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“ ヘルシーワークプレイス ”
本院の診療実績や経営状況は、独法化以降一貫して右肩上がりでした。
しかし、
ここにきて予期しなかった「コロナ禍」が先行きを不透明にしています。時を同じく、
医療政策の大変革が進行していますが、その一つに「医師など医療従事者の働き
方改革」があります。
これは、過労死の基準を遥かに超える医師の勤務時間を法的
に規制するものです。業務改革や、さらなる医師の増員とともに労働の意識改革が
不可欠です。
いずれも、前例がないことへの挑戦です。
「医療は利益を上げることが本旨ではなく、病院の経営はあくまで提供する医療
サービスの結果である」
という信念で、これまで取り組んできました。一方で、黒字経
営が病院職員に及ぼすポジティブな効果が医療サービスの質を上げるということに
も気づきました。経営面では、本院の患者数は現状の病院規模での限界に達してお
り、今後は患者一人当たりの単価の上昇なくして収益の増加は見込めません。
すな
わち、本院の理念・役割である急性期診療の質とレベルをともに上げるしか道はあ
りません。本来、医療レベルが高いということは、本院職員が医療専門職として抱く
目標であります。各自のやりがいがある職場となれば、職員満足度が高まり、結果と
して患者さんの満足度も向上し、ひいては病院経営も良くなり、好循環が生まれま
す。
これからは、組織変革のコアとして、Healthy Work Place( ヘルシーワークプ
レイス ) を掲げます。
これは、職員が心身ともに健康な状態で仕事と生活の両面で
充実し、質の高い医療サービスを主体的に提供する場を意味します。
いかなる外的
状況にも対応して変革できる組織づくりを目指すことによって、
「持続可能な地域密
着型の急性期中核病院」
としての本院の使命を果たします。
令和 3 年 3 月
新小山市民病院 理事長・病院長 島田和幸

TOPICS

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
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

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・介護福祉士

2021年度第 1回採用試験
試験日：5 月 13 日
（木）
対象者：看護師・助産師
応募期間：
4月8日（木）～ 4月28日（水）
採用日：２０２1年 7 月１日
3 看護師
（臨時職員）
4 予防医学センター勤務

保健師（正職員）
看護師（臨時職員）
5 薬剤師
（正職員）
6 言語聴覚士
（臨時職員）
7 臨床検査技師（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〉

紫外線照射装置
（ムーンビーム）
を購入しました

人事課

この度、感染症対策の強化として
『紫外線照射殺菌装置』
を新た
に導入しました。
この装置は無人の室内で数分間照射することで数
メートル四方のウイルスや菌を除菌します。
新型コロナウイルスはもちろんのこと、他のウイルス等の除菌に
も使用できるため、当院の感染管理体制の一層の強化に寄与する
ものです。
このように、当院では病室や備品、ベッドエリアを十分に消毒・殺
菌したうえで患者様をお迎えしています。

☎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

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
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新採用職員のご紹介（１月･２月採用）～①所属②出身地③趣味④専門分野（疾患）について⑤ひとこと～
①所属

形成外科

②出身地

埼玉県さいたま市

③趣味

ジャズ鑑賞（マンガ
『BLUE GIANT』
がきっかけでハマりました）

④専門分野（疾患）
について
生まれつきの変形や、けが、術後に生じた変形に対する治療を行い、見た目や機能
を回復し、
より明るい生活を取り戻すためのお手伝いをする診療科です。

形成外科 医員

古川

①所属 外来 ②出身地 栃木県
③趣味 映画鑑賞
⑤ひとこと 家庭の事情で一旦退職
となりましたが、職場の仲間の声も
あり、この度帰ってくることができ
ました。
また一生懸命働きたいと思
いますので、
よろしくお願いします。

看護師

原

本泰

管理栄養士

小玉

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。

航多

真由香

①所属
栄養管理部門
②出身地 栃木県鹿沼市
③趣味
パン屋さんめぐり
⑤ひとこと 患者様の気持ちに寄り
添った栄養管理に努めます。

臨床検査技師

大島

勉

事務職員

大塚

勝美

①所属
臨床検査部門
②出身地 栃木県真岡市
③趣味
ジョギング・サッカー
⑤ひとこと 皆様のお役に立てる
よう精一杯頑張ります。
よろし
くお願いします。
①所属
事務部経理課
②出身地 栃木県栃木市
③趣味
音楽鑑賞
⑤ひとこと 皆様のお役に立てま
すよう、精一杯努めて参ります。

人数制限をした、ニューノーマルに
対応した研修会を行っています
新型コロナの感染が拡大している状況の中、当院ではニューノーマル
【感染リス
クを低減するため人との接触機会を減らすことやソーシャルディスタンスを保つ
ことなど、新たな常態のこと】
に対応した研修会を実施しております。
研修会開催時の感染予防対策として、オンライン (zoom による配信等 ) を活
用することにより十分な間隔を保ち、3 密（密閉・密集・密接）
にならないよう参
加人数を制限するなど考慮しながら行っております。
～Web（zoom）
による配信にて開催～
・小山市近郊地域医療連携協議会セミナー
・地域完結型医療連携の会
・ポットラックカンファレンス
（地域の医療従事者による症例検討会）
など。
また、学会や医師会等で開催されている Web 研修会についても、職員が自己研鑽のために積極的に
参加しています。
私たちは、市民の皆様の健康のために研修を重ね、これからもより良い病院を目
指して邁進していきます。
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現在、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面会制限を実施しております。
皆様のご理解、
ご協力に感謝申し上げます。
当院では、面会制限にご協力いただいているご家族から寄せられた
「顔が見たい・様子を知りたい」等
の声を受け、ご家族の不安を多少なりとも解消することができ、安心していただけたらという思いから、
タブレット端末【iPad】
を利用したテレビ電話形式による面会を実施しております。
平
日：14：00～17：00
土日祝日：13：00～17：00

※17：00 までに終了できるよう
ご協力お願いいたします。

※ ご希望の方は総合案内でお声掛けください。
ご案内させていただきます。
なお、状況によってはお待ちいただくこともございます。
※ １回あたり 10 分まで
（１時間当たり最大４組まで）
※ 事前の予約等は行っておりませんので予めご了承ください。

～ 市民の皆様の在宅療養を支援するために ～
入院した際に、退院した後の生活を以前と同じように送れるだろうかと不安に
思うことがあると思います。入院中はベッド周りのみが自分の空間となり、行動が自
然と小さくなることで生活に必要な筋力が衰えてしまうため、入院期間が長くなる
ほど退院後の生活に支障が生じてしまいます。治療が安定したら、行動や習慣な
ど制限の多い入院生活を送るよりも、自分のペースで楽しみを見つけながら自宅
で療養生活を送ったほうが、早くもとの生活に戻ることができます。
当院では、できるだけ在宅で療養生活を続けられるよう、スムーズな退院に向けて
支援しています。特に、自宅に帰ってからも処置などの管理が必要な方には、入院中
の看護のほとんどを自宅で受けることが出来るように、訪問診療や訪問看護と連携
しています。
また、看護師などのスタッフが退院前や退院後に自宅を訪問し、療養に対する指導
を行い、退院してからも訪問看護師と一緒に
“つながる看護”
を実践しています。5 年前からは、在
宅医療に関わる院内外の多職種スタッフとの交流会（オニオンリングの会）を開催し、定期的に開
催することで情報共有をし、連携を図っています。
自宅での介護が必要になると見込まれる方には、
介護認定申請ができるようにお手伝いをし、要介護度の見直しが必要な方には、担当ケアマネー
ジャーと連携して介護サービスを整えています。
これからも入院による筋力低下や認知症を予防して、いつまでも住み慣れた自
宅で過ごすことが出来るよう退院支援を行っていきますので、気になること、困った
ことがあればいつでもスタッフにお声掛けください。
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☆ 令和3年度ドック
（人間・脳・レディース・心臓）
の
予約を開始します☆
【後期高齢者・国民健康保険受診券ご利用の方へ】
●小山市から受診券がご自宅に到着後、電話でご予約下さい。
（回線増数で対応致します。）
●コロナ感染拡大防止のため、来院でのご予約はお受け致しておりません。
ご了承ください。
（外来受診時のお立ち寄りによる予約はご遠慮下さい。）
◆予約募集期間

令和 3 年 3 月 25 日
（木曜日）
～4 月 2 日
（金曜日）

◆受 付 時 間

8 時 30 分～16 時 00 分

◆方

電話予約のみ ☎ 0285-36-0250・0251( 多数回線で対応 )

法

◆予約時の確認内容

① 保険証（保険証番号を確認します。）
② 郵送された各コース受診券（発行番号を確認します。）

【受診について】
＊後期高齢者の方は血圧脈波検査が
「体組成計検査」
に変更となりました。
（フレイル予防から）
＊人間ドック受診年齢：８０歳まで
（年度年齢が 80 歳）
＊後期高齢者人間ドック予約枠数：

100 名 （内視鏡検査コースのみ）

＊レディースドック受診年齢：69 歳まで 予約枠数：60 名
＊心臓ドック受診年齢：６5 歳まで 予約枠数：10 名
＊脳ドック：年齢制限・予約枠数制限なし
【その他】
＊人間ドック・レディースドックオプション検査をリニューアルしました。
・心臓 MRI 検査（心臓ドックが受診条件対象外の方、年齢を問わず受けられます）県内初 !!
・腸内フローラ検査（デブ菌・やせ菌など細菌の種類や割合から腸内環境を調べます）
・心臓超音波検査
（心臓負荷がかかる運動をする方、心電図で不整脈がある方、大動脈弁の状態や血流状況を調べられます。）
・大腸がんリスク検査
（コリバクチンの検出により大腸の炎症について調べます）

令和３年度 新小山市民病院 出前講座開催のお知らせ
地域の皆さまに、医療についてもっと身近に感じていただくことを目的とし、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。
・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。
【出前講座メニュー例】
・脳卒中で倒れないために ・おしっこの悩みこっそり教えます ・在宅医療と看取りについて
・運動器障害を学ぶ ・フレイル予防 など。
令和３年度から多職種による出前講座入門編もスタートします！
！
－ 詳細は、事務部
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