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TOPICS

　私たちは、4 年前、病院の理念と基本方針を策定しました。そして、「最高の患者
サービス」、「診療・ケアの質とレベルの向上」、「病床のフル活用」という 3 つの行
動指針を掲げ、職員一同が病院改革に努力した結果、現在の市民病院は、ようやく
市民の皆様の支持を得ることができるようになりました。我々の姿勢はこれからも
変わりません。しかし、今後、全ての病院は「医師など医療従事者の働き方改革」や

「病院の再編・統廃合」の試練にさらされます。そのような病院経営が難しい時代
になっても、職員がワンチームとして、いきいきと働く病院となるためには、組織の目
標が明確で、全職員がそれを目指さなければなりません。その目標とは、“押しも押
されもせぬ”市民に最も近い急性期地域中核病院となることです。今回見直しを
行った当院の理念とそれを達成する為の基本方針を示します。 

　見直し点（下線）は、それぞれ、チーム医療、患者主体と倫理、組織開発、病院の役
割、職員満足、企業的競争力などを強調しました。私たちの新たな旅立ちの始まり
です。

令和 2 年　3 月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

新たな旅立ち 

病院長挨拶 01
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先生による病気のお話 04

　令和２年度の「出前講座」の内容が決まりました。当院では、病院スタッフが講師としてご希
望の地域にお伺いする「出前講座」を開催しています。詳しい講座内容は冊子、及び病院ホー
ムページでお知らせしています。機会がございましたら、ぜひご利用ください。 
・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 
・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。

詳細は、事務部 総務課（☎36-0281）にお問い合わせください。

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

人事課　☎36-0285
〈お問い合わせ先〉

医師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
2020年度第 1 回採用試験
　試験日：5 月 8 日（金）
　対象者：看護師・助産師
　応募期間：
　4月6日（月）～ 4月23日（木）
   採用日：２０２０年7 月１日

介護福祉士（正職員） 
薬剤師（正職員）
保健師（正職員） 

3

※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）4

事務職員（正職員）5

　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。

5. につきましては、試験日は 
9 月頃を予定しています。 

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

理念：皆様から信頼され必要とされる地域密着型の急性期中核病院を確立する
基本方針： 
1. 根拠に基づく安全で質の高いチーム医療を行います
2. 患者及び家族の皆様が、納得し満足できるように、寄り添って支援します 
3. 職員どうしが自発的、主体的に対話し協働する関係性を作っていきます
4. 地域との連携を深め、地域の中核病院としての責務を果たします
5. すべての職員が心身ともに健康に生き生きと働ける職場を作ります
6. 健全経営を維持し、経営基盤の強化を図ります

令和 2 年度 出前講座 開催のお知らせ令和 2 年度 出前講座 開催のお知らせ

脳梗塞はこれまで、最も治療が難しい病気の一つとされていましたが、「t-PA
（組織型プラスミノゲン・アクティベータ）静注療法」という、詰まった血栓を溶かす
点滴治療ができるようになってから、最も早く治療しなければならない病気に変
わってきました。 

しかしながら、t-PAの投与は、原則発症から4.5 時間以内に限られており、また内頸動脈や 
中大脳動脈近位部閉塞など脳主幹動脈例では再開通が得られる割合は3分の1程度と分かっ
てきました。 

この問題点の救済として行われるようになったのが、「血栓回収療法」というカテーテル治療
です。2015年にステント型のデバイスが登場し、その有効性が科学的に証明されたため、世界
的に血栓回収療法に取り組む動きが加速しています。近年、この方法による再開通率は約8割ま
で上がっています。血栓回収療法が有効なのは脳梗塞発症から原則8時間以内とされています。 

脳卒中の症状の中でも多いのは、急に体の片側に麻痺が起こる運動麻痺や言語障害です。 
目が一方を向いて、反対側の上下肢が麻痺しているケースなど典型的な重症脳梗

塞の症状です。このような患者さんにおきましては、最小限の検査をして、一刻も早
くカテーテル治療を行う必要があります。 

再開通が早ければ早いほど救われる人は増え、1 時間遅れると社会復帰の可能性が 12％減る
と言われています。症状が表れてから、出来るだけ早く血管を開通させることが重要です。このよう
に、脳梗塞は 1 分 1 秒を争う病気なのです。 

患者さん、そのご家族におかれましては、急に始まった言語障害や片側の顔や手足
の麻痺、目の向きがおかしいなどの症状を見かけた際には、一刻も早く119 番通報
し、専門病院へ搬送していただきますようよろしくお願いします。 

近年、脳梗塞治療は劇的に変化しています。

脳卒中の症状

Time is Brain 

74 歳 男性 心房細動あり 右不全麻痺、失語で救急搬送。2 週間後、後遺症なく自宅退院。

血栓を回収

脳血管内治療科　岡田俊一先生による『血栓回収療法』のお話
～ こんな症状ありませんか？？ ～
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年末年始（2019.12.28～2020.1.5）来院患者等
救急患者総数

うち救急車搬送受入数

うち直接来院及び電話来院患者数

うち夜間休日急患診療所からの紹介患者数

うち他院からの紹介患者数

手術件数

439 名（1 日平均約 48 名）

121 名（1 日平均約 13 台）

176 名（1 日平均約 19 名）

36 名（1 日平均約 4 名）

43 名（1 日平均約 4 名）

4 件　　　　　

令和２年度ドック（人間・脳・レディース・心臓）の予約を開始します

●予約募集期間 1 期 ① 後期高齢者 優先予約期間
  　 令和 2 年 3 月 25 日（水曜日）～ 3 月 27 日（金曜日） 
  ② 国民健康保険者・後期高齢者
  　 令和 2 年 3 月 30 日（月曜日）～ 4 月 3 日（金曜日） 
 ☆ 受付時間  　8 時 30 分～ 16 時 00 分（①・②ともに）

●予約募集期間  2 期  　令和 2 年 4 月 6 日（月曜日）から 6 月 30 日（火曜日） 
 ☆ 受付時間 　13 時 00 分～ 16 時 00 分（電話・来院予約共）

場　所 予防医学センター （１４番） 
方　法 来院または電話（☎0285-36-0250・0251） 
持参物 ① 保険証、② ドック受診券 をご持参の上、お申込み下さい。 
 （保険証、受診券番号を確認いたします。） 

【後期高齢者・国民健康保険受診券ご利用の方へ】 
　令和２年度は、予約時の混雑解消と待ち時間短縮を目的として「後期高齢者」、「国民健康
保検者」の受付開始日を変更いたしました。予約期間内にお電話又はご来院下さいますよう
お願い致します。 

　なお、自費受診の方もご希望の予約日が取りにくい状況ですのでお早目にご予約下さい。 

2019 年 12 月 28 日（土）～ 2020 年 1 月 5 日（日）までの一般外来休診期間中の 9 日間に当院

に来院された救急患者数等は以下の通りです。

当院は 2 次救急医療機関として、入院・手術を必要とする重症な患者さんを原則として受け入れ

ているため、対象となる患者さんが優先されます。そのため、比較的軽症の一次救急の患者さんは、診

察が可能だとしても長時間お待ちいただくこともございます。比較的軽症の患者さんにつきましては、

診療時間内であればまずは「かかりつけ医」の受診をお願いいたします。 

「かかりつけ医」を受診され、より専門的な検査等が必要であれば、かかりつけ医から当院を含め適切

な医療機関へご紹介いただけます。紹介状とかかりつけ医からの検査結果等をご持参いただければ、

当院や 3 次医療機関等でも、初診でかかるよりもスムーズに受診することができます。何卒、ご理解・

ご協力のほどお願いいたします。 

新任職員紹介（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～

鈴木　雅之

①所属　　神経内科
②出身地　静岡県
③趣味　　ドライブ
④専門分野（疾患）について

神経内科一般
⑤ひとこと
　誠実な診療を心がけます。

いつでもご相談ください。神経内科 医員
山田　千夏

①所属　　４B 病棟
②出身地　東京都
③趣味　　フラワーアレンジメント・
　　　　　料理
⑤ひとこと

患者様やご家族が安心で
きる医療・看護に努めたい
と思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

看護師

柳田 杏奈

①所属　　３B 病棟
②出身地　結城市
③趣味　　旅行・音楽
⑤ひとこと
　約１年半、パートで働いてきまし

たが、この度１月から正規職員
となりました。仕事も子育ても
プライベートも全力で頑張りま
す。全力でよろしくお願いします。

看護師
古橋　麻美

①所属　　HCU 病棟
②出身地　埼玉県
③趣味　　ライブ・一人旅・
　　　　　和太鼓
⑤ひとこと

これから新小山市民病院
の一員として頑張ります。
宜しくお願いします。看護師

1 月 9 日、前日本看護協会会長であり、現在東京医療保健大学 副学長の坂本すが先生にご講演
を頂きました。当院では先生に毎年ご講演をお願いしており、2020 年で 3 回目を迎えました。 

坂本先生は、看護職なら知らない人はいないほど有名な先生で、私にとっては看護管理者サード
レベルの講師であり“看護の師”と仰ぐ先生です。 

それは、私の中では看護を熱く語れるのは、坂本先生しかいない！と思っているからです。 
当日 130 名程の看護職が先生のお話を聞き、1 時間 15 分聞き入ってしまったというのが本音で

あろうと思います。その中には、看護師はいったい何をする専門職なのだろうか？と忙しさのあまり
わからなくなってしまっていた人達も多くいたことでしょう。 

先生は、『看護師とは「間隙手」（かんげきしゅ）－患者さんを“深刻な谷間”に落とさない事－のた
めに働く人』という言葉に尽きると話されました。看護師は一般的に見える仕事だけではなく、患者
さんのために何とかしたい、もっと深い所で患者さんをいつも見ている、看護とは、患者さんの生き
る力を引き出す事であると話して下さったのです。 

先生の言葉に背中を押され、また明日から患者さんのために頑張ろう！と心新たに引き締まった思
いと、看護師という職業を選んで本当に良かったと思えた年始の講演会となりました。 

女性が元気に働き続けることができる社会とは
～看護の視点から～　という坂本すが先生の講演会を聴いて

　　　　　　 看護部長 折笠清美

年末年始の受入状況について年末年始の受入状況について

院内での
取組み

（当院調べ）
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さんのために何とかしたい、もっと深い所で患者さんをいつも見ている、看護とは、患者さんの生き
る力を引き出す事であると話して下さったのです。 

先生の言葉に背中を押され、また明日から患者さんのために頑張ろう！と心新たに引き締まった思
いと、看護師という職業を選んで本当に良かったと思えた年始の講演会となりました。 

女性が元気に働き続けることができる社会とは
～看護の視点から～　という坂本すが先生の講演会を聴いて

　　　　　　 看護部長 折笠清美

年末年始の受入状況について年末年始の受入状況について

院内での
取組み

（当院調べ）
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TOPICS

　私たちは、4 年前、病院の理念と基本方針を策定しました。そして、「最高の患者
サービス」、「診療・ケアの質とレベルの向上」、「病床のフル活用」という 3 つの行
動指針を掲げ、職員一同が病院改革に努力した結果、現在の市民病院は、ようやく
市民の皆様の支持を得ることができるようになりました。我々の姿勢はこれからも
変わりません。しかし、今後、全ての病院は「医師など医療従事者の働き方改革」や

「病院の再編・統廃合」の試練にさらされます。そのような病院経営が難しい時代
になっても、職員がワンチームとして、いきいきと働く病院となるためには、組織の目
標が明確で、全職員がそれを目指さなければなりません。その目標とは、“押しも押
されもせぬ”市民に最も近い急性期地域中核病院となることです。今回見直しを
行った当院の理念とそれを達成する為の基本方針を示します。 

　見直し点（下線）は、それぞれ、チーム医療、患者主体と倫理、組織開発、病院の役
割、職員満足、企業的競争力などを強調しました。私たちの新たな旅立ちの始まり
です。

令和 2 年　3 月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

新たな旅立ち 

病院長挨拶 01

新任医師紹介 02

お知らせ 03

先生による病気のお話 04

　令和２年度の「出前講座」の内容が決まりました。当院では、病院スタッフが講師としてご希
望の地域にお伺いする「出前講座」を開催しています。詳しい講座内容は冊子、及び病院ホー
ムページでお知らせしています。機会がございましたら、ぜひご利用ください。 
・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 
・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。

詳細は、事務部 総務課（☎36-0281）にお問い合わせください。

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

人事課　☎36-0285
〈お問い合わせ先〉

医師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
2020年度第 1 回採用試験
　試験日：5 月 8 日（金）
　対象者：看護師・助産師
　応募期間：
　4月6日（月）～ 4月23日（木）
   採用日：２０２０年7 月１日

介護福祉士（正職員） 
薬剤師（正職員）
保健師（正職員） 

3

※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）4

事務職員（正職員）5

　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。

5. につきましては、試験日は 
9 月頃を予定しています。 

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

理念：皆様から信頼され必要とされる地域密着型の急性期中核病院を確立する
基本方針： 
1. 根拠に基づく安全で質の高いチーム医療を行います
2. 患者及び家族の皆様が、納得し満足できるように、寄り添って支援します 
3. 職員どうしが自発的、主体的に対話し協働する関係性を作っていきます
4. 地域との連携を深め、地域の中核病院としての責務を果たします
5. すべての職員が心身ともに健康に生き生きと働ける職場を作ります
6. 健全経営を維持し、経営基盤の強化を図ります

令和 2 年度 出前講座 開催のお知らせ令和 2 年度 出前講座 開催のお知らせ

脳梗塞はこれまで、最も治療が難しい病気の一つとされていましたが、「t-PA
（組織型プラスミノゲン・アクティベータ）静注療法」という、詰まった血栓を溶かす
点滴治療ができるようになってから、最も早く治療しなければならない病気に変
わってきました。 

しかしながら、t-PAの投与は、原則発症から4.5 時間以内に限られており、また内頸動脈や 
中大脳動脈近位部閉塞など脳主幹動脈例では再開通が得られる割合は3分の1程度と分かっ
てきました。 

この問題点の救済として行われるようになったのが、「血栓回収療法」というカテーテル治療
です。2015年にステント型のデバイスが登場し、その有効性が科学的に証明されたため、世界
的に血栓回収療法に取り組む動きが加速しています。近年、この方法による再開通率は約8割ま
で上がっています。血栓回収療法が有効なのは脳梗塞発症から原則8時間以内とされています。 

脳卒中の症状の中でも多いのは、急に体の片側に麻痺が起こる運動麻痺や言語障害です。 
目が一方を向いて、反対側の上下肢が麻痺しているケースなど典型的な重症脳梗

塞の症状です。このような患者さんにおきましては、最小限の検査をして、一刻も早
くカテーテル治療を行う必要があります。 

再開通が早ければ早いほど救われる人は増え、1 時間遅れると社会復帰の可能性が 12％減る
と言われています。症状が表れてから、出来るだけ早く血管を開通させることが重要です。このよう
に、脳梗塞は 1 分 1 秒を争う病気なのです。 

患者さん、そのご家族におかれましては、急に始まった言語障害や片側の顔や手足
の麻痺、目の向きがおかしいなどの症状を見かけた際には、一刻も早く119 番通報
し、専門病院へ搬送していただきますようよろしくお願いします。 

近年、脳梗塞治療は劇的に変化しています。

脳卒中の症状

Time is Brain 

74 歳 男性 心房細動あり 右不全麻痺、失語で救急搬送。2 週間後、後遺症なく自宅退院。

血栓を回収

脳血管内治療科　岡田俊一先生による『血栓回収療法』のお話
～ こんな症状ありませんか？？ ～


