
　昨年末、新小山市民病院は、若木町の旧病院から神鳥谷の新病院に、患者さんとと
もに無事引っ越しました。消防や警察による救急車の配車や交通整理のご協力に感
謝いたします。素晴らしい自然環境に囲まれた、洒落たデザインの病院の評判は上々
で、実際、1月4日に開院して間もなく、外来、病棟ともに、今まで以上に多くの患者さ
んでいっぱいになりました。地域医療の新たな拠点に対する市民の皆様の期待の大き
さを実感しました。
　新病院は、長年の懸案であった駐車場のスペースを十分確保しました。患者支援セ
ンターを病院の中心部に設置して、地域医療機関から紹介を受けた外来患者さんを
ご案内しています。また、ここでは入退院に関する諸々のご案内やご相談にも応じて
います。より高度の急性期医療に対応すべく、救急外来、手術室、集中治療室、脳卒中
治療室、さらに血管撮影室、MRI・CT撮影室、内視鏡室、透析室、化学療法室などを拡
張し、附帯設備を充実しました。急性期を過ぎて回復を促進するためのリハビリエリア
を屋内外に拡張しました。その他、屋上デッキ、屋内、屋外の各所にガーデンを設ける
など、快適性にも配慮しました。ハードのみならずソフト面で、カルテが完全電子化さ
れ、医療安全や業務の効率化が見込まれます。
　開院2～3週間後には、職員もだいぶ慣れてきましたが、それでも病院の電話が繋が
らなかったり、長時間患者さんをお待たせすることがあるなど、大変ご迷惑をおかけし
ています。新しい環境、新しい体制のもとでの業務が1日でも早く軌道に乗るように、
現場で日々発生する全ての問題点を対策本部に集約し、可及的速やかに修正や解決
策を講じるなど危機管理体制で臨んでいます。
　新病院の開院という、この機会を最大限に活かし、本院が、最高の患者サービスを
提供するとともに、診療の質と量を充実させ、名実ともに地域の中核病院となること
をお誓い申し上げます。
　平成28年3月　　　　　　　　　  新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

3,000名を超えるたくさんの市民の皆様に
見学に来て頂きました。開始時刻を早めま
したが、それでも時間が足りないほどの人
数でした。

澄み渡った青空の下、“新小山市民病院”の
開院です。新たに脳卒中センターと患者支
援センターを作りました。患者支援センター
では紹介状をお持ちの方や、入院をなさる
方への受付を行います。

新病院の船出 ―名実ともに地域の中核病院へ
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医師募集１

　地域に根差した病院をめざし
只今積極的に医師の採用を進め
ております。
　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28年度第1回採用試験
試験日：5月25日（水）
対象者：看護師,助産師
応募期間：4月11日(月)～5月10日(火)
採用日：7月1日（金）

看護師・看護補助者
（臨時職員）
3

薬剤師（正職員）
診療情報管理士（正職員）
言語聴覚士（臨時職員）

4

※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。

年令：18才～50才位までで、経
験は問いません。（研修制度あり）
※夜勤の出来る方は、正規職員
への道あり。

急募中です！！

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

11月28日（土） 竣工式＆一般内覧会 １月４日（月） 開 院 式

TOPIC 新 病 院 開 院 ！！
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外来受診について外来受診について
　今までとは違い、各診療科で外来受付していた業務は、５つの外来受付ブースで複数の診療科
の受付をまとめて行うことになりました。下記受診の流れを参考に、ご来院ください。
　また、ご不明な点は ？ 総合案内で、ご確認ください。

初　診
（紹介状あり）

⑧ 患者支援センター ① 総合受付

番号が記載された 受付票 を受け取る

⑤ 自動再来受付機

⑱ 放射線受付⑮ 検査受付

③ 支払い窓口にて会計 ④ 自動会計機にて会計

⑨～⑬の外来受付に受付票を提出

診察室のご案内をしますので、診察室付近のイスにかけてお待ちください
※診察室では、紹介状をお持ちになった患者さんを優先的にお呼びします

順番が来ましたら、掲示板に受付番号を表示します
診　察

② 計算に会計用ファイルを提出
会計番号が記載された会計受付票を受け取る

会計の計算が出来ましたら
③ 支払のモニターに会計番号が表示されます

診 察 終 了
会計用ファイルを受け取る

再　診
（予約なし）

再　診
（診察予約あり）

再　診
（検査予約あり）

⑥⑥ ⑱放射線受付⑱放射線受付

⑯⑯

⑮検査受付⑮検査受付

⑬外来受付⑬外来受付

⑫外来受付⑫外来受付 ⑪外来受付⑪外来受付

⑩外来受付⑩外来受付（　 　　　）（　 　　　）消化器内科
神経内科
脳神経外科

消化器内科
神経内科
脳神経外科

（内科・心臓血管外科）（内科・心臓血管外科） （　 　　　）（　 　　　）整形外科
循環器内科
泌尿器科

整形外科
循環器内科
泌尿器科

（　 　　　）（　 　　　）外科・眼科
耳鼻咽喉科
婦人科

外科・眼科
耳鼻咽喉科
婦人科

⑨外来受付（小児科）⑨外来受付（小児科）
○？総合受付○？総合受付

⑤自動再来受付機⑤自動再来受付機
④④
自動会計機自動会計機

⑧⑧
③③ ②② ①①

⑰⑰

初　診
（紹介状なし）
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こちらに駐車を
お願いします。

よく質問される点をいくつかここでお答えしたいと思います。
今後も疑問に思うことや、わからないことがございましたら、お近くの職
員にいつでもお声かけください。&&

支払いにカードは使えますか？Q1.
はい。使えます。3番の支払い窓口、4番の自動会計機のどちらでもご利用が可能です。
DC、VISA、JCB、MasterCard がご利用になれます。

A1.

駐車場はどこですか？Q2.
下記案内図をご覧ください。○の箇所に駐車できます。
満車の際には、院外薬局側の市駐車場のご利用も可能です。

A2.

車椅子はありますか？Q3.
正面玄関を入ってすぐのところにございます。ご自由にお使いください。A3.

内科はどこですか？Q4.
以前のような各科ごとの受付ではなく、複数の診療科を合わせた５つの外来受付
となっております。お手持ちの外来受付票に記載してある番号の外来受付でお声
かけください。

A4.

Q6.
右記案内図をご覧ください。
病院北側道路は、市道30号線からの
一般の車両の進入は禁止となってお
ります。
病院南側の信号から曲がり、院外薬
局前の入口からお入りください。

A6.

市
道
30
号
線

病院へは、どこから入って
行けばいいですか？

面会は何時からですか？Q5.
平日は、14時～20時まで（土日祝祭日は、13時～20時まで）となっております。
セキュリティの関係上、必ず受付をしてから病棟にお入り下さい。また、時間外に
ご面会をなさりたい方は、主治医または病棟看護師長の許可を受けてからでない
と病棟に入ることはできなくなっておりま
す。入院している方の安静や治療の妨げにな
らないよう面会は決められた時間内に手短
かにお願いします。

A5.

QQ AA

4月より、婦人科、皮膚科に常勤医師が赴任
します。詳しくは、4月以降のホームページま
たは院内の外来予定表をご覧ください。



↑毎週、医師・看護師・コメディカル全員が集まり、カンファレンスを行っ
ています。
ここで入院患者さんの現時点での情報を全員で共有し、今後の治
療の検討をしています。

↑神経内科、脳神経外科の先生方
　小山市の脳卒中は、僕たちが守ります！
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　現在、ボランティア活動を希望される方を募集しています。地域医療を守っていくためには、地域住民の皆
様の支援が不可欠であり、その皆様の温かいお気持ちと、貴重な時間を提供していただき、患者さんに寄り
添った活動をしていただいております。無理のない範囲での活動で構いません。少しずつ、出来るところから
始めてみませんか？皆様のご協力をお待ちしております！！

　脳卒中は時間との戦いです。当院では、救急隊、および連携医療機関からの脳神経疾患の診療依頼に対して、
24時間365日、専用の脳卒中ホットラインで脳卒中医（神経内科／脳神経外科）が直接対応しています。小山市だ
けでなく、野木町、下野市、栃木市などの周辺地域、さらに結城市、筑西市、古河市などの他県からの救急も広く
受け入れます。
　「もしかしたら脳卒中かな？」ご本人、ご家族や側にいる人が気付いたら、遠慮なく119番をコールしてください。
　脳卒中とは、脳の血管が破れるか詰まるかして、脳が壊死して、まさに突然に倒れこんでしまう恐い病気です。命
を奪うことがあるだけでなく、治療後も重い後遺症に苦しむことがあります。脳卒中を疑ったら、できるだけ早く診
断をつけて治療することが大切です。　片側の顔の麻痺（口が垂れる）、片側の腕の麻痺（万歳ができない）、呂律
が回らないという症状は脳梗塞に特徴的な症状です。まずは「顔・腕・言葉ですぐ受診」という言葉を覚えてくださ
い。家族や友人の「顔・腕・言葉」の異常に気付いたらすぐに救急車を呼んでください。
　「脳梗塞は一刻を争う病気」であり「時間との勝負」です。
　当院は、脳卒中の救急から予防に至るまで、医師をはじめ、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師、摂食嚥
下（せっしょくえんげ）障害看護認定看護師、言語聴覚士などの専門のスタッフが、最善の医療を提供できるよう連
携して努力していきます。

● 外来ボランティア
＜活動内容＞　 
　・外来患者さんの案内
　・車いすの介助　　　など
＜活動対象者＞
　１．満20歳以上で心身ともに健康な方
　２．人の心を思いやる温かい心を持っている方
　３．患者様のプライバシーを守れる方

　　 活動時間／平日8：30～11：30と
　　　　　　　　  13：00～16：00を予定
　　 活 動 日／週１回程度から

事務局　☎36-0277

ボランティア募集！ボランティア募集！

● 園芸ボランティア
＜活動内容＞　 
　・花壇の手入れ　など
＜活動対象者＞
　・満20歳以上で心身ともに健康な方

　活動日時／月1回程度
　※活動内容によっては、活動頻度が変更となる
　　場合があります。

●それ以外にも、こんなボランティア活動をやってみたいとお考えの方も、遠慮なくご提案ください。

このコーナーでは、
当院の各部署の紹介をします ❶ 脳卒中センター


