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TOPICS

★オープニングセレモニー
おやまだいすキッズによるチアダンス

★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…？

★ユマニチュード 寸劇
認知症の方の心をつかむケア技法

★キッズ地域医療健康アカデミー 修了式
★エンディングセレモニー

とちぎジュニアオーケストラ

14：45 ～

「病院では教えてくれない《在宅看取り》」
小山地区医師会　ハンディクリニック院長　坂口 敏夫 先生

病は気から！お口から！？
～史上最強のデンタルプラーク軍団～
小山歯科医師会  平山歯科医院 院長　平山 亨 先生

　　　　　　　　新小山市民病院　特定看護師

「特定行為を知ってもらおう！！」
古澤 佳枝 主任看護師・村松 由布子 主任看護師

13：30 ～ 14：00

11：15 ～ 11：45

10：30 ～ 11：00 9：50 ～

12：00 ～

　平成３０年度は、過去最高の収益で、独法化以降６年連続の黒字決算を達成しました
（本冊子３ページ参照）。これは決して終着点ではなく、逆に新小山市民病院の新たな
出発点だと私は考えています。ここまで来れたのも、今まで本院が他病院に追いつき、
追い越そうと皆で努力した結果と思っています。今後ますます医療が複雑・高度化する
時代に向けて、「診療の質とレベルを向上」し、「最高の患者サービス」を提供して、「病床
をフルに活用」し続けなければなりません。今よりもワンランク上の病院を目指さなけれ
ば、真の急性期地域中核病院にはなり得ません。どうすれば、それが達成できるのか？
　現在、すべての病院は二つの課題に直面しています。ひとつは、地域が自分の病院に
求めている役割を見極めて、自院の守備範囲をしっかり守り、足りない部分は他の医療
機関と連携すること、そしてもう一つは、医療従事者の働き方改革として、しっかり職員
の労務管理をすることです。病院は、外に向かっては“身のほどを知って他院と協力”し、
内に向っては“ブラック企業ではなく優良企業”になれというわけです。医療界の従来の
やり方を根本的に変えようとする、この二つの大波を乗り越えながら、病院のレベルアッ
プを図らなければなりません。そのためには、職員一人一人が「知識・技量を高める」と
ともに、「職員が互いにつながり、主体的に行動し、自律発展する」組織になる必要があ
ります。それは、一体どんな病院なのか、私たち自身で探し出さなければなりません。私
たちは、現在、「私たちで創るオンリー ワン ホスピタル」を合言葉に、院内外で種々の取
り組みを展開しています。

令和元年　９月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

私たちで創るオンリー ワン ホスピタル

病院長挨拶 01

新任医師紹介 02

お知らせ 03

第８回ふれあいまつり 04

　当院職員共済会主催によるディスクゴルフ大会が6月1日（土）
に実施されました。
　隣接する小山思いの森公園には常設のディスクゴルフコース
があり、近隣施設を利用しながら職員のコミュニケーションを深
めようと、今回の開催に至りました。中には大会優勝を目指して
休み時間に練習をしたりするチームも出てきたりと、各所属の中
でも交流が深まったようです。当日は小山市ディスクゴルフ協会のみなさんにご協力いただき、
大いに盛り上がりました。参加チームからも好評で、すでに次回の開催が決定しております。
　小山思いの森公園には、そのほかウォーキングコースや健康遊具も設置されております。
病気にならないように健康維持することも大切です。スポーツの秋に、こういった施設を活用
してみてはいかがでしょうか。

　優勝　放射線部門　　準優勝　医事課　　第３位　診療部混合チーム

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 3 回採用試験
　試験日：11月21日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　9月2日（月）～ 11月7日（木）
　採用日：２０２０年１月１日
介護福祉士（正職員）
保健師（正職員）
薬剤師（正職員）
診療放射線技師（正職員）
視能訓練士（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）
看護補助者（臨時職員）
言語聴覚士（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

ディスクゴルフ大会開催！！ディスクゴルフ大会開催！！

☆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！！ ※イベント内容が変更になる場合があります。

地域と共に～繋がる医療～

● 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。
☆当院のピース保育園児の作品展示
☆生活向上リハビリ作品紹介
☆ボランティア紹介コーナー
☆地域医療を考える市民会議コーナー
☆放射線部門の業務紹介
「ラジエーションハウス」を参考にして

☆よろず相談（介護・市内の施設案内等）
☆地域医療教育センター医師による相談
☆お薬相談
☆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）

☆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）

【定員】１８名（市内在住小学４～６年生）
【申込】9 月 12 日（木）～先着　小山市健康増進課地域医療推進室　☎27-0500
【内容】入学式、講話（梶井英治先生：小山市地域医療特別顧問）～
　　　聴診器作り～島田院長授業～レントゲンについて～各種体験～修了式

● 体験コーナー

● キッズ地域医療健康アカデミー

● 相談コーナー

☆今日からできるスキンケア　☆あなたは近視？遠視？乱視？…
☆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）
☆乳房触診体験
☆スラックライン（綱渡り）体験
☆ディスクゴルフ体験 
☆ロコモ度チェック
☆キッズチャレンジ・スタンプラリー

● その他イベント
☆ウォーキング レクチャー『思いの森ウォーキング』

先着３０名：９時より受付、
１１時より１５分程度のウォーキング後　体組成検査（希望者）

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
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

☆子供の遊び場（バルンアート・ぬり絵等）
☆風船プレゼント

ミニ講演会（無料） 舞台イベント

令和元年10月20日（日） ９：５0～１５：００日時 会場 新小山市民病院

新小山市民病院 ふれあい祭り
第８回

１３：００～

9：20 ～ 12：40

手作り聴診器で、院長先生の授業を受けてみませんか？
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日本人間ドック学会篠原幸人理事長から
表彰授与される中野真宏センター長

　2018 年、人間ドック健診施設機能評価受審（Ⅴer3.0）を受けた新規受審施設（２１施設）の中からその
取り組みと活動について高く評価され、７月２５日～２６日 第６０回日本人間ドック学会（於：岡山県）にお
いて表彰されました。地域における予防医療のリーダー的存在として活動し、治療医学とは異なる予防医
療の実践、疾病予防や対策など教育の他、理念達成に向けた組織運営、受診者中心の良質な健診の実
践や継続的な質の改善の取り組みが高く評価されました。人間ドック健診施設認定事業シンポジウム表
彰施設記念講演で篠原裕枝副センター長が「機能評価受審の取り組みと効果」と題し講演し、開催２日
間、スライド内容をロビーに展示され小山市、当施設が全国的に広報されました。

　当院は、平成 25 年度の地方独立行政法人化後、市民の皆様が望む地域の中核病院として、“市民病
院なら大丈夫”との期待に応えるため、病院としての医療機能の充実と、地域の医療機関との連携、また

「断らない救急」をスローガンに、院内の体制づくりに取り組みました。
　新病院への移転新築も含め、一歩一歩の着実な歩みを経て、入院患者数（病床稼働率）や救急車受入
患者数が毎年増加する中、次第に病院として良い評価をいただくようになり、平成 30 年度は新規看護師
を 63 名採用することができ、10 月から念願の許可病床 300 床フルオープンを迎えることができました。
患者だけでなく、スタッフも惹きつける「マグネットホスピタル」という当院の目標が、実を結びつつあると感
じています。
　その結果、入院患者数は 10 万人を超え（1 日平均 279 人）、病床稼働率も 90％以上となり、過去最高
の医業収益を確保し、独法化後 6 年連続の黒字経営を達成することができました。
　今後も、地域に根差した市民の皆様のための病院として、安定した経営基盤の中で、医療機能の充実
に努めてまいります。

　今後も、高い検査精度、受診者目
線の良質な施設環境、接遇、結果説
明、保健指導・個人情報保護に新
たな気持ちで取り組み、地域の皆様
に「選ばれる健診施設」を目指し職
員一同精進してまいります。

人間ドック健診機能評価施設受審において
優良施設として全国表彰されました。

平成30年度決算について
～ 300 床フル稼働、独法化後 6 年連続黒字 ～

亀田　智弘 朝倉　真希

職員紹介（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～

①所属
泌尿器科

②出身地
栃木県宇都宮市

③趣味
バイク・釣り

④専門分野（疾患）について
排尿障害、血尿、ＰＳＡ高値、
性機能障害など

⑤ひとこと
　お気軽にご相談ください！

よろしくお願いします！！

①所属
腎臓内科

②出身地
栃木県

③趣味
買い物

④専門分野
（疾患）について
腎臓内科学

⑤ひとこと
地域の皆様のた
めに頑張ります！

◆開催日 第 1回　令和 1年 10月5日（土）
申込締切：9月30日（月）
第 2回　令和 2年 2月8日（土）
申込締切：2月3日（月）

◆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）

◆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

泌尿器科 医員

川又　春菜

①所属
４Ｂ病棟

②出身地
茨城県

③趣味
ドライブ

⑤ひとこと
この人に看護をしても
らって良かったと思って
いただけるよう、精一杯
頑張ります。よろしくお
願いいたします。

看護師
関　真唯

①所属
４Ｂ病棟

②出身地
栃木県小山市

③趣味
ヨガ・パン作り・旅行

⑤ひとこと
患者様やご家族が安心して
医療・看護が受けられるよ
う、一生懸命努めて参りた
いと思います。どうぞよろし
くお願い致します。

看護師

①所属
救急・ＨＣＵ

②出身地
茨城県結城市

③趣味
サウナ・温泉

⑤ひとこと
1 日でも早く、１人
立ちできるよう頑
張りますので、どう
ぞ、宜しくお願い致
します。戸頃 智美

腎臓内科 医員

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。

糖尿病教室のごあんない

①所属
総務課

②出身地
栃木県小山市

③趣味
温泉旅行

⑤ひとこと
患者様が信頼・安
心できる病院づく
りをしたいと思って
います。宜しくお願
い致します。伊澤　恵

事務職員
小野口　弘美

①所属
外来

②出身地
栃木県

③趣味
読書

⑤ひとこと
いつでも温かみの
ある対応が出来る
よう心掛けながら
頑張ります。事務職員看護師
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亀田　智弘 朝倉　真希

職員紹介（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～

①所属
泌尿器科

②出身地
栃木県宇都宮市

③趣味
バイク・釣り

④専門分野（疾患）について
排尿障害、血尿、ＰＳＡ高値、
性機能障害など

⑤ひとこと
　お気軽にご相談ください！

よろしくお願いします！！

①所属
腎臓内科

②出身地
栃木県

③趣味
買い物

④専門分野
（疾患）について
腎臓内科学

⑤ひとこと
地域の皆様のた
めに頑張ります！

◆開催日 第 1回　令和 1年 10月5日（土）
申込締切：9月30日（月）
第 2回　令和 2年 2月8日（土）
申込締切：2月3日（月）

◆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）

◆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

泌尿器科 医員

川又　春菜

①所属
４Ｂ病棟

②出身地
茨城県

③趣味
ドライブ

⑤ひとこと
この人に看護をしても
らって良かったと思って
いただけるよう、精一杯
頑張ります。よろしくお
願いいたします。

看護師
関　真唯

①所属
４Ｂ病棟

②出身地
栃木県小山市

③趣味
ヨガ・パン作り・旅行

⑤ひとこと
患者様やご家族が安心して
医療・看護が受けられるよ
う、一生懸命努めて参りた
いと思います。どうぞよろし
くお願い致します。

看護師

①所属
救急・ＨＣＵ

②出身地
茨城県結城市

③趣味
サウナ・温泉

⑤ひとこと
1 日でも早く、１人
立ちできるよう頑
張りますので、どう
ぞ、宜しくお願い致
します。戸頃 智美

腎臓内科 医員

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。

糖尿病教室のごあんない

①所属
総務課

②出身地
栃木県小山市

③趣味
温泉旅行

⑤ひとこと
患者様が信頼・安
心できる病院づく
りをしたいと思って
います。宜しくお願
い致します。伊澤　恵

事務職員
小野口　弘美

①所属
外来

②出身地
栃木県

③趣味
読書

⑤ひとこと
いつでも温かみの
ある対応が出来る
よう心掛けながら
頑張ります。事務職員看護師
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TOPICS

★オープニングセレモニー
おやまだいすキッズによるチアダンス

★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…？

★ユマニチュード 寸劇
認知症の方の心をつかむケア技法

★キッズ地域医療健康アカデミー 修了式
★エンディングセレモニー

とちぎジュニアオーケストラ

14：45 ～

「病院では教えてくれない《在宅看取り》」
小山地区医師会　ハンディクリニック院長　坂口 敏夫 先生

病は気から！お口から！？
～史上最強のデンタルプラーク軍団～
小山歯科医師会  平山歯科医院 院長　平山 亨 先生

　　　　　　　　新小山市民病院　特定看護師

「特定行為を知ってもらおう！！」
古澤 佳枝 主任看護師・村松 由布子 主任看護師

13：30 ～ 14：00

11：15 ～ 11：45

10：30 ～ 11：00 9：50 ～

12：00 ～

　平成３０年度は、過去最高の収益で、独法化以降６年連続の黒字決算を達成しました
（本冊子３ページ参照）。これは決して終着点ではなく、逆に新小山市民病院の新たな
出発点だと私は考えています。ここまで来れたのも、今まで本院が他病院に追いつき、
追い越そうと皆で努力した結果と思っています。今後ますます医療が複雑・高度化する
時代に向けて、「診療の質とレベルを向上」し、「最高の患者サービス」を提供して、「病床
をフルに活用」し続けなければなりません。今よりもワンランク上の病院を目指さなけれ
ば、真の急性期地域中核病院にはなり得ません。どうすれば、それが達成できるのか？
　現在、すべての病院は二つの課題に直面しています。ひとつは、地域が自分の病院に
求めている役割を見極めて、自院の守備範囲をしっかり守り、足りない部分は他の医療
機関と連携すること、そしてもう一つは、医療従事者の働き方改革として、しっかり職員
の労務管理をすることです。病院は、外に向かっては“身のほどを知って他院と協力”し、
内に向っては“ブラック企業ではなく優良企業”になれというわけです。医療界の従来の
やり方を根本的に変えようとする、この二つの大波を乗り越えながら、病院のレベルアッ
プを図らなければなりません。そのためには、職員一人一人が「知識・技量を高める」と
ともに、「職員が互いにつながり、主体的に行動し、自律発展する」組織になる必要があ
ります。それは、一体どんな病院なのか、私たち自身で探し出さなければなりません。私
たちは、現在、「私たちで創るオンリー ワン ホスピタル」を合言葉に、院内外で種々の取
り組みを展開しています。

令和元年　９月　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

私たちで創るオンリー ワン ホスピタル

病院長挨拶 01

新任医師紹介 02

お知らせ 03

第８回ふれあいまつり 04

　当院職員共済会主催によるディスクゴルフ大会が6月1日（土）
に実施されました。
　隣接する小山思いの森公園には常設のディスクゴルフコース
があり、近隣施設を利用しながら職員のコミュニケーションを深
めようと、今回の開催に至りました。中には大会優勝を目指して
休み時間に練習をしたりするチームも出てきたりと、各所属の中
でも交流が深まったようです。当日は小山市ディスクゴルフ協会のみなさんにご協力いただき、
大いに盛り上がりました。参加チームからも好評で、すでに次回の開催が決定しております。
　小山思いの森公園には、そのほかウォーキングコースや健康遊具も設置されております。
病気にならないように健康維持することも大切です。スポーツの秋に、こういった施設を活用
してみてはいかがでしょうか。

　優勝　放射線部門　　準優勝　医事課　　第３位　診療部混合チーム

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 3 回採用試験
　試験日：11月21日（木）
　対象者：看護師
　応募期間：
　9月2日（月）～ 11月7日（木）
　採用日：２０２０年１月１日
介護福祉士（正職員）
保健師（正職員）
薬剤師（正職員）
診療放射線技師（正職員）
視能訓練士（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）
看護補助者（臨時職員）
言語聴覚士（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

ディスクゴルフ大会開催！！ディスクゴルフ大会開催！！

☆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！！ ※イベント内容が変更になる場合があります。

地域と共に～繋がる医療～

● 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。
☆当院のピース保育園児の作品展示
☆生活向上リハビリ作品紹介
☆ボランティア紹介コーナー
☆地域医療を考える市民会議コーナー
☆放射線部門の業務紹介
「ラジエーションハウス」を参考にして

☆よろず相談（介護・市内の施設案内等）
☆地域医療教育センター医師による相談
☆お薬相談
☆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）

☆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）

【定員】１８名（市内在住小学４～６年生）
【申込】9 月 12 日（木）～先着　小山市健康増進課地域医療推進室　☎27-0500
【内容】入学式、講話（梶井英治先生：小山市地域医療特別顧問）～
　　　聴診器作り～島田院長授業～レントゲンについて～各種体験～修了式

● 体験コーナー

● キッズ地域医療健康アカデミー

● 相談コーナー

☆今日からできるスキンケア　☆あなたは近視？遠視？乱視？…
☆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）
☆乳房触診体験
☆スラックライン（綱渡り）体験
☆ディスクゴルフ体験 
☆ロコモ度チェック
☆キッズチャレンジ・スタンプラリー

● その他イベント
☆ウォーキング レクチャー『思いの森ウォーキング』

先着３０名：９時より受付、
１１時より１５分程度のウォーキング後　体組成検査（希望者）

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
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

☆子供の遊び場（バルンアート・ぬり絵等）
☆風船プレゼント

ミニ講演会（無料） 舞台イベント

令和元年10月20日（日） ９：５0～１５：００日時 会場 新小山市民病院

新小山市民病院 ふれあい祭り
第８回

１３：００～

9：20 ～ 12：40

手作り聴診器で、院長先生の授業を受けてみませんか？


