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今年は、医療の世界では特別な年になります。団塊の世代が75歳以上に達
する2025年に向けて、経済・社会的に持続可能な医療・介護提供体制とする
政策が本格的に始動します。端的に言うと、「病床を減らし、介護を増やす」方
向に舵が切られます。いよいよ病院は地域の需要とマッチしなければ存続で
きなくなります。各々の地域ごとに事情が異なっており、県南地区は独自に
対応しなければなりません。小山地区医療圏には、特定機能病院である大学
病院をバックに、総合病院は新小山市民病院しか存在しません。本院が独法
化・新築移転を敢行して再生することができたのも、この「地の利」があった
からに他なりません。市民の皆様が病気や怪我をして、少し重いと思った時
は、まず市民病院で診てもらえば安心、そのような期待に応えることが本院
の使命です。その為には、他の医療機関・施設と協力しながら、救急や紹介
患者を全て受け入れ、治癒・軽快後は、在宅復帰あるいは回復期施設へ移っ
ていただく“スムーズな流れ”をつくらなければなりません。それならば今ま
でと同じではないか、と言われればその通りです。これからは、そのことが
より厳しく要求されるようになったということに過ぎません。本院は「地の
利」を最大限に活かして、病院多難の時代を乗り切ります。
平成30年3月 新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸　
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当院では、地域の皆さまと共に、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、装飾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、園芸ボランティアを募集します。
詳細は下記担当者までご連絡をお願いします。
ボランティア受付担当　医事課 関根　☎　36-0200

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30年度第1回採用試験
　試験日：5月24日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　4月9日(月)～5月10日(木)
　採用日：平成30年7月1日

　募集人数：5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

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

http://hospital-shinoyama.jp/

http://hospital-shinoyama.jp/nurse/看護師採用サイト

0285-36-0200（代表）T
E
L

https://www.facebook.com/shin.oyama.city.hospital

申込み：直接総合案内で。
またはお電話(☎36-0200)にて。
　(月～金8：30～17：00受付）
  ※定員50名（先着順）

７. 褥瘡対策チーム（ＮＳＴ②）７. 褥瘡対策チーム（ＮＳＴ②）
褥瘡（じょくそう）って何か知っていますか？

褥瘡とは通称｢床ずれ｣と言われている疾患です。長時間同じ姿勢をとる
ことで、同一部位に圧迫が加わり発生してしまいます。入院中具合が悪く、
長時間同じ姿勢をとっていると発生するリスクは高くなります。
そこで、私たち褥瘡対策チームは、皮膚科医師、皮膚・排泄ケア認定看

護師、看護師、管理栄養士など他職種のスタッフが連携し、褥瘡発生の予
防や対策・指導を行い、また、保有者に
対し、適切なケア・治療を行うことを目的
にチーム活動を行っています。

　毎週火曜日、褥瘡回診を行い、ケアに難渋している症例や処置方
法について他職種とディスカッションを行い、患者さんに適した最
良のケアが提供できることを目標に日々実践しています。

H30年度ドックのご案内
◆平成30年度ドック（人間ドック・脳ドック・心臓ドック・
　レディースドック）の募集を開始します。
　受 診 期 間：平成30年4月10日～平成31年3月15日
　予約受付開始：平成30年3月27日（火曜日）から
　受 付 時 間：8：30～ 16：00
　場   所：⑭予防医学センター
　方   法：直接来院 または 電話　☎ 36-0250・0251
＊国民健康保険受診券を利用される方は受診券が自
宅に郵送された後に予約して下さい。

◆レディースドックの曜日が変わります。
第２・４木曜日→毎週月曜日（女性受診者限定日）

◆30年度から子宮がん・乳がん（受診券・クーポン）の施
　設型検診の施設から外れます。ご注意下さい。

産後ケア事業と助産師外来が始まります！
4月から産後ケア事業を、5月からは母乳外来を中心とした助産師外来を開始いたします。
産後ケア事業とは、出産後間もないお母さんが赤ちゃんとの生活に慣れ、育児に自信がもてるよ

うに助産師が中心となりサポートする取り組みです。１泊２日で行う「宿泊型」と「日帰り型」「半
日型」の３つのメニューを用意しています。病院という安心できる環境で、

母乳育児の相談や乳房ケア、沐浴を中心とした育児行為の指導や援助、
疲れた身体への負担を軽減するための休養などを提供いたします。
　助産師外来では、母乳育児がより楽しく続けられるよう、抱き方や
くわえさせ方、乳房マッサージなどを提供いたします。
　詳しくはお電話にてお問い合わせください。

糖尿病教室
３月10日（土）
10：00 ～ 12：30 (9：30～受付)
場所：小山市健康医療介護
　　  総合支援センター

※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。

～ 一日でギュギュっと！
　 一年のまとめ（昼食付）～

このコーナーでは、当院の
各チームの紹介をしています

ボランティアを募集していますボランティアを募集しています
TOPICS
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①所属　　　形成外科
②出身地　　栃木県
③趣味　　　おいしいものを
　　　　　　食べること
④専門分野（疾患）について
　形成外科一般。体表の外科
を担当しています。
皮膚・皮下腫瘍、先天異常（耳、

手、足、おへそなど）、眼瞼疾患（眼瞼下垂、
眼瞼内反など）、顔面骨骨折、外傷、熱傷など
の治療を行っています。
⑤ひとこと
　平成30年1月から新小山市民病院に着任いた
しました。当院で対応できない症例も自治医大
と連携を取り、対応していきたいと思っており
ますので、気になる病変があるようでしたら何
なりとご相談ください。市民の皆様に寄り添っ
た医療を提供していきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。

①所属　　　小児科
②出身地　　青森県
③趣味　　　ゲーム
④専門分野（疾患）について
　小児科一般診療はもとよ
り、特に小児の循環器領域、
先天性心疾患などを専門とし
ております。川崎病罹患後の

冠動脈病変のフォローや心臓検診で異常を指
摘された方の精査目的のご紹介などを承って
おります。
⑤ひとこと
　平成29年11月より新小山市民病院小児科に
赴任いたしました。自治医科大学とちぎ子ど
も医療センター小児科循環器グループに所属
しており、小児の心臓カテーテル検査、治療
などにも従事しておりました。複雑な病状に
おきましては、自治医大と密に連携を取り、
患児たちにとって最良の治療が提供できるよ
うに努力して参ります。

職員紹介（11・12・1月採用）～①所属②出身地③趣味④専門分野（疾患）について（医師のみ）⑤ひとこと～

形成外科
部長

上野　紫穂

小児科
医員

鈴木　峻

看護師　金子　秀樹
①看護部　中央施設部門
②山形県
③スキー・音楽鑑賞
⑤地域医療に貢献できるよう頑
張りたいです。 この度、老朽化した骨密度測定装置を

最新式へと更新しました。
この装置は、高速モードと高精細モー
ドを備えており、高速モードでは約7.5秒
で前腕を検査でき、静止が困難なご高齢
の方も短時間検査が可能となります。また、
高精細モードでは約30秒の検査時間で、
骨粗しょう症の治療における治療薬使用
時の微差な骨密度変化を捉えることがで
き、投薬効果判定の精度
向上が期待されます。
ご利用を希望される場
合はまずはかかりつけ医
にご相談の上、当院へご
紹介いただくようにお願
いいたします。

「骨密度測定装置」が
新しくなりました！

予約専用電話　36-0270

婦人科診療体制の変更
婦人科外来は、月曜日～金曜日（予約制）に

患者さんを受け入れて参りましたが、4月より、

非常勤医1名体制となり、毎週月曜日と第４
水曜日の診療となります。初診患者さん(紹
介患者さん含む)につきましては、予約制に変
更をいたしますので、ご了承ください。

平成30年度 新小山市民病院出前講座 のお知らせ
地域の皆さまに医療についてもっと身近に感じていただくことを目的に、病院のスタッフが講師として

地域にお伺いしてお話する「出前講座」を開催しています。

下記テーマの中からお選びいただき、お申し込みください。詳しい講座内容は、情報ラウンジ内にある

冊子及び病院ホームページでお知らせしています。

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：小山市内で申込者の指定する場所

講座：医師、看護師、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、事務職等、当院職員が講師とした講座（講座一覧から選択）

　　　※１講座概ね６０分とする。

費用：無料　※会場予約、及び会場の設営は申込者の方がご準備ください。

準備いただくもの：スクリーン（プロジェクターで投影可能な白い壁など）・電源・延長コード・プロ　

　　　　　　　　　　ジェクターを設置するテーブル

　　　　　　　　　※その他準備可能なものは、申込書でお伺いします。

申込：開催日の２か月前までに所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、事務部　総務課まで

　　　ＦＡＸ、郵送、メール、電話等で申込

　　　　　－詳細は、事務部　総務課（TEL：36-0281）にお問い合わせください。－

No Noテーマ テーマ

　1　　減塩（成人）について：“減塩”がもたらす若さと健康

　2　　食育・減塩について（小・中学生・親）：子どもの頃から減塩食育

　3　　健康食品：健康食品・サプリとの上手なつきあい方

　4　　治療の効果：治療の効果はどのように判定するのか

　5　　病院の選び方：東京の有名病院はよい病院か

　　　  人生の最終章の医療の選択：もしもの時に、あなた、そしてご家
　　　  族の選択は？

　　  　ロコモティブシンドローム：ロコモティブシンドローム（運動器
　　  　症候群）と内科との関わり

　8　　医療機関の役割：医療機関の役割分担（機能分担）

　9　　地域での医療人育成：地域医療教育センターの役割

　10　　医療費に関する情報：知って得する医療費助成制度

　11　　当院の入・退院：入院から退院までの流れ

　12　　在宅医療のすすめ：自宅で受けられる訪問診療・訪問看護

　　　　かかりつけ医を持っていますか？：・地域完結型医療とは・地域
　　　  医療支援病院の役割について

　14　　脳卒中で倒れないために：脳卒中予防に関すること

　15　　生きる喜びは味わうことから：嚥下味覚障害に関すること

　16　　抗がん剤治療のウソ・ホント：がんとは　抗がん剤とは

　17　　がんってどんな病気？：がん予防　がんになったら

　18　　もしかしてそれは認知症の始まり？：認知症に関すること

　　　　 寝たきりの方が床ずれにならないために：床ずれケアに関すること

　20　　ストーマケアについて：ストーマケアに関すること

　　　　 女性にとってのシンボル乳がん予防について：乳がんに関する
　　　　 こと

　22　　 誰にでも出来る感染対策！！：感染対策の基本に関すること

　　　　 一次救命処置：誰にでも出来る胸骨圧迫法とＡＥＤの蘇生法に
　　　　 関すること

　24　　ワンポイント介護法：家庭でもできる介護のポイント

　25　　転倒（ころぶこと）：高齢者の入院に伴うリスク

　　　　 医療メディエーターとは：病院での医療メディエーションの役
　　　　 割とは？

　27　　運動器障害を学ぶ：ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

　28　　運動療法の効果：糖尿病の運動療法

　29　　食事介助の注意点：嚥下障害者への食事介助

　30　　生活習慣病対策：生活習慣病予防・改善のための食事療法

　31　　放射線検査：放射線検査の豆知識

　32　　寄附と税制：ご寄付の受入れについて

13
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26

6

7

選定療養費について
　当院では、国で推進するかかりつけ医との連携を更
に推進するために、4月より紹介状をお持ちでない初
診の皆さまには、初診時選定療養費として3,240円
（税込）のご負担をいただきます。
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新しくなりました！

予約専用電話　36-0270

婦人科診療体制の変更
婦人科外来は、月曜日～金曜日（予約制）に

患者さんを受け入れて参りましたが、4月より、

非常勤医1名体制となり、毎週月曜日と第４
水曜日の診療となります。初診患者さん(紹
介患者さん含む)につきましては、予約制に変
更をいたしますので、ご了承ください。

平成30年度 新小山市民病院出前講座 のお知らせ
地域の皆さまに医療についてもっと身近に感じていただくことを目的に、病院のスタッフが講師として

地域にお伺いしてお話する「出前講座」を開催しています。

下記テーマの中からお選びいただき、お申し込みください。詳しい講座内容は、情報ラウンジ内にある

冊子及び病院ホームページでお知らせしています。

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：小山市内で申込者の指定する場所

講座：医師、看護師、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、事務職等、当院職員が講師とした講座（講座一覧から選択）

　　　※１講座概ね６０分とする。

費用：無料　※会場予約、及び会場の設営は申込者の方がご準備ください。

準備いただくもの：スクリーン（プロジェクターで投影可能な白い壁など）・電源・延長コード・プロ　

　　　　　　　　　　ジェクターを設置するテーブル

　　　　　　　　　※その他準備可能なものは、申込書でお伺いします。

申込：開催日の２か月前までに所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、事務部　総務課まで

　　　ＦＡＸ、郵送、メール、電話等で申込

　　　　　－詳細は、事務部　総務課（TEL：36-0281）にお問い合わせください。－

No Noテーマ テーマ

　1　　減塩（成人）について：“減塩”がもたらす若さと健康

　2　　食育・減塩について（小・中学生・親）：子どもの頃から減塩食育

　3　　健康食品：健康食品・サプリとの上手なつきあい方

　4　　治療の効果：治療の効果はどのように判定するのか

　5　　病院の選び方：東京の有名病院はよい病院か

　　　  人生の最終章の医療の選択：もしもの時に、あなた、そしてご家
　　　  族の選択は？

　　  　ロコモティブシンドローム：ロコモティブシンドローム（運動器
　　  　症候群）と内科との関わり

　8　　医療機関の役割：医療機関の役割分担（機能分担）

　9　　地域での医療人育成：地域医療教育センターの役割

　10　　医療費に関する情報：知って得する医療費助成制度

　11　　当院の入・退院：入院から退院までの流れ

　12　　在宅医療のすすめ：自宅で受けられる訪問診療・訪問看護

　　　　かかりつけ医を持っていますか？：・地域完結型医療とは・地域
　　　  医療支援病院の役割について

　14　　脳卒中で倒れないために：脳卒中予防に関すること

　15　　生きる喜びは味わうことから：嚥下味覚障害に関すること

　16　　抗がん剤治療のウソ・ホント：がんとは　抗がん剤とは

　17　　がんってどんな病気？：がん予防　がんになったら

　18　　もしかしてそれは認知症の始まり？：認知症に関すること

　　　　 寝たきりの方が床ずれにならないために：床ずれケアに関すること

　20　　ストーマケアについて：ストーマケアに関すること

　　　　 女性にとってのシンボル乳がん予防について：乳がんに関する
　　　　 こと

　22　　 誰にでも出来る感染対策！！：感染対策の基本に関すること

　　　　 一次救命処置：誰にでも出来る胸骨圧迫法とＡＥＤの蘇生法に
　　　　 関すること

　24　　ワンポイント介護法：家庭でもできる介護のポイント

　25　　転倒（ころぶこと）：高齢者の入院に伴うリスク

　　　　 医療メディエーターとは：病院での医療メディエーションの役
　　　　 割とは？

　27　　運動器障害を学ぶ：ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

　28　　運動療法の効果：糖尿病の運動療法

　29　　食事介助の注意点：嚥下障害者への食事介助

　30　　生活習慣病対策：生活習慣病予防・改善のための食事療法

　31　　放射線検査：放射線検査の豆知識

　32　　寄附と税制：ご寄付の受入れについて
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選定療養費について
　当院では、国で推進するかかりつけ医との連携を更
に推進するために、4月より紹介状をお持ちでない初
診の皆さまには、初診時選定療養費として3,240円
（税込）のご負担をいただきます。
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今年は、医療の世界では特別な年になります。団塊の世代が75歳以上に達
する2025年に向けて、経済・社会的に持続可能な医療・介護提供体制とする
政策が本格的に始動します。端的に言うと、「病床を減らし、介護を増やす」方
向に舵が切られます。いよいよ病院は地域の需要とマッチしなければ存続で
きなくなります。各々の地域ごとに事情が異なっており、県南地区は独自に
対応しなければなりません。小山地区医療圏には、特定機能病院である大学
病院をバックに、総合病院は新小山市民病院しか存在しません。本院が独法
化・新築移転を敢行して再生することができたのも、この「地の利」があった
からに他なりません。市民の皆様が病気や怪我をして、少し重いと思った時
は、まず市民病院で診てもらえば安心、そのような期待に応えることが本院
の使命です。その為には、他の医療機関・施設と協力しながら、救急や紹介
患者を全て受け入れ、治癒・軽快後は、在宅復帰あるいは回復期施設へ移っ
ていただく“スムーズな流れ”をつくらなければなりません。それならば今ま
でと同じではないか、と言われればその通りです。これからは、そのことが
より厳しく要求されるようになったということに過ぎません。本院は「地の
利」を最大限に活かして、病院多難の時代を乗り切ります。
平成30年3月 新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸　

新小山市民病院の「地の利」

理事長挨拶 01

新採用職員の紹介 02

H30 年度出前講座 03

チーム紹介・お知らせ 04

当院では、地域の皆さまと共に、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、装飾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、園芸ボランティアを募集します。
詳細は下記担当者までご連絡をお願いします。
ボランティア受付担当　医事課 関根　☎　36-0200

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30年度第1回採用試験
　試験日：5月24日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　4月9日(月)～5月10日(木)
　採用日：平成30年7月1日

　募集人数：5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

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

http://hospital-shinoyama.jp/

http://hospital-shinoyama.jp/nurse/看護師採用サイト

0285-36-0200（代表）T
E
L

https://www.facebook.com/shin.oyama.city.hospital

申込み：直接総合案内で。
またはお電話(☎36-0200)にて。
　(月～金8：30～17：00受付）
  ※定員50名（先着順）

７. 褥瘡対策チーム（ＮＳＴ②）７. 褥瘡対策チーム（ＮＳＴ②）
褥瘡（じょくそう）って何か知っていますか？

褥瘡とは通称｢床ずれ｣と言われている疾患です。長時間同じ姿勢をとる
ことで、同一部位に圧迫が加わり発生してしまいます。入院中具合が悪く、
長時間同じ姿勢をとっていると発生するリスクは高くなります。
そこで、私たち褥瘡対策チームは、皮膚科医師、皮膚・排泄ケア認定看

護師、看護師、管理栄養士など他職種のスタッフが連携し、褥瘡発生の予
防や対策・指導を行い、また、保有者に
対し、適切なケア・治療を行うことを目的
にチーム活動を行っています。

　毎週火曜日、褥瘡回診を行い、ケアに難渋している症例や処置方
法について他職種とディスカッションを行い、患者さんに適した最
良のケアが提供できることを目標に日々実践しています。

H30年度ドックのご案内
◆平成30年度ドック（人間ドック・脳ドック・心臓ドック・
　レディースドック）の募集を開始します。
　受 診 期 間：平成30年4月10日～平成31年3月15日
　予約受付開始：平成30年3月27日（火曜日）から
　受 付 時 間：8：30～ 16：00
　場   所：⑭予防医学センター
　方   法：直接来院 または 電話　☎ 36-0250・0251
＊国民健康保険受診券を利用される方は受診券が自
宅に郵送された後に予約して下さい。

◆レディースドックの曜日が変わります。
第２・４木曜日→毎週月曜日（女性受診者限定日）

◆30年度から子宮がん・乳がん（受診券・クーポン）の施
　設型検診の施設から外れます。ご注意下さい。

産後ケア事業と助産師外来が始まります！
4月から産後ケア事業を、5月からは母乳外来を中心とした助産師外来を開始いたします。
産後ケア事業とは、出産後間もないお母さんが赤ちゃんとの生活に慣れ、育児に自信がもてるよ

うに助産師が中心となりサポートする取り組みです。１泊２日で行う「宿泊型」と「日帰り型」「半
日型」の３つのメニューを用意しています。病院という安心できる環境で、

母乳育児の相談や乳房ケア、沐浴を中心とした育児行為の指導や援助、
疲れた身体への負担を軽減するための休養などを提供いたします。
　助産師外来では、母乳育児がより楽しく続けられるよう、抱き方や
くわえさせ方、乳房マッサージなどを提供いたします。
　詳しくはお電話にてお問い合わせください。

糖尿病教室
３月10日（土）
10：00 ～ 12：30 (9：30～受付)
場所：小山市健康医療介護
　　  総合支援センター

※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。

～ 一日でギュギュっと！
　 一年のまとめ（昼食付）～

このコーナーでは、当院の
各チームの紹介をしています

ボランティアを募集していますボランティアを募集しています
TOPICS
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