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「いい病院」
とは
「患者満足」
「いい病院」
と 「職員満足」と
と
「患
患者満足」
4年前、新小山市民病院は地方独立行政法人として再出発しました。小山市は、
新小山市民病院にして欲しいことを4年間の中期目標として提示し、それをどのよ
うな方法で達成するかは、全て病院自身に任されました。独法化し、自由に病院経
営ができるようになって、この4年間で最も変わった点は、職員数が当初350人程
度だったのが、現在600人近くに達する程大幅に増加したことです。しかも病院の
収支は、1年目からそれまでの赤字決算を脱して連続黒字を達成しています。この
ことは、市民の皆さまが利用したいと思うような病院になるためには、それだけ医
師、看護師をはじめ各種の医療専門職を揃えなければならないことを物語っていま
す。脳外科、眼科、婦人科、皮膚科など入院診療を休止していた診療科を再開し、
新たに脳卒中センター、総合診療科など新しい診療科を開始しました。診療科以外
にも、多職種からなる患者支援センターを開設し、患者さんの側に立ったサービス
業務を充実させています。
緑豊かな新天地に新病院が完成して病院のイメージが一変し、新小山市民病院が
地域の中核病院としてふさわしい姿になりつつあると言ってもいいのではないかと
思います。
「いい病院」とは、
「職員満足」
（職員がやりがいを持って働きながら、自分
の生活を全うできる）と「患者満足」
（患者の皆さんが自分に寄り添ってくれたと実感
できる）が両立する病院のことです。しかし、職員満足と患者満足の二つの側面に
ついて、我々の現状を素直に直視すると、目標と現状とのギャップが明らかです。
すなわち、各部署の職員が、①地域における本院の果たすべき役割を理解し、②その
達成のために、主体的、創造的に業務改善に取り組み、③院内及び院外の関係者（ス
テークホルダー）と連携することによって課題を解決し、④リーダーシップが発揮さ
れた組織行動を展開できるようになるには、まだまだやることが山積みです。現
在、
「患者中心、チーム医療、ワーク・ライフ・バランス」を3原則として、全病院的
に業務改善に取り組んでいます。4月からは、いよいよ第2期の中期計画が開始され
ますが、直近の課題は、看護師の大幅増員です。志ある看護師の方々が、我々の仲
間になってくれることをお待ちしています。
平成29年 3月
新小山市民病院 理事長・病院長 島田和幸

72 3 ,&
あしなりガーデン賛助金

私 た ち と 一緒 に
働きませんか
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。
１ 医師募集

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。
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看護職員

平成29年度第1回採用試験
試験日：5月25日
（木）
対象者：看護師
応募期間：
4月10日(月)〜5月12日(金)
採用日：平成29年7月1日

介護福祉士
（正職員）
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募集人数：７名
応募資格：介護福祉士の資格
を有する方

看護師・看護補助者
（臨時職員）
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※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。
〈問い合わせ先〉
人事課

☎36-0285

地方独立行政法人

新小山市民病院
〒323-0827

栃木県小山市神鳥谷2251番地1
TEL

病院前ロータリーに整備されているガーデンを「あしなりガーデン」と称して
います（病院の住所が大字神鳥谷字足形のあしなりから）。四季折々の花々をボ
ランティアの皆さまのご協力で整備しております。
しかし、その花々を入手するのにも大きな負担となります。そのため、このあ
しなりガーデンの整備にご理解いただける方に賛助金と
してのご支援をお願いすることになりました。
郵便局での払込用紙を院内に用意しております。
また、ホームページからも用紙の請求ができます。
詳しくは 山中 ☎３６−０２８０

医師・
看護職員を
募集しています。

0285-36-0200

（代表）

http://hospital-shinoyama.jp/
看護師採用サイト http://hospital-shinoyama.jp/nurse/
https://www.facebook.com/shin.oyama.city.hospital
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薬剤部門

〜病棟薬剤師の活動〜

病棟薬剤師は患者さんに安全な薬物療法が行われ、安心してお薬を使用していただけるよ
うに、医師、看護師や他の医療スタッフと連携して次のような活動をしています。
■入院時の持参薬確認
患者さんが入院した時、まず持参薬（現在使用している薬）を『お薬手帳』
と現物で確認を行います。同時に、患者さんや家族から薬のアレルギー歴と
服薬状況を確認し、得られた情報を電子カルテに登録します。
これは、入院中に使用する薬との併用が可能かどうかを判断するためです。
■服薬指導
使用するお薬について、その効果や飲み方、起こる可能性がある副作用について患者さんまたは家族
に説明を行います。また、使用後には効果が十分出ているか、副作用が出ていないかを確認します。患
者さんがお薬を使用する意味を理解され、積極的に治療に参加いただける姿勢を高めるために活動して
います。
■医薬品情報提供
病棟の薬剤師は医師や看護師から医薬品に関する様々な質問を受けます。それは抗がん剤、感染予防、
点滴など多岐にわたります。このような質問に素早く対応することで、他の医療スタッフの医薬品に対
する負担を軽減しています。
今後、病棟薬剤師の活動としてポリファーマシーの解決が重要と考えています。
使用しているお薬の服薬状況、重複投与、有害作用の多いお薬の確認をして、処
方薬の見直しや削減を医師と相談しながら進めていきたいと考えています。
※ポリファーマシーとは、多くの薬剤を処方され、服用している状態をいいます。

栄養管理部門

〜管理栄養士の病棟活動〜

食事は生命を維持するために欠くことのできないものであり、病院食は疾病治療の一環とし
て重要な役割を担っています。栄養管理部門では安心で安全な美味しい食事の提供を心がけ
つつ、病状に応じた食事を提供できるよう努めております。
当院では管理栄養士が入院患者さんの栄養状態を把握するために、ベッドサ
イドへ伺い、食事摂取状況や体重の変化などから栄養量や栄養摂取の方法など
を検討し、栄養状態の維持や改善に取り組んでいます。
入院前の食事摂取状況などのお話を伺うことで、嗜好や食事形態などにも配
慮した、よりご本人に合った食事を提供することができます。さらに入院中の
摂取状況を把握することで、食事が充分摂れてない方には、少しでも召し上が
っていただけるような食事を他職種とも相談しながら対応しています。
退院後の食事に不安のある方には、栄養指導を行っておりますが、当院では
個々の生活背景や食習慣を踏まえ、実行可能な方法を一緒に考えて提案させて
いただいています。

入院患者さんが早く元気になってご自宅へ退院できるよう
に、栄養管理部門では栄養を通して入院患者さんをサポートし
てまいります。
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リハビリテーション部門

〜療法士の病棟活動〜

『リハビリテーション部門は他職種及び近郊の地域施設と連携を図り、
患者さん中心のサービスを提供していきます。』
リハビリテーション部門は、理学療法士15名、作業療法士7名、
言語聴覚士4名で構成され、疾患別リハビリテーション（脳血管、
運動器、呼吸器、心大血管、がん患者）の施設基準Ⅰを取得してい
ます。さらに地域包括ケア病棟に専従を1名、脳卒中ケアユニット
に専任を1名配置し、あらゆる疾患の患者さんに対し、他職種及び
複数の療法士で介入するように努力しております。また、患者さん
中心の医療を展開すべく、脳卒中センターでの新患に対しては毎日、
各診療科と病棟においては週１回、医師をはじめ看護師、薬剤師、
社会福祉士、管理栄養士、入退院支援看護師等、他職種とカンファ
レンスを開き、病状や方向性等情報を共有しております。また、Ｎ
ＳＴ（栄養サポートチーム）、ＲＳＴ（呼吸サポートチーム）、ＤＳＴ（せん妄・認知症サポートチーム）、Ｆ
ＳＴ（生活機能向上支援チーム）にも参加し院内での連携を図っております。さらに地域完結型医療の
構築に向け、平成29年1月より小山市近郊連携協議会の医療技術部会を立ち上げ、地域施設との連携も
図っております。
今後は、現在行っている活動を成熟させ、地域包括ケア病棟では、
ポイント オブ ケア（仮称）
：
『患者さんのニーズにリアルタイ
ムで応える』という新たな取り組みも念頭に置き努力していきた
いと思います。

新小山市民病院開院１周年記念事業を開催しました
1月8日
（日）
に、小山市立文化センター小ホールにて、開院１周年記念事業とし
て
「第７回小山の医療を考えるシンポジウム」
を開催しました。内容は3部構成で、
第1部では小山の地域医療を考える市民会議の方々による活動報告と、在宅医
療をテーマとした寸劇発表、第2部では栃木県保健福祉部医療政策課課長補佐
吉田昌広氏をお招きし、
「地域包括ケアシステムってなあに？」
をテーマに、国の政策や本県の現状・取組
についての説明、第3部ではパネルディスカッションを行い、
自治医科大学地域医療学センター長の梶井
英治先生が座長を務め、
パネリストとして、小山地区医師会の塚田錦治会長、
当院の島田和幸病院長、小
山市いきいきふれあい運営委員会連絡協議会の日向野正道会長、小山市保健福祉部高齢生きがい課の
室橋正枝氏がそれぞれの取り組み状況や役割について説明し、会場からも様々な質問が投げかけられ
活発な討議が行われました。連休の中日でありながら300人余りの方にご来場いただき、
大盛況のうちに
終えることが出来ました。
ありがとうございました。今後もこのような活動をつづけ、
当院の取組状況や小
山市・地域との関わりなどについて情報を発信していきたいと思います。
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❹ 院内保育

このコーナーでは、
当院の各部署の紹介をします

通常の保育のほかにも、
病児・病後児保育も行っています

月

主な行事

4月

歓迎会

5月

こどもの日の集い

6月

バス遠足

7月

夏祭り

8月

プール遊び

9月

お店屋さんごっこ

10月

運動会

11月

ピクニック

12月

クリスマス会＆発表会

1月

お正月遊び＆もちつき

2月

豆まき会

3月

ひな祭り

子育てをしながら働いている、当院の職員が利用できる院内保育園【ピー
ス保育園】
をご紹介します。平成25年4月1日、地方独立行政法人への経営形
態移行と合わせ運営が開始されたピース保育園は、新病院への移転にあわ
せ園舎を新築、定員20名で午前8時〜午後6時（延長保育・夜間保育あり）
ま
での年末年始を除く全日
（土日も運営）運営しています。
年間を通して様々な行事が行われるほか、野菜の苗植えや収穫などを通
しての食育活動や、
リトミックの講師による週1回のリトミック活動なども行わ
れ、園児も毎日楽しく過ごしています。職場と同じ敷地内で子供を預けられる
ので安心です。

こどもの日の集い

芋ほり
（食育活動）

リトミック活動

クリスマス会＆発表会

※月に一度、誕生会、避難訓練、身体測定も実施しています。

また、小山市からの委託で、病児保育【定員3名】
も行っており、
こちらは市内に居住されているお子様（結城
市・野木町を含む）
が対象です。
事前に小山市に利用登録が必要になりますので、
詳しくは小山市保健福祉部こ
ども課
（TEL:0285-22-9614）
までお問い合わせください。

新小山市民病院ボランティア募集のご案内

新小山市民病院は地域の皆さまと一緒になって、患者さんにご満足いただけるような病院運営を目指してお
ります。
そのため、
たくさんのボランティアの皆さんに受付ガイド、外来介助、園芸、音楽等のお手伝いをいただ
いております。
今回、受付ガイド、外来介助、園芸、音楽の他に通訳ボランティア、図書ボランティア、
傾聴ボランティアを募集します。詳細は、下記担当者までご確認をお願いします。
受付ガイド、外来介助
園芸、音楽、図書
通訳、傾聴

和田
山中
多賀谷

☎３６−０２００
☎３６−０２８０
☎３６−０２００

新小山市民病院出前講座開催のお知らせ

地域に開かれた病院づくりの一環として、病院職員が地域に出向き出前講座を通して交流を図りながら、健康づくりの
お手伝いをさせていただきます。
詳細は下記のとおりです。
なお、講座については、病院ホームページ、病院内掲示板でお知らせします。
1)
2)
3)
4)
5)
6)

対象：小山市内の地域住民によるグループ、
団体、学校等で１０人以上の参加者が見込めること
（但し、営利、宗教、政治等を目的として開催するものは除く）
日時：月曜日〜金曜日 午前９時〜午後５時（年末年始、祝日は除く）
会場：申込者の指定する場所で小山市内
講座：医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
介護福祉士、医療ソーシャルワーカー、管理栄養士、事務職が講師とした講座（１講座概ね６０分）
申込：開催日の２か月前までに所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
経営企画室（☎36-0278）
までメール、郵送、
ファックス、持参等で申込
費用：無料、
但し会場費等は申込者負担とする。
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