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TOPICS

　大都市圏以外の病院は、ほとんど例外なく、医師の確保に難渋しています。急性期を
扱う本院においては、診療科目を維持し、各診療科に相当数の医師を配置せねばなら
ず、様々な努力の末、当初三十数名だった本院の常勤医師は、現在六十名ほどに達して
います。しかし、今年「医師の働きかた改革」が法律で義務化された結果、数年以内に医
師の勤務時間が制限されることになり、「医師不足」は緩和されるどころか、ますます厳
しくなり、「地域全体で頭を抱える」状況となっています。 
　私たちは、危機感を持って、今まで以上に、①医師の新たな確保ルートを開拓し、院内
では②医師間で協力し合う（タスクシェアリング）、③医師以外の職種でも可能な業務
は他職種に移行する（タスクシフト）などの改革を進めます。 
　しかし、医療は私達だけの努力では限界があります。ここで、医療のもう一方の主役
である市民の皆様にお願いしたいことが三つあります。①皆様の周りに、「小山市の病
院で働いてもよいという医師」の方がおられましたら、是非、新小山市民病院を紹介して
ください。診療科の別は問いません。②本院は、地域の中で救急や入院診療を主として
カバーする役割を担っています。安定期の外来通院には原則として「かかりつけ医」を
持ってください。③夜間・休日の救急も、市民病院の隣にある「夜間休日急患診療所」を
受診してください。そこで解決できなければ直ちに本院に紹介してくれます。 
　今まで私たちが享受してきた医療を次世代へ継続できるかどうか、国全体で、今大き
な曲がり角に立たされています。小山地区においては、私たちは皆様とともにこの難局
を乗り越えたいと思います。 

令和元年　12 月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

三つのお願い

病院長挨拶 01

新任医師紹介 02

医療機器のご案内 03

糖尿病教室開催 04

　12/28（土）～ 1/5（日）の 9 日間は外来診療（救急を除く）をお休みさせていただきます。
なお、救急外来は二次救急（入院や手術を要する重症な患者さん）を原則として受け入れて
おります。そのため、救急の受入状況によって診療できない場合がございますので、緊急時に
直接来院される場合には必ず事前に下記電話番号までお問い合わせくださいませ。

救急外来・休日夜間受付 ０２８５－３６－０２９０
　また、一次救急（入院までに至らない比較的軽症な患者さん）の場合には、まずは夜間休日
急患診療所（TEL:0285-39-8880）もしくは一次救急医療機関当番病院（小山市広報参
照）にお問い合わせください。
　※診察券（お持ちの方）・保険証・医療受給証など（お持ちの方）・紹介状（他の医院、病
院からの方）をお持ちになって、ご来院ください。

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
2019 年度第 4 回採用試験
　試験日：2 月 20 日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　12月2日（月）～ 2月6日（木）
　採用日：２０２０年4月１日

介護福祉士（正職員） 
保健師（正職員） 
薬剤師（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

　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

年末年始における診療のご案内年末年始における診療のご案内

　2019 年 4 月、当院は 3 年間取り組んできたワークライフバランス（以下 WLB）（仕事と生活の調和）

からヘルシーワークプレイス（以下 HWP）（WLB 実現のための健康で安全な職場）推進委員会に移行し

ました。これは、職員一人ひとりが健康で安全に自分らしく働きながら自己実現ができる職場環境・風土

をめざしていくものです。 

　先日（9 月 28 日（土））委員会主催の研修会を開催したのでご紹介します。参加者は医師を含む全職種

の選抜メンバー 47 名でした。前回行われた研修会で「どんな職場にしたいか、そのための課題はなにか」

の結果をもとに「課題を解決していくために、どうしたらよいか」をワールドカフェ方式で自由に意見を出し

合ってもらいました。ワールドカフェ方式とは、結論や結果を求めるのではなく、気づきを重視するもので

す。参加者からは「他職種の仕事を知る事、その人がどんな人か知ることで多職種交流が活発になり、組

織の活力が生まれる」等の意見がありました。 

　今後も HWP 推進委員会では、さまざまな活動を通し、すべての人たちがお互いの人権が尊重しあえる

職場の実現をめざしていきたいと思います。 

◆開催日 令和 2年 2月8日（土）
申込締切：2月5日（水）

◆時　間 10 時 00分～ 12時 30分
受付開始　9時 30分

◆講　師 医師・看護師・リハビリテーション技師・
臨床検査技師・薬剤師・管理栄養士

◆定　　員 50 名（先着順）

◆参 加 費 無料

◆実施場所 〒323-0827
小山市健康医療介護総合支援センター
小山市大字神鳥谷２２５１-７
直接総合受付、またはお電話でお願いいたします。
電話番号：０２８５-３６-０２００
受付期間：左記参照
受付時間：月～金 /８：３０～１７：００まで

参加
申し込み

糖尿病について、関心のある方はどなたでも対象です。
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。

糖尿病教室開催のごあんない

ヘルシー・ワーク・プレイス研修会を
開催しました
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　当院では、人工関節手術においてナビゲーションシス
テムを導入しております。このナビゲーションシステムを
使用した手術は、最新医療技術のひとつであるコン
ピューター支援による手術です。 
　この手術では、CT などの検査で得られた患者さん
の骨格の情報をコンピューターが解析をし、人工関節を
設置する位置やサイズなどを決定します。そして、手術
をする医師は患者さんの関節とナビゲーションシステ
ムの画面を確認しながら手術を行います。これにより、
骨をより正確に削ることが可能となり、手術前の計画通
りに人工関節を設置することができます。 
　この装置による治療の適応、詳細に関しては、まずは
かかりつけの医師にご相談ください。 

　2019 年 9 月 7 日 ( 土 ) に実施された小山市総合防災訓練に参加しました。今回は DMAT チーム

が参加しましたが、当院が DMAT チームとして地域の防災訓練等に参加するのは初めてで、実際の

訓練の場面では、救護所受入訓練として当院での受け入れを想定した、病院前救護所での活動という

想定で行いました。当院は日本 DMAT の医師 1 名、栃木県 DMAT(LDMAT) の看護師 2 名と業務

調整員 2 名が参加し、また応援に来ていただいたという想定で小山地区医師会から医師 1 名と自治

医科大学の DMAT から業務調整員 2 名の計 8 名で活動を行いました。当院の DMAT チームが研

修を経て組織されたのは昨年度からで、まだ経験が浅いながらも協力しながら実施できたのではと思

える部分と、研修や訓練を通して継続的に経験を重ねていかなければと反省する部分も多々ありまし

た。また協力いただいた自治医科大学 DMAT からも学ばせていただく部分も多々あり、いろいろな意

味で収穫のあった訓練となりました。小山市でも台風 19 号で被災された方もいらっしゃると思います

が、今後も災害はいつ何時発生するかわかりません。そういった際に近隣地域で被災し、負傷したり体

調を崩された方をスムーズに受け入れ、適切な医療が受けられるように、また、近隣医療機関が被災し

た際に適切な支援ができるよう、今後も訓練・研修を重ねてまいります。 

　※DMAT とは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されており、
災害派遣医療チーム Ｄisaster Ｍedical Ａssistance Ｔeam の頭文字をとって略して「ＤＭＡＴ（ディーマット）」と
呼ばれています。（厚生労働省 ＤＭＡＴ事務局ホームぺージより引用）

整形外科ナビゲーション手術装置を導入しました！

職員紹介（8・9・10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～

三木 厚

①所属　　外科
②出身地　香川県
③趣味　　ゴルフ・テニス
④専門分野（疾患）について

肝胆膵外科
⑤ひとこと
　皆様の健康を守れるように
　がんばります。外科 第一部長

宮城　健

①所属　　麻酔科
②出身地　沖縄県
③趣味　　特になし
④専門分野（疾患）
　について

麻酔全般
⑤ひとこと

よろしくお願いします。麻酔科 副部長

渡邉　輝

①所属　　神経内科
②出身地　栃木県那須町
③趣味　　読書
④専門分野（疾患）について

神経内科全般
⑤ひとこと
　よろしくお願いします。

神経内科 医員

小橋 小織
リハビリテーション技師

新井　郷史

①所属　　呼吸器内科
②出身地　群馬県高崎市
③趣味　　スキー
④専門分野（疾患）
　について

咳や痰が止まらないとき
は、受診して下さい。

⑤ひとこと
地域の皆さんのお力に
なれるように一生懸命
頑張ります。

呼吸器内科 医員

田原　真紀子

①所属　　外科
②出身地　山形県
③趣味

こどもと教育番組を見ること
④専門分野（疾患）について

大腸外科を専門にしております。
近年大腸癌が増加傾向ですが、
大学病院では、40代・50代の大
腸癌患者さんを診ることも少な

　くありません。

外科 副部長

症状がなくとも40歳を過ぎたら、一度大腸内視鏡検
査を行うことをお勧めします。

⑤ひとこと
　合併症のない安全な手術を日々心がけています。そ

のためにも業種を越えたチーム医療連携が必須と
考えております。どうぞよろしくお願い致します。

宮﨑　千絵子

①所属　　外科（乳腺）
②出身地　東京都
③趣味　
　チェロ・読書
④専門分野（疾患）
　について

乳房のしこり、分泌、痛
みなど気になる症状が
ある時は是非受診して
下さい。

外科 副部長

⑤ひとこと
長い間大学病院で働いてきました。新小山
市民病院では、より患者さんに寄り添った診
療を心がけたいと思います。

①所属　　
　リハビリテーション部門
②出身地　
　静岡県
③趣味　　
　スキー・ダイビング
⑤ひとこと
　地域のリハビリにお

ける発展に貢献で
きるよう頑張ります。 小関 剛

薬剤師

①所属　　
　薬剤部門
②出身地　
　群馬県
③趣味　　
　子どもと遊ぶこと
⑤ひとこと
　よろしくお願いしま

す。
越川 真依

看護師

①所属　　
　3C 病棟
②出身地　
　茨城県
③趣味　　
　金魚
⑤ひとこと
　頑張っていきたいと

思いますので、よろ
しくお願いします。

小山市総合防災訓練にDMATチーム参加小山市総合防災訓練にDMATチーム参加
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⑤ひとこと
長い間大学病院で働いてきました。新小山
市民病院では、より患者さんに寄り添った診
療を心がけたいと思います。

①所属　　
　リハビリテーション部門
②出身地　
　静岡県
③趣味　　
　スキー・ダイビング
⑤ひとこと
　地域のリハビリにお

ける発展に貢献で
きるよう頑張ります。 小関 剛

薬剤師

①所属　　
　薬剤部門
②出身地　
　群馬県
③趣味　　
　子どもと遊ぶこと
⑤ひとこと
　よろしくお願いしま

す。
越川 真依

看護師

①所属　　
　3C 病棟
②出身地　
　茨城県
③趣味　　
　金魚
⑤ひとこと
　頑張っていきたいと

思いますので、よろ
しくお願いします。

小山市総合防災訓練にDMATチーム参加小山市総合防災訓練にDMATチーム参加



新小山市民病院だより27

01

2019年
12月1日

号

目 次

新小山市民病院だより　●第 27号●　令和元年 12月 1日発行 04新小山市民病院だより　●第 27号●　令和元年 12月 1日発行

TOPICS

　大都市圏以外の病院は、ほとんど例外なく、医師の確保に難渋しています。急性期を
扱う本院においては、診療科目を維持し、各診療科に相当数の医師を配置せねばなら
ず、様々な努力の末、当初三十数名だった本院の常勤医師は、現在六十名ほどに達して
います。しかし、今年「医師の働きかた改革」が法律で義務化された結果、数年以内に医
師の勤務時間が制限されることになり、「医師不足」は緩和されるどころか、ますます厳
しくなり、「地域全体で頭を抱える」状況となっています。 
　私たちは、危機感を持って、今まで以上に、①医師の新たな確保ルートを開拓し、院内
では②医師間で協力し合う（タスクシェアリング）、③医師以外の職種でも可能な業務
は他職種に移行する（タスクシフト）などの改革を進めます。 
　しかし、医療は私達だけの努力では限界があります。ここで、医療のもう一方の主役
である市民の皆様にお願いしたいことが三つあります。①皆様の周りに、「小山市の病
院で働いてもよいという医師」の方がおられましたら、是非、新小山市民病院を紹介して
ください。診療科の別は問いません。②本院は、地域の中で救急や入院診療を主として
カバーする役割を担っています。安定期の外来通院には原則として「かかりつけ医」を
持ってください。③夜間・休日の救急も、市民病院の隣にある「夜間休日急患診療所」を
受診してください。そこで解決できなければ直ちに本院に紹介してくれます。 
　今まで私たちが享受してきた医療を次世代へ継続できるかどうか、国全体で、今大き
な曲がり角に立たされています。小山地区においては、私たちは皆様とともにこの難局
を乗り越えたいと思います。 

令和元年　12 月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

三つのお願い

病院長挨拶 01

新任医師紹介 02

医療機器のご案内 03

糖尿病教室開催 04

　12/28（土）～ 1/5（日）の 9 日間は外来診療（救急を除く）をお休みさせていただきます。
なお、救急外来は二次救急（入院や手術を要する重症な患者さん）を原則として受け入れて
おります。そのため、救急の受入状況によって診療できない場合がございますので、緊急時に
直接来院される場合には必ず事前に下記電話番号までお問い合わせくださいませ。

救急外来・休日夜間受付 ０２８５－３６－０２９０
　また、一次救急（入院までに至らない比較的軽症な患者さん）の場合には、まずは夜間休日
急患診療所（TEL:0285-39-8880）もしくは一次救急医療機関当番病院（小山市広報参
照）にお問い合わせください。
　※診察券（お持ちの方）・保険証・医療受給証など（お持ちの方）・紹介状（他の医院、病
院からの方）をお持ちになって、ご来院ください。

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
2019 年度第 4 回採用試験
　試験日：2 月 20 日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　12月2日（月）～ 2月6日（木）
　採用日：２０２０年4月１日

介護福祉士（正職員） 
保健師（正職員） 
薬剤師（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

　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

年末年始における診療のご案内年末年始における診療のご案内

　2019 年 4 月、当院は 3 年間取り組んできたワークライフバランス（以下 WLB）（仕事と生活の調和）

からヘルシーワークプレイス（以下 HWP）（WLB 実現のための健康で安全な職場）推進委員会に移行し

ました。これは、職員一人ひとりが健康で安全に自分らしく働きながら自己実現ができる職場環境・風土

をめざしていくものです。 

　先日（9 月 28 日（土））委員会主催の研修会を開催したのでご紹介します。参加者は医師を含む全職種

の選抜メンバー 47 名でした。前回行われた研修会で「どんな職場にしたいか、そのための課題はなにか」

の結果をもとに「課題を解決していくために、どうしたらよいか」をワールドカフェ方式で自由に意見を出し

合ってもらいました。ワールドカフェ方式とは、結論や結果を求めるのではなく、気づきを重視するもので

す。参加者からは「他職種の仕事を知る事、その人がどんな人か知ることで多職種交流が活発になり、組

織の活力が生まれる」等の意見がありました。 

　今後も HWP 推進委員会では、さまざまな活動を通し、すべての人たちがお互いの人権が尊重しあえる

職場の実現をめざしていきたいと思います。 

◆開催日 令和 2年 2月8日（土）
申込締切：2月5日（水）

◆時　間 10 時 00分～ 12時 30分
受付開始　9時 30分

◆講　師 医師・看護師・リハビリテーション技師・
臨床検査技師・薬剤師・管理栄養士

◆定　　員 50 名（先着順）

◆参 加 費 無料

◆実施場所 〒323-0827
小山市健康医療介護総合支援センター
小山市大字神鳥谷２２５１-７
直接総合受付、またはお電話でお願いいたします。
電話番号：０２８５-３６-０２００
受付期間：左記参照
受付時間：月～金 /８：３０～１７：００まで

参加
申し込み

糖尿病について、関心のある方はどなたでも対象です。
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。

糖尿病教室開催のごあんない

ヘルシー・ワーク・プレイス研修会を
開催しました


