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行列のできる 病院
平成29年度の新小山市民病院の決算は、独法化以来連続5年間の黒字となり
ました（下野新聞7月16日記事参照）。まずは「新病院移転」と「健全経営」という
独法化の所期の目的を達成することができました。新小山市民病院が名実とも
に小山市及び周辺地域の中核病院となり、診療の質とレベルが上がり本院の患
者数が増加した結果だと感謝申し上げます。
私たちは市民の皆様に親しまれ、信頼される病院となることを懸命に心が
け、医業収入は年ごとに右肩上がりで増加しました。当然費用も同じように増
加しましたが、これまでは収入の増加とほぼ釣り合っていました。しかし、昨年
度は費用の伸びに比し、収入の増加は鈍化しました。今までのように、頑張れば
倍々ゲームとなる時代は終わり、確かな「戦略」を持って病院を経営し、運営し
なければならない段階となりました。
すなわち、市民病院は地域の中でどのような役割を担うべきか、我々の「強
み」と「弱み」を見極めて、地域の医療機関としっかり役割分担します。そして、
「最高の患者サービス」を提供することによって、一年中顧客が絶えない「行列
のできる」病院とならなければなりません。我々はその為の活動を既に開始し
ています。患者さんに最善の医療とケアを提供する為に、院内では、いかにして
職員同士が目標を共有しコミュニケーションを図るか、そして院外では、いか
にして近隣医療機関と緊密な連携を構築するか、日々が新たな挑戦です。
平成30年9月
新小山市民病院 理事長・病院長 島田和幸

TOPICS

産後ケア

01

新小山市民病院だより

●第 22 号●

平成 30 年 9 月 1 日発行

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。
2

看護職員

平成30年度第3回採用試験
試験日：11月15日
（木）
対象者：看護師
応募期間：
9月3日(月)〜11月1日(木)
採用日：平成31年1月1日
3 介護福祉士
（正職員）

理学療法士（正職員）
作業療法士（正職員）
4 看護師
（臨時職員）
看護補助者（臨時職員）
言語聴覚士（臨時職員）
臨床工学技士(臨時職員)
※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。
〈お問い合わせ先〉
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

「産後ケア」をご存知でしょうか。出産後間もないお母さんが、赤ちゃんと
の生活に慣れ、育児に自信を持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。病院という安心できる環境で、ベテランの助産師と日々子ど
もたちの看護をしている看護師が対応させていただきます。母乳育児への
不安や乳房ケア、育児全般のお手伝い、毎日頑張るお母さんには休養の時
間も提供できます。全コースとも個室対応で食事が
付きます。
料金や詳しい内容につきましては、平日 ☎ 36-0200
（代）にお電話いただき「産後ケアについて聞きたい。
」
とお申し付けください。

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

職員紹介（5・6・7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
医員

戸代原

彬宏

看護師

金井

絵美里

①所属
形成外科
②出身地
神奈川県
③趣味
水泳
④専門分野（疾患）について
形成外科は体表面の修復・再建を行う科です。患者さんに機能面・整容面どちら
も満足いただけるよう日々診療を行っております。
⑤ひとこと
４ヶ月という短い間ですが、よろしくお願い致します。
①所属
看護部
②出身地
群馬県桐生市
③趣味
料理を作ること
⑤ひとこと
一生懸命頑張りますので
よろしくお願いします。

臨床工学部門

飯塚

ワーク・ライフ・バランス
研修会を行いました

真聖

①所属
臨床工学部門
②出身地
埼玉県
③趣味
音楽鑑賞・ドライブ
⑤ひとこと
１日でも早く１人前の臨床工学
技士になれるように、
日々努力して
いきます。
よろしくお願いします。

院内での取り組み

ワーク・ライフ・バランスは、単に私生活を充実させればよいというものではあ
りません。私生活を充実させるためには、充実した仕事をして、やりがいを持って
働くことが大切です。
病院は、医師や看護師をはじめとして、多くの専門職が集まっている組織で
す。それぞれの専門職が最大限の力を発揮し、最高の医療を提供するためには、
お互いの仕事を知り、助け合っていくことが必要です。そのために当院では、年3
回多職種が集まって、1つのテーマについて話し合う研修会を行なっています。
今回は、48名の職員が参加し、
「多職種協働で仕事をするために、自分たちは
何をするか」をテーマに話し合いました。もっとコミュニケーションを取ること、
相手に感謝する、笑顔を忘れないなど人間関係を良くするための意見の他、業務
や職場環境の改善に対する意見や患者サービスを向上させるためにどうすれば
良いかなど多くの意見が出されました。

「人間ドック健診機能評価施設」に認定されました!!
2018年6月、多項目にわたる認定審査基準・要件を満たしている優良健
診施設として日本病院会、日本人間ドック学会「人間ドック健診機能評価
施設」の認定審査に合格致しました。
これは、運営・管理体制・職員教育・サービス・保健指導・フォローアップ・
研究など施設、設備、質ともに受診者にとって安全で安心な予防医療の役
割を果たしてる推奨施設として認定されたもので、栃木県内では6施設目
となります。
受診者が安心して選択できる 選ばれる健診施設 を目指し、地域の皆様
の期待に応えられるよう、質の高いドック・健診サービスの提供に邁進すべ
く、職員一同努めますのでどうぞよろしくお願い致します。
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乳房・育児外来を開始しました。
当院では、
7月から
「乳房・育児外来」
を始めました。
助産師が担当する外来です。
母乳育児がうまくいかずに悩ん
でいる、
赤ちゃんの体重が増えているのか心配、
いろいろ不安で育児がつらいなどありませんか？助産師歴15年
以上のベテラン助産師が、
皆さんのお話を聞きながらサポートさせていただきます。
授乳や赤ちゃんの体重に関し
ましては、
実際の授乳状態を見ながら細かく指導いたしますので、
授乳時間の調整のご協力をお願いいたします。
不安に思っていること、
疑問に思っていることも気にせずお話ください。

◆完全予約制
◆費用
◆予約専用ダイヤル

毎週月曜日（祝日は休みになります） 9：00 〜 17：00
3,000円＋税（乳房マッサージを含む）
☎ 36-0270（平日14:00 〜 16:00）にお願いします。

新たな
「経鼻内視鏡」を増設しました!

この度、最新式の経鼻内視鏡（上部消化管用）を増設しました。
口から入れるカメラは、舌のつけ根に触れるため嘔吐感が生じやすいです
が、鼻からの場合は舌のつけ根に触れないので、嘔吐感が起きにくく、受診さ
れる方の身体的負担を緩和することが可能です。
今回増設した内視鏡は、波長の異なる二種類のレーザーを用いることで、
従来のものに比べ、画質が格段に向上し、更に、癌の検出に優れています。
まずは、人間ドックの受診者を中心に検査を開始しました。
（注意：癌を疑
う病変に関しては、従来通りの口からの内視鏡による精密検査が必要です。）
なお、人間ドック・健診のご利用に関しては、予防医学センターにご相談く
ださい。
（※平成30年度の予約受付は終了しました）

ボランティア
募集のお知らせ

当院では、ボランティア活動を希望される方を
募集しています。
（外来・園芸・図書）
無理のない範囲での活動で構いません。
一緒に始めてみませんか？

ボランティアをしてみて良かったこと

●患者さんに『ありがとう』と言ってもらえた時、
自分がしたことが役に立ったと確信できた “瞬間” が
なによりも嬉しい
●ご飯に行ったりする一生涯の友人を作れた
●一期一会
●同じような考えを持った仲間に巡り合えた
●四季折々、手入れした花々で皆さんを癒すことができる

外来ボランティアの皆さんには、玄関付近での車の乗り降りの介助、再診の患者さんの自動受付機の操作方
法の説明や会計でお待ちのかたの自動会計機の操作方法の説明をお願いしております。園芸ボランティアの皆
さんには、正面玄関前のあしなりガーデンの手入れ、花時計周辺に花を植えて頂くなど、月２回程度の維持管理
をお願いしております。また、本の整理をする図書ボランティアも随時募集しています。

詳細は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
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医事課 荒川・伊藤

☎36-0200

新小山市民病院 ふれあい祭り

第7回

つなぎ合おう！ふれ合おう！地域と医療と介護の輪
日時

平成30年10月21日
（日） ９：５0 〜１５：００
会場 新小山市民病院

ミニ講演会（無料）

舞台イベント

10：30〜11：00

「目からウロコ！〜よりよく見える白内障手術〜」
小山地区医師会

もりや眼科

院長

森谷

充雄

先生

11：15〜11：45

大友歯科医院

医院長

大友

文雄

先生

13：00〜13：30 新小山市民病院 退院後訪問始めました！

「退院後訪問ってどんなこと？」
皮膚・排泄ケア認定看護師

土田

絵美

看護師

栃木

由恵

看護師

「訪問の実際について」
緩和ケア認定看護師

れん太スタジオ・ジュニアの皆さん

★みんなで楽しくレッツダンス
あなたと私とふれあい隊の皆様・
・？

「どこでも歯医者」〜訪問歯科診療〜
小山歯科医師会

★オープニングセレモニー 9：50〜

★病院食ってどんな味？〜病院食の試食〜
★エンディングセレモニー 14：45〜
小山児童合唱団

★｢おやまくま」がやって来る

展示コーナー
☆栄養展示ブース：気をつけて！気づけばあなたもポッチャリさん。
☆自助具展示会
☆当院のピース保育園児の作品展示
☆ボランティア紹介コーナー
☆ＣＴの３Ｄ画像の展示
☆地域医療を考える市民会議コーナー等

相談コーナー
☆認定看護師による相談（脳卒中・認知症・育児等）
☆地域医療教育センター医師による相談
☆お薬相談 ☆リハビリ相談
☆育児楽しんでますか？少し助産師とお話しませんか！
（育児相談）

体験コーナー
☆「もしもし」手づくり聴診器体験 ☆調剤体験 ☆救え！大切な命（救急蘇生体験） ☆エコー体験
☆内視鏡操作体験
☆未来の自分？
（白衣体験・カメラ持参してください）
☆メタボ発見！！
（身体測定コーナー）
☆血行をよくする！（手浴体験）
☆日頃の疲れを癒しませんか！
（ハンドマッサージ体験） ☆体組成計検査
☆乗って・押して・押されてみよう
（車イス体験）
☆視力を測ろう
☆気軽にチェック動脈硬化と物忘れ！！
（血管機能測定＆認知症テスト）
☆今の栄養量と筋肉量で大丈夫ですか？
（フレイルチェック）
☆スラックライン（スポーツ綱渡り）体験

その他イベント
☆ウォーキング セミナー
『生活習慣病や認知症も防ぐ健康寿命を延ばす歩き方』
先着３０名：９時より受付
血圧等体調チェック：レクチャー後１１時より１５分程度のウォーキング
（参加者に人間ドックオプション無料券進呈）

模擬店：キャラメルポップコーン・わたあめ・
スーパーボールすくい・輪投げ・射的
☆バザー：１３：３０〜
・農産物直売 ・授産施設による物品販売 ・東洋羽毛工業（株）の抽選会

☆つちのこライブ：①１０：３０〜 ②１１：３０〜
益子町を中心に活動する尺八＆ピアノユニット
誰もが知ってる名曲をお届けします♪

☆子供の遊び場（バルンアート・ぬり絵等）☆風船プレゼント

☆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！！
新小山市民病院だより

※イベント内容が変更になる場合があります。
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