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TOPIC

今年の１月に新市民病院が誕生して、あっという間に半年が経過しました。例年、
春から夏にかけては農繁期ということもあり、病院の患者数は減少するのですが、今
年はずっと高いままの状態が続いています。ピーク時には、新しく入院される患者さ
んのためのベッドを確保するのが困難になるほどです。「新病院効果」というか、「何か
あったら、まずは新市民病院へ」という認識が市民の皆さんの間に根付き始めたのか
もしれません。私たちにとって、忙しくはありますが、大変喜ばしく、元気づけられ
ることです。
さてこの程、平成27年度の決算がまとまりましたが、地方独立行政法人になって3

年連続で黒字を達成することができました。医業収支（診療行為から得る一切の診療
報酬から減価償却を含めた診療に要する費用を差し引いた額）だけをとっても、初め
て黒字を計上しました。診療収益が、前年比、約10億円の大幅な増収だったのが主な
理由です。何故、そうなったのか。「断らない救急」を目指した結果、救急車搬送件数
は過去最高になり、救急で入院する患者さんの数は、1日平均7人で昨年より20％増
加しました。また、本院の外来で100人初診の患者さんがいると、そのうち80人は地
域の医療機関から紹介された患者さんであり、ほぼ同数の患者さんを地域の「かかり
つけ医」にお戻ししています。すなわち、地域の中で入院を必要とされる患者さんを
しっかり受け入れ、治癒もしくは病状が安定すれば、普段はお近くの医療機関で見
守って頂く・・・地域全体で連携しながら医療のネットワークを形成する中で、本院
が中核病院の役割を果たすという方向に着実に向かっています。
経営面の話をもう少しすると、当然のことですが、新病院を建築したことで、それ

に関わる費用項目が高額になってきます。実に、平成27年度は、新病院の建築、医療
機器購入などで7億円の消費税を負担しました。平成28年度からは、建物、医療機器
などの毎年の減価償却が数億円増加します。これらの経費増を賄う収入を得て健全経
営を維持するためには、今よりもさらに診療の質とレベルを上げ、地域と連携して病
床をフル活用しなくてはなりません。そのためにも、私たち新市民病院は、市民の皆
様にもっと信頼され、愛される病院を目指して、最高の患者サービスを提供すること
に全力を尽くします。
平成28年　9月 新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸　

健全経営は最高の患者サービスから

人事課　☎36-0284
〈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28年度第3回採用試験
試験日：12月8日（木）
対象者：看護師
応募期間：
9月1日(木)～11月18日(金)
採用日：平成29年1月1日

看護師・看護補助者
（臨時職員）
3

薬剤師（正職員）
薬剤師（臨時職員）
臨床検査技師（臨時職員）
管理栄養士（臨時職員）

4

※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。

※夜勤の出来る方は、正規職
員への道あり。

急募中です！！

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

理事長挨拶 01

病院からのご案内 02

病院からのおしらせ 03

病院ふれあい祭り 04

７月１日（金）より、おーバス市民病院線の一部ダイヤに変更があり、
小山駅西口発新市民病院行については、小山駅西口８:１０発の便が
「８:００発」と１０分早まりました。これにより、新市民病院到着は
「８時２５分」となっております。
また、その他の市民病院線の新市民病院発着の便については変更ございません
ので、お間違えの無いようご注意ください。

そのほか詳しくは、小山市ホームページの「おーバス情報」をご覧い
ただくか、小山市市民生活部生活安心課（☎0285-22-9293）までお
問い合わせください。

おーバス市民病院線時刻変更のお知らせ
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当院では、新病院開院と同時に脳卒中センターが立ち上がり、24時間体制で脳卒中の患者さんを受け入れ
ています。しかし、脳卒中の症状が出ているにも関わらず受診が遅れ、最善の治療ができないケースも多々あ
ります。
そこで、私たちは市民の皆さんに脳卒中に対する関心を高めてもらい、皆さんの力で早期に対応できるよう
看護師・栄養士・リハビリスタッフ・薬剤師によるミニ講演会を開催することとしました。

日　時：毎週水曜日　
時　間：午前 10：30 ～ 12：00
場　所：患者支援センター内　情報ラウンジ
担当者：栄養士・リハビリスタッフ・薬剤師
　　　　・脳卒中リハビリテーション認定看護師

30分程度の話で毎週交替で2～ 3講話になっています。
当日、館内放送とラウンジ前の案内が目印です。
30分ずっとでなくても構いませんので、診察やお会計の合間に、
付き添いの待ち時間に、ご興味のある方はぜひお立ち寄りください。

脳卒中ミニ講演会について脳卒中ミニ講演会について

第２弾として、５月28日（日）は二胡と箏の調べ「にこっと」が演奏。“もう・たくさん”さんによる二胡と、“り
ん”さんによる箏の演奏で、蘇州夜曲やポップス、懐かしい歌謡曲のナンバーを演奏しました。第３弾は、７
月24日（日）に尺八＆ピアノ「つちのこ」が演奏。大部仁さんによる尺八と夏目央介さんによるピアノの演奏で、
リクエストメニューの中から、患者さんにリクエストをしていただくというスタイルでの演奏で、入院されてい
る患者さんのみならず、面会にきていたご家族や小さなお子さんからお年寄りまで多くの方が耳を傾けました。
今後も引き続き、身体の治療だけでなく、心からも癒せる
ような時間をご提供していけたらと思います。また、ボラン
ティアで、ぜひ演奏したいという方がいらっしゃいましたら、
事務部（☎0285-36-0280）までお問い合わせくださいませ。
次回は、9月24日（日）14：30から「GRACEと宝石」による

ゴスペルコンサートを予定しております。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ホスピタルコンサートを開催しましたホスピタルコンサートを開催しました

患者さんのご面会について、下記の通りとなっております。
時間内でのご面会をお願い致します。

 曜日 面会時間
 平日 午後2：00～8：00
 土、日、祝日 午後1：00～8：00

総合案内（正面玄関入って左手）で面会受付を行い、面会証を受け取ってから病棟に上がります。ご家族
の方でも、必ず受付を済ませてください。お帰りの際には、必ず面会証を総合案内（面会受付）に返却して
いただきますようお願いいたします。
☆　その他の注意事項
▶　病室、面会の可否は総合案内にて必ずご確認ください。
▶　特別な事情で、時間外にご面会をなさりたい方は、主治医または病棟看護師長の許可を受けてください。
▶　患者様の容態、その他の理由で面会をお断りすることがございます。
▶　入院している方の安静や治療の妨げないよう、面会は決められた時間内に手短かにお願いいたします。
▶　12歳以下のお子様は病気に対し抵抗力が弱いので、特別の時以外のご面会はご遠慮ください。
　　特別な場合でもお静かにお願いいたします。
▶　病室内での飲食はお断りいたします。
▶　敷地内禁煙です。喫煙はお断りいたします。
▶　感染防止の為、生花の持ち込みは、ご遠慮頂いております。
▶　インフルエンザ等の流行時期には、マスク着用・手指消毒をお願いいたします。
　　風邪など伝染性疾患の方はご遠慮ください。

ご面会についてご面会について

さい。
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目でお困りの方は当院眼科にご相談ください。目でお困りの方は当院眼科にご相談ください。

新病院開院を記念し、新たなドックコースとして「レディースドック」を開始します。レディー
スドックは、人間ドックの検査項目に女性が発症しやすい疾患(甲状腺・乳がん・子宮がん・卵巣
がん・貧血・リウマチなど)の検査を充実させた女性のための特別コースです。
女性がんの早期発見、生活習慣病発症予防をはじめ女性ホルモンの減少に伴う
骨粗鬆症、更年期症状の評価など30歳～ 70歳の女性にお勧めしたいドックです。

昼食はアンチエイジングをコンセプトとした当院オリジナルのドック食をご提供しています。
また、女性の抗加齢医学に関するセミナーの開催や特定保健指導や健康相談等を実施します。
【女性限定受診日：木曜日（週不定期）／月】
詳しくはパンフレットまたは病院ホームページをご覧ください。

当院眼科では、網膜・硝子体治療にも力を入れるべく、平成27年10月より硝子体手術を新たに開始し、日
を重ねるごとに件数も増加しています。硝子体手術とは、主に目の網膜・硝子体の出血や増殖膜を取り除く高
度な手術になります。
現在、硝子体手術は、糖尿病網膜症・黄斑円孔・網膜前膜などの予定入院のみの対応となっております。
網膜・硝子体の治療についてお困りの方は遠慮なく当院眼科にご相談ください。
また、硝子体手術以外に、白内障手術・レーザー治療・緑内障治療・硝子体注射・外眼手術など様々
な治療・手術を行っております。目でお困りのことがあれば、医師または眼科スタッフにいつで
もご相談ください。市民の皆様の目の健康の手助けをすべく誠心誠意対応させて頂きます。

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）入場無料
●9月10日（土）　　●３月１1日（土）　両日とも同じ内容の講座となっております。

テーマ
内分泌代謝科 部長 永山　大二　　「糖尿病はどんな病気？」
看護部 看護師 太田　恵　　　「糖尿病と上手に付き合おう」
薬剤部門 副薬剤科長 川上　啓子　　「糖尿病の薬物療法」
臨床検査部門 副技師長 田崎　聡　　　「糖尿病の検査とは？」
リハビリテーション部門 副主任技師 石井　憲治　　「糖尿病の運動療法」
栄養管理部門 主任管理栄養士 赤石　里益　　「糖尿病と食事」

※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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

糖尿病でない方でも役に立つ話となっております。糖尿病について、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。
お問い合わせ　　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）

もの忘れ外来について
神経内科では、7月から、毎週火曜・木曜の午前外来の一部を『もの忘れ外来』として川上・
安藤の医師2名および認知症認定看護師の青木により行っております。『もの忘れ外来』の診療
には相当の時間がかかるため予約制としており、かかりつけ医から紹介状をいただき、医療連携
室に電話で予約を取っていただきます。気になる症状がございましたら、かかりつけ医にご相談
のうえ、当院神経内科の診療予約を取っていただければと思います。

レディースドックレディースドック

お問合せ　　予防医学センター
0285-36-0250

平成28年度『糖尿病教室』開催のお知らせ平成28年度『糖尿病教室』開催のお知らせ

当院眼科で

。
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日時　平成２8年１０月16日（日） 9：50～１５：００
会場　新小山市民病院

10：30～11：00 「 声と健康 」
新小山市民病院　耳鼻咽喉科部長　金澤　丈治　先生

11：15～11：45 「がんって、どんな病気？」
新小山市民病院　緩和ケア認定看護師　渡邊　佳代

13：30～14：00 「しあわせになれる認知症のみかた」
自治医大ステーション・ブレインクリニック　
ＣＥＯ 藤本　健一　先生

★オープニングセレモニー9：50～
　おやまだいすキッズによるチアダンス
★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

★『予防医学ウォーキング レクチャー』 in 小山思いの森
１０時受付（先着30名）受付後、血圧測定：10：30～ 45（ウォーキング レクチャー）
→ウォーキング20分、終了後、予防医学センターにて体組成計測定
★病院健康探検ゲーム
キーワードを探して、ゴールにたどり着いて賞品をもらおう。
★『ガーデンうさぎ』のハンギング バスケット講座（制作時間約３０分）
午前・午後各２０名（要予約・材料費２,５００円）
11：00～、13：30～　0285-36-0282（病院総務課）
作り方を覚えて、四季折々のバスケットを作ってみてはいかがでしょう。

場所等 内容 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

●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）
手打ちそば実演Show☆（試食ができます）

●展示等

■ＣＴの３Ｄ画像の展示
■医療用語大喜利（クイズ形式）
■ミニシアター
■ようこそ☆だしBarへ（各種だしの試飲）
■非常食～あなたのおうちは準備万端？～

常時展示
■栄養コナー
（インスタント食品塩分・清涼飲料水の糖分）等

■新小山市民病院情報コーナー

■診療情報管理課のお仕事紹介

■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
■言語訓練（ＳＴ）検査の展示■臨床工学士のお仕事

●相談コーナー（外来）

■各種検査項目相談 ■お薬相談・薬剤師の進路相談 ■よろず（何でも）相談
■相談コーナー
（脳卒中・認知症・がん・摂食嚥下等）

■臓器移植に関する案内 ■育児相談

■地域医療教育センターの紹介及び相談

●体験コーナー（外来）

■看護学生がチェックする
　あなたの成人病リスク

■白衣・術衣　体験

■高齢者体験

■エコー体験

■調剤体験

■Let's☆顕微鏡　体験

■内視鏡操作体験
■ロコモテストの内容説明及びテスト体験
■眼圧測定・ドライアイ診断
■ＡＥＤの使い方及び蘇生体験
■ぬり絵コーナー
■「もしもし」手づくり聴診器体験

●その他イベント
　屋外特設会場

■『予防医学ウォーキング レクチャー』
　in小山思いの森
■病院健康探検ゲーム
■ハンギング バスケット講座
■ボランティアコンサート
■模擬店・農産物直売
　ゲームコーナー/輪投げ・水風船釣り
■バザー

★スタンプラリー参加で新小山市民病院オリジナルグッズ（先着順）をプレゼント!!　※開催時間や内容が変更になる場合もあります。

ダンスンンるチアダるキッズによ☆おやまだいすキまだいすキッズによまおやまだいすキッズによるチアダンスる☆おやまだいすキッズによるチアダまおやまだ すキ ズによるチ ダ☆お☆おやまだいすすキすキッズによるチアダンス

①①

そだし☆だようこそようこそだし☆だよう そだようこそだそだし☆し☆BarBBarへへ

ナー　10ーー相談コーナー　10相相談コーナーナーナー 10：： ～115～1115～5～12：02：0000

ナー　10ナナ体験コーナ体体体験コーナー　10体体体験 ナ 10体体験コーナーナーナー 10：：30～123330～1233330～0～12：0：0000

終了後、了ォーキング終ウォーキ☆先着30名ウォーキング終了後0☆先着30名ウォーキング終了後、☆☆先着先着3着330名0名ウォーキーキング終グ終了終了後了後、後、体組成計測定成体組成体体組組成成計計測定測定

い終了い☆売切れしだい切☆売切れれしだい終☆☆売切売切れ切れしだだいい終了終了

万端？万万非常食～あなたのおうちは準備万端？ち常食～あなたのおうちは準備万あなたのおうちは準備ち非常食 あなた お非非常食常食～食～あなたのたのおうちはは準備準備万備万端万端？

1313：：00～14000～0～14：3：3：3300

1313：：00～14000～0～14：3：3：3300

③③②②

オーケストラジュニアオュュとちぎとちぎジュニアオーケストとちぎジ ニアオ ケとちぎぎジュニニアオーオーーケストラ


