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「最高の患者サービスを提供する」ことは、「医療の質とレベルをあげる」、「全
病床をフル活用する」ことと並んで本院の 3大目標の一つです。私たちは、全て
の入院患者さんに「患者満足度のアンケート調査」をずっと継続して実施して
いますが、患者さんからの本院職員に対する評価が、年ごとによくなっている
ことを実感しています。一方で、患者さんたちから改善してほしいと言われた
ことも含めて、新小山市民病院ホスピタリティ 10か条として、自分たちの患者
さんに対する接遇の指針としています。①いつも笑顔であいさつします、②患
者さんの立場で対応します、③患者さんの話をよく聞きます、④ていねいにわ
かりやすく説明します、⑤積極的に声をかけます、⑥言葉使いに気をつけます、
⑦身だしなみに気をつけます、⑧私語を慎みます、⑨過ごしやすい環境をつく
ります、⑩プライバシーを守ります。私が病棟を回っていて、患者さんから「職
員がよくしてくれる」、「職員がやさしく、丁寧に対応してくれる」など、感謝さ
れることが増えました。私は、そのたびに患者さんから「ありがとう」のお言葉
を頂いたことを職員に伝えています。それは、私達医療従事者が最も喜ぶこと
であり、自分たちの仕事のやりがいになっているからです。患者さんのことを、
よく聞き、よく見て、よく考え、その人の立場になって医療やケアを施すこと
が、患者さんの心に届くと信じています。
平成 30年 12月 新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸
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　10月1日から、２A病棟がフルオープンしました。2A病棟は、呼吸器内科と
腎臓内科の29床の急性期病棟です。
　2A病棟では、医師・看護師だけでなく患者さんに関わる全ての職種が協
働することで、患者さんやご家族が安心して療養できることを目標にしていま
す。また、何より患者さんに優しい病棟を目指して頑張っています。
　フルオープンに伴い、新小山市民病院は300床全床
が稼働することになりました。今後も、それぞれの病棟
の機能・専門性を活かし、病院一丸となってチーム医療
に取り組んでいきたいと思います。

人事課　☎36-0285
〈お問い合わせ先〉

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4回採用試験
　試験日：2月21日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　12月3日(月)～2月7日(木)
　採用日：平成31年4月1日

介護福祉士（正職員）
作業療法士（正職員）
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※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）
言語聴覚士（臨時職員）
臨床工学技士(臨時職員)
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　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

病床フルオープン病床フルオープン
TOPICS
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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～
①所属 神経内科
②出身地 京都府
③趣味 城巡り
④専門分野（疾患）について
　体が思うように動かし
にくい、力が入りにくい、
頭痛がするなど症状があ
りましたらご相談ください。

⑤ひとこと
　研鑚を積み、より良い医療を提供できるよう努め
てまいります。

神経内科
医員

古谷　浩平

①所属 リハビリテーション部門
②出身地 栃木県小山市
③趣味 旅行・写真
⑤ひとこと
　9年ぶりに戻ってきました。一生
懸命頑張りますのでよろしくお願
い致します。

理学療法士
栃木　広伸

①所属 看護部
②出身地 福岡県
③趣味 旅行・登山
⑤ひとこと
　市民の皆様が安心して病院で過
ごすことができるよう努めていき
ます。よろしくお願いします。

看護師
山下　奈津美

①所属 看護部 ４Ｂ病棟
②出身地 山形県
③趣味 スキューバダイビング
⑤ひとこと
　元気いっぱいに笑顔で看護して
いきたいと思います。よろしくお願
いします。

看護師
堀　真子

①所属 臨床検査部門
②出身地 栃木県真岡市
③趣味 食べ歩き・旅行
⑤ひとこと
　皆様のお役に立てるように精
一杯頑張りたいと思います。どう
ぞ宜しくお願い致します。

臨床検査技師
鈴木　康子

①所属 呼吸器内科
②出身地 栃木県
③趣味 マンガ
④専門分野（疾患）について
　咳、痰、呼吸困難といっ
た症状がみられる際に受
診してください。丁寧な問
診を心がけ、診断・治療に
繋げていきたいと思います。

⑤ひとこと
　平成 30 年 10月から新小山市民病院に赴任し
ました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

呼吸器内科
医員

川﨑　樹里

①所属 外科
②出身地 栃木県日光市
③趣味 ピアノ・バイオリン・工作
④専門分野（疾患）について
　腹痛時にお腹をさわった
時、固くなっていたら、夜間
でも受診して下さい。激し
い腹痛時にお腹をさわった
時、固いなぁと感じたら、即
受診して下さい。

⑤ひとこと
　患者さんに寄り添った安心・安全な医療を心が
け日々努力していきます。よろしくお願いします。

外科
医員

髙見　真梨子

①所属 形成外科
②出身地 愛知県
③趣味 テニス
④専門分野（疾患）について
　形成外科は主に体表の
異常や欠損を外科的に修
復することで、生活の質
や組織機能の改善を目指
す診療科です。

⑤ひとこと
　平成 30 年 10月から新小山市民病院に赴任し
ました。造形にかかわるご病気でお悩みの方はお
気軽にご相談下さい。よろしくお願いいたします。

形成外科
医員

金子　侑平
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平成29年度小山市評価委員会評価結果について

　母乳育児外来は、9月に開始してから 2か月経ちました。毎週 2～ 3名の
お母さんと赤ちゃんが受診しています。
　「今は混合栄養だけど、もう少し母乳をがんばりたい。」
　「赤ちゃんの体重が十分増えているのか心配。」
　「そろそろ卒乳するので相談したい。」など、理由は様々です。
　毎週月曜日に完全予約制で助産師がしっかり対応させていただいています。
　また、小山市の助成が始まりました産後ケアは、宿泊型、日帰り型ともに
ご希望を伺いながら個別で対応いたします。詳しい内容は、当院 ☎ 
36-0200（代）（平日のみ）にお電話いただき「産後ケアについて聞きたい。」
とお問い合わせください。

母乳育児外来を開始しました。

　小山市評価委員会による平成 29年度業務実績評価につきましてご報告致します。
　当院は独法化した平成 25年度より毎年度の業務実績に対する評価を受けており、この評価結
果は、年度毎の成績表と言えるものです。
　そこでの評価内容は、『病院経営は、順調に第2期中期計画通り進んでいる』というものでした。
　特に評価頂いた点と今後に期待された点は次の通りです。
　評価頂いた点は、急性期病院機能の充実、救急医療、予防医療、地域連携等に関する項目でした。
　特に年間救急車搬送受入件数は、平成 29年度で 4,305 件に達し、独法化した平成 25年度の 2,671 件から大幅に増
加しております。従来もこれからも“断らない救急”を実践し、安定した医療供給に努めます。
　また今後に期待された点は、周産期医療への取組、災害時対応、業務運営効率化等の項目でした。

　産科再開は医師不足による厳しさが増しており、現在、産後ケア等から始めて行けるよう進
めています。災害時対応に対してはＬ-ＤＭＡＴチームの編成を実施しています。
　これからも、当院が掲げた中期目標を着実に実現し、地域に必要な医療を提供し続けられる
病院になれるよう、こうした評価目線を励みとし、スタッフ全員で精進致します。

栃木県Dmat（通称：ldmat）チームが組織されました！
　当院では、地域災害時の対応を強化するべく、災害拠点病院を目指して様々な取り組みを進めております
が、その第 1歩ともいうべき、栃木県DMAT（LDMAT）チームが 1チーム組織されました。
　8月 18・19日の 2日間、栃木県庁で行われた栃木県DMAT養成研修を受講し、1チーム 5名（医師１名・
看護師２名・業務調整員２名）が無事修了し、隊員に認定されました。栃木県DMAT（LDMAT）は、県内で起き
た災害時に県の要請に基づき県内で活動する災害派遣医療チームです。災害現場の救護所での活動や災害に
よって被災した病院への支援等を行います。
　ただし、LDMATは広域災害時の県外での活動はできないため、県外
で活動するためには国の研修を受ける必要がありますが、受講枠に限り
がありハードルが高い状況にあります。
　また、チームは組織されましたが、県から LDMAT指定病院の指定を
受けるまでに至っておりませんので、まだ正式に派遣される状況にあり
ません。
　来年度はさらに 1チーム増やし、LDMAT指定病院の指定申請を目指
します。災害拠点病院への道のりはまだまだこれからですが、同様の機
能を持った病院としてこれからも体制整備に努めて参ります。 ※栃木県DMAT研修集合写真
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10 月 21日（日）に、第 7回新小山市民病院ふれあい祭りが開催されました。当日は快晴で絶好のお出かけ日和となり、多くの
方にご来場いただきましてありがとうございました。
昨年雨で実施できなかった屋外の企画も今年度はリベンジすることができ、また屋内のイベントや体験・相談コーナーも少し

ずつ変え、来場者の方にお楽しみいただけたかと思います。
今後も引き続き市民の皆さんと触れ合える機会、病院を知って頂く機会を充実させ継続していきます。これからもよろしくお

願いいたします。

オープニングは今回初参加のれん太スタジオ・ジュ
ニアの皆さんのダンスで華々しく始まりました！

お子さんたちはスーパーボールすくいや射的
などを楽しんでいました。

最近では認知症関連なども皆さん関心がおあ
りになるようでした。

病院食の試食はおかわりする方もいらっしゃ
るほどの盛況ぶり。

ミニ講演会は小山地区医師会から森谷眼科の森谷院長、小山歯科医師会から大友歯科医院の大
友医院長にもご講演頂きました。

昨年も参加していただいた小山児童合唱団の
演奏で今年のお祭りも閉幕となりました。

今年は院長、副院長と看護部の精鋭達によるダ
ンス“恋するフォーチュンクッキー”をご披露

昨年実施できなかったスラックライン体験は
今年ようやく実施

【裏情報】ご存じでしたか？ステージの土台って実はコピー用紙が入っ
ている箱なんです。終わった後はコピー用紙としてきちんと使います。

病院南側道路が開通しました！病院南側道路が開通しました！
　新病院の南側を東西に走る道路が9月28日に開通し、これ
により当院へのアクセスがさらに良くなりました。今までは、国
際ティビィシィ小山看護専門学校から思いの森公園の中ほどの
ところで通行止めとなっておりましたが、その先の南北に走る県
道と接続され、南東方面、新 4号国道からの利便性が良くなっ
ております。ただし、利便性が向上したことで、徐々に交通量が
増えてきておりますので、お車での来院時は、くれぐれも安全運
転でお越し下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

第７回新小山市民病院ふれあい祭りが開催されました


