管理部門副主任管理栄養士
　　木村 友美

●１月13日（土）
参加費:無料

◆糖尿病など生活習慣病のお話
　／糖尿病・代謝内科部長　永山 大二

◆糖尿病と薬とお金のお話
　／薬剤部門副主任薬剤師　篠﨑 智一

◆糖尿病の運動療法
　／リハヒ リ゙テーション部門主任
　理学療法士　石井　憲治

◆糖尿病と上手に付き合おう
　／看護部副主任看護師　太田 恵

●３月10日（土）
参加費:800円

～ 一日でギュギュっと！
　　　　　一年のまとめ（昼食付）～
◆医師/看護師/リハビリ/
　検査/薬剤師/栄養士◆
※ 参加費は、800円（昼食代を含む）を
　 頂戴いたします。（当日徴収）
※ 昼食の準備があるため、キャンセル
　 の場合もお電話を頂戴できますと
　 助かります。



場所等 内　容

●ステージ
会計前エントランス

■オープニング・エンディングセレモニー

■医療ミニ講演会 （3テーマ 各30分）

「名医が教えるおいしい減塩レシピの試食」
「ドクターと学ぼう！栄養クイズ」

●展示等 常時展示

■ボランティア紹介コーナー
■栄養コーナー

（インスタント食品塩分・清涼飲料水の糖分等）

■医療機器のお値段
■CTの3D画像とレントゲン写真

■介護福祉士・看護補助者のお仕事
■保険証、高額医療費について
医療事務ってなに？外来受付～会計までの流れ

■ドクタークラークのお仕事紹介・書類作成の流れ等

■臨床検査ってなぁに？
■地域医療を考える市民会議コーナー
会議の活動内容等の報告

■院内保育園紹介・園児の作品展示

●相談コーナー
■相談コーナー （脳卒中・認知症・がん・摂食嚥下等）

■地域医療教育センターの紹介及び相談
■生活習慣病についての健康相談 ■育児相談　　　　　　　　　■お薬相談

●体験コーナー
◆はお昼もやってます！

■もの忘れテスト　■ロコモ度チェック
◆抑制体験 ・ ベッドに縛られる気分は？…

■緑内障検査～視神経を見てみよう～
■ハンドマッサージ体験
◆Let's☆顕微鏡 （ミクロの世界）

◆白衣・術衣 体験 （カメラをお持ち下さい）
■ロボットスーツHAL （腰）体験
■内視鏡操作体験
◆手浴の体験　　　　　■エコー体験

■調剤体験
■メンタルコミットロボット パロ体験
■パートナーロボット unibo （ユニボ）体験
■看護学生がチェックするあなたの成人病リスク

■ぬり絵コーナー

■ 「もしもし」手づくり聴診器体験

■ねじって ・ つくって ・ zoo （バルーンアート）

●その他イベント
屋外あしなりガーデン
にて花の種プレゼント

■スラックライン＆ディスクゴルフ体験

■ボランティアコンサート

■模擬店・授産施設の物品販売・農産物直売

■ゲームコーナー/輪投げ・スーパーボールすくい・射的

■チャリティーバザー

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

☆小山児童合唱団による合唱

相談コーナー 10：15～12：00

体験コーナー 10：30～12：00

13：00～14：30

13：00～14：30

試食

☆オカリナコンサート ☆オカリナコンサート

☆売り切れしだい終了

☆オカリナコンサート

① ② ③

クイズ

とちぎジュニアオーケストラ

☆スタンプラリーにより先着順で新小山市民病院オリジナルグッズをプレゼント！！ ※開催時間・内容が変更になる場合もあります。

第６回
新小山市民病院 ふれあい祭り

地域とともに ～のぞいてみよう医療の現場～
日時　平成2９年10月15日（日）　９：５０～１５：００

会場　新小山市民病院

☆イベント☆
★オープニングセレモニー 9：50～
　　小山児童合唱団

★各種医療相談コーナー
★各種医療体験コーナー
★バザー・模擬店・ゲームコーナー
★エンディングセレモニー
　　とちぎジュニアオーケストラ

★｢おやまくま」がやって来る

☆その他イベント☆
☆ロボットスーツHAL（介護支援腰用）体験　
 介護者が腰部に装着し腰部の力を補助し、腰痛を減らし足腰の負荷軽減を目的としています。
☆メンタルコミットロボット パロ体験
 「パロ」は、楽しみや安らぎなどの精神的なセラピー効果を目的にしたロボットです。
☆パートナーロボット unibo（ユニボ）体験
☆スラックライン（綱渡り）＆ディスクゴルフ体験
 ラインの上でバランス感覚や集中力などを鍛えます。
☆「名医が教えるおいしい減塩レシピの試食」
☆「もしもし」手づくり聴診器体験

※写真は、ユニロボット社のユニボ（unibo）です。
※「ロボットスーツHAL」はCYBERDYNE(株)の登録商標です。協賛：大和ハウス工業
※「メンタルコミットロボット」は国立研究開発法人産業技術総合研究所の登録商標です。「パロ」は株式会社知能システムの登録商標です。

☆ミニ講演会（無料）☆
10：30～11：00

「もの忘れと認知症～認知症を予防しよう」
 認知症看護認定看護師　　青木　千江美　看護師長

11：15～11：45
「生活習慣病を克服しよう」

 糖尿病・代謝内科部長　永山　大二　先生

13：30～14：00
「在宅医療モノ語り～
往診鞄の中をのぞいたことがありますか？」
 つるかめ診療所副所長　鶴岡 優子 先生　平成28年度の決算が報告されました。平成25年に旧小山市民病院が地方

独立行政法人・新小山市民病院となって以来、4年連続で黒字を達成すること
ができました。4年の間に達成すべき中期目標を市から提示され、それに基づき
病院が中期計画を立てて、目標達成に励んだ結果、全期間を通じて、ほぼ目標
通りか、それを上回る結果を残すことができました。最終年度の昨年は、新しい
病院も新築し移転することができました。皆様に、深く感謝申し上げます。
　何故、これほど短期間に病院が変わったのか？病院の何が変わったのか？
　世の中の他の病院は、当時から既に変わっていました。この2-30年の間に、

「医療の高度化」、「人口の高齢化」がどんどん進み、医療を提供する病院も全
く変化しました。独法化後の4年間、私たちは、それまでに市民病院がその変化
に対応できていなかったことを、遅ればせながらも追いつき、追い越せと挽回し
てきました。具体的に、何をしたかということは、市の評価委員会に毎年報告
し、皆様にも、この広報などで、折に触れお知らせしてきました。このことによっ
て、「病院の集客力」がついたのも事実だと思います。
　実は、病院を巡る状況の変化は、これからが本番です。地域完結型医療とか
地域包括ケアと呼ばれているように、夫々の病院がどのような機能をもつべき
か、否応なく地域の人たちによって選択されるようになります。ですから、今まで
以上に、外の変化に対して我々は敏感でなければなりません。
　もう一つ、大事なことがあります。それは、内なるものの変化です。働く職員
自身の変革です。独法化後、私たちは市民病院の理念を明確にし、いわゆる「公
務員意識」を変えようと、自ら声を掛け合ってきました。これからは、さらに進め
て、互いに自由闊達なコミュニケーションができる組織風土を作り、これからの
医療提供のあり方である真の「多職種協働」を実現し、その結果、各職員が
夫々プロとしての仕事が発揮される組織を本格的に作っていこうと思っていま
す。
　『生き残る種とは、最も強いものではない。最も賢いものでもない。それは、変
化に最もよく適応したものである。』～ ダーウィン ～

　平成29年9月　　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

生き残るものとは、・・自らを変えられるもの
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人事課　☎36-0285
〈問い合わせ先〉

医師募集１

　地域医療に興味のある
方、そろそろ地元に戻ろう
とお考えの方はぜひ一度
お問い合わせください。
看護職員2

平成29年度第3回採用試験
試験日：11月30日（木）
対象者：看護師
応募期間：
9月1日(金)～11月15日(水)
採用日：平成30年1月1日（月）

募集人数：7名
応募資格：介護福祉士の資
格を有する方

介護福祉士（正職員）3

※夜勤の出来る方は、正規
職員への道あり。
※各職、詳細につきま
しては下記までお問い
合わせください。

看護師（臨時職員）
看護補助者（臨時職員）
4

院内保育所も整備されてい
ます。ご連絡をお待ちしてお
ります。

医師・
看護職員を
募集しています。
私たちと一緒に
働きませんか


