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着々と新たなレベルへ
小山市民の皆さん、
こんにちは。一昨年の6月に新小山市民病院だより第１号をお届けして、今回で
ちょうど第10号になりました。昨年3月に着工した新病院は、外壁を覆っていた足場もほぼ除かれ、緑
の森の中に、
アイボリー色の４階建ての建物が翼を大きく拡げたかたちの姿を現しました。併設するエ
ネルギーセンターや院内保育所も、本館に先んじて完成に近づいています。
3年前に、
「ただ建物が新しくなっただけでは人は集まらない、
まず内容を良くすることが先決だ」
と
の思いで、市民の皆さんや患者さんにとって頼りになり、
また医師や看護師などの医療従事者にとっ
ても、
そこで働きたいと思われるような病院になろうと、
これまで病院をあげて努力して参りました。2
年前の独立行政法人化に併せて、新 小山市民病院と病院の名称を変えたのも、
「身も こころ も新
たな病院に生まれ変わる」
という決意の表れでした。
さて、
その こころ の方ですが、本年5月には、
日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審し
ました。
これは、患者中心で、良質で安全な医療を提供しているか、
それらを達成するために組織が適
切に運営されているかを、数人の外部のエキスパートの評価者が、病院を2日間にわたって細部まで点
検評価する制度です。最終的な判定結果はまだですが、中間では概ね肯定的な評価を頂いておりま
す。病院機能評価で一定の水準に達していると認定されれば、その病院は、地域に根ざし、安全・安
心、信頼と納得の得られる医療サービスを提供すべく、
日常的に努力している病院と認められたことに
なり、私たちにとって大きな自信と励みになります。
また、受審に至る準備の過程では、数か月間全職員
が協同で、病院全体を隅々にわたって、
自分たちの業務・組織を見直す作業があり、職員同士の一体感
の醸成にも大いに役立ちました。
もう一つの最近の話題は、本院が県南小山地区で唯一の「地域医療支援病院」
として県から認定さ
れたことです。
これは、本院が大学病院や他病院、診療所などと連携し、
それぞれの患者さんの病状に
合わせて最も適切な医療機関を紹介しあいながら
「地域完結型医療」
を展開する要の中核病院として
の実績が認められたものです。
このことを新病院に移転する前に達成できたことは、病院機能評価受
審と並んで、本院が着々と新たなレベルに達していることを示すものと言えます。
平成２7年9月
新小山市民病院 理事長・病院長 島田和幸
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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
当院では、医師・看護職員を募集して
おります。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。

１ 医師募集

地域に根差した病院をめざし
病院力 を高めるため、当院では
新病院に向けて、
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。
2

看護職員

平成27年度第3回採用試験
試験日：12月10日
（木）
対象者：看護師,助産師
応募期間：9月1日(火)〜11月30日(月)

看護師・看護補助者
（臨時職員）
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急募中です！
！
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。
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薬剤師（正職員）

急募中です！
！

地域医療支援病院になりました！

診療情報管理士・
臨床工学士
（正職員）
言語聴覚士
（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。
〈問い合わせ先〉
人事課

☎21-3886

地方独立行政法人

新小山市民病院
〒323-0028

栃木県小山市若木町1-1-5
TEL

今年5月に栃木県の承認を得て、
「地域医療支援病院」
となりました。地域医療支援病院の役割は、主
に紹介患者さんに対する医療の提供や救急医療の提供、医療機器等の共同利用等があげられます。
平成26年度の紹介率・逆紹介率は、
どちらも70％を越えるようになりました。
このことは、多くの方が
かかりつけ医を持ち、
まずはかかりつけ医を受診し、精密検査や入院しての治療また手術等が必要に
なった時に当院をご紹介いただき、紹介状を持って受診します。
そして、病状が落ち着いた方はかかりつ
け医に戻る、
という流れができてきたように思います。
今後も、当院を受診される際は、かかりつけの先生方からの紹介状をお持ちいただけるよう、お願い
いたします。
なお、内科・神経内科（もの忘れ外来含む）
・循環器内科については、
かかりつけの先生方を通して当
院へ予約をしていただくと、あまりお待たせせずに受診できますので、
ぜひご利用ください。
患者支援センター 副センター長 山中 涼子
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0285-21-3800

（代表）

http://www.hospital-oyama.jp
https://www.facebook.com/shin.oyama.city.hospital

01

新小山市民病院だより

●第 10 号●

平成 27 年 9 月 1 日発行

ઓ
ઓķ Ҿ

ै࣡ߌ߭จЎƥƼŲŴޒƺ
日時 平成２７年１０月４日
（日）１０：００〜１５：００
会場 新小山市民病院
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①10:15 〜 10:45「脳卒中を予防する為の十か条」
条」
新小山市民病院 看護師長 大出 悦子

★オープニングセレモニー
小山中学校
（吹奏楽部）9：50〜
★各種医療相談コーナー
★各種医療体験コーナー

②11:00 〜 11:30「嚥下障害ってご存知ですか？

〜Ｌｅｔｓ食べるためのお口づくり〜」
新小山市民病院 主任看護師 中田 律子

③11:45 〜 12:15「認知症について知ろう」
新小山市民病院 副師長

無料骨密度測定・眼圧測定・内視鏡操作体験等
★新小山市民病院紹介コーナー
★バザー・模擬店
うどん・焼きそば・わたあめ・ポップコーン・

青木 千江美

チョコバナナ等の販売

④13:15 〜 13:45「子どもと食物アレルギー」
グリムこどもクリニック 院長 福田 典正 先生

⑤14:00 〜 14:30「ロコモティブシンドロームと骨粗鬆症」

★ゲーム・クイズコーナー
★エンディングセレモニー

関根整形外科医院 院長 関根 修一 先生

場所

10:00

11:00

12:00

別館2F会議室

14:00

15:00

①

②

③

④

⑤

会計前廊下
常時展示

北棟1階外来

●相談コーナー

北棟1階外来

●体験コーナー

別館2F図書室
別館1階
玄関入口

北棟1階外来

●その他イベント

☆売切れしだい終了

屋外特設会場
☆おやまだいすキッズによるチアダンス

■擬店及びパン等の販売

■会計前イベント
■地域医療教育センターの紹介
■地域医療を考える市民会議コーナー
●エンディングセレモニー（栃木ジュニアオーケストラ）

13:00

会計待合室

●展示

内容
●オープニングセレモニー
小山中学校
（吹奏楽部）9：50〜
●医療ミニ講演会
（5テーマ 各30分）
■栄養コーナーようこそ、
だしBarへ☆
（減塩の情報提供）
■新小山市民病院建設展示
■新小山市民病院情報コーナー
■臨床工学士のお仕事
■診療情報・Drクラークの紹介
■ワークステーションを使った画像構築
■各種検査項目相談
■よろず
（何でも）相談
■お薬相談・調剤体験
■育児相談
■臓器移植に関する案内
■相談コーナー（脳卒中・認知症・がん・摂食嚥下等）
■手洗いブラックライト体験
■車椅子等体験・
（ロコモ度チェック）
■白衣・術衣体験
■調剤体験
■顕微鏡体験
■眼圧測定体験
■超音波骨密度
■エコー体験
■内視鏡操作体験
■バザー
■農産物直売所
■ゲームコーナー/輪投げ

栃木ジュニアオーケストラ

☆くわの実・えいぶるの里・フロンティアおやま

会計待合室
北棟1階外来

○×クイズ

そば打ち実演

会議の活動内容等の報告

会計待合室
※

開催時間・内容が変更になる場合もあります。

スランプラリー参加で新小山市民病院オリジナルグッズ（先着順）をプレゼント！！
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〜新しい病院で、
私たちと一緒に働いてみませんか！？〜
新病院が平成28年1月に開院します。
それに合わせ同じ敷地内に、新しい院内保育所も開
所する予定です。
また、新病院の開院に合わせ、平成28年度を目途に看護職員の制服を一
新する予定です。新しい病院で、真新しい制服に着替えて一緒に働いてみませんか？
また当院では郷土の生(いのち)を衛(まも)る医師を募集しています。
故郷を離れ医師を目指している医学生や各地域で活躍している医師で小山市にゆかりの
ある方の情報をぜひ御紹介ください。
もちろんゆかりの無い方でも地域医療に興味のある方
や大学病院とは違った環境で研鑽を積んでみたいと思われている方等も大歓迎です。
ご興味のある方は、
下記までお問い合わせください。
事務部 人事課 ☎ 21-3809

病院機能評価を受審しました
平成25年6月に病院機能評価受審に向けてのキックオフ宣言をし準備を進めて参りました病院機能評価につきまして、
きま
まして 平
平成27
年5月21日と22日の2日間に渡り、病院機能評価を所管する公益財団法人日本医療機能評価
機構より評価調査者（サーベイヤー）
が来院し、当院の取組状況に関し審査を行って頂きまし
た。
病院機能評価とは、第3者機関（この場合は公益財団法人日本医療機能評価機構）
がある
一定の基準に基づき病院の取組を評価し、
その評価によって明らかになった課題について病
院が改善に取り組み、
医療の質と安全の向上を図るものです。
最終的な結果が出るまでには長時間を要するため、結果がわかり次第ホームページ等でお
知らせいたします。

健康公開講座開催について
健康公開講座
『糖尿病教室』10：00 〜 12：00（9：30受付）1F受付前
●9月19日
（土）

●11月21日
（土）
〜脱！糖尿病克服祭り〜

内分泌代謝科 部長 永山 大二
「糖尿病はどんな病気？」
薬剤部門 副技師長 川上 啓子
「糖尿病の薬物療法」
リハビリテーション部門 理学療法士 石井 憲治
「糖尿病の運動療法」

●2月20日
（土）
内分泌代謝科 部長 永山 大二
「糖尿病はどんな病気？」
看護部門 主任看護師 上西 徹
「糖尿病と上手に付き合おう」
栄養管理部門 主任管理栄養士 赤石 里益
「糖尿病の食事療法」
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10：00〜13：30
左記2日間の講演を、1日を使って盛り沢山の内容で行う予定
となっております。
内分泌代謝科 部長 永山 大二「糖尿病はどんな病気？」他
※この日のみ、昼食代として500円を頂戴いたします。

糖尿病でない方でも役に立つ話となっておりますので、
お時間に余裕のある方は、
ぜひお立ち寄りください。
皆さんのご来場をお待ちしております。
お問い合わせは、
医事課（ ☎ 21-3800 ）
までお電話下さい。
（受付時間：月曜〜金曜日 8：30〜17：00）

新病院建設進捗状況
平成27年7月現在の進捗状況
は、病院本体工事では、外装工事
が終盤をむかえ、内部では各所仕
上げ工事を行っております。病院北
側 の エネルギーセンター工 事で
は、建物及び設備機器の設置が完
了し、現在、接続及び試運転を行っ
ております。
又、病院南西側の院内保育所工
事も、外装工事が完了し、内装仕上
げ工事を行っております。
今後のスケジュールは、9月30日
の工事竣工を目指し、各棟各所の
仕上げ工事を進めると共に、新病
院開院に向けて、移転計画を進め
て参ります。

総

務

課

私たち総務課では、主に病院の施設基準の許認可申請及び管理、院内での各種委員会
や会議・理事会等の運営管理、訴訟・紛争関連、病院のデータを取りまとめ年報や広報（市
民向け、小山地区医師会向け、院内の患者さん向け）の発行、
ホームページ・Facebookの
掲載管理や、市民の皆様と直接関わってくるところでは、当院主催の講演会の企画運営、
今年10月に第４回目を迎える新小山市民病院まつりの運営など、
さまざまな業務に対応し
ています。
患者さんと直接かかわることの少ない部署ですが、医師や看護師をはじめ職員が安心し
て業務に集中でき、
より良い医療を市民の皆様に100％以上の力で提供できるよう、縁の
下の力持ち的な存在の部署として、今まで以上に知識を身につけ、頑張っていきたいと思
います。広報やFacebookに、院内での情報を今まで以上にいち早くご提供出来るよう、今
年度はさらに内容を充実させ努力して参りますので、
お時間のある時に、是非ご覧になって
ください。
10月4日
（日）
には
「病院まつり」
を開催する予定です。現施設では最後のイベントとなりま
すので、皆様のご来場を心からお待ちしております。

新病院一般公開デーのお知らせ
新小山市民病院は、平成２８年１月に新病院への移転を予定しています。
その新病院の一般公開を１１月２８日(土)午後に予定しています。
見学場所や見学ルー
ト等は現在調整中ですが、新しい診察室や病室の見学をしてみませんか
見
か？
詳細につきましては、
院内掲示やホームページにてお知らせする予定です。

ボランティア募集！
現在、院内ボランティア活動を希望される方を募集しています。
ちょっとしたお手伝いが、患者さんの大きな助けとなります。無
理のない範囲での活動で、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！
！

â࡞ƚԑఅã
●外来ボランティア
・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．患者さんのプライバシーを守れる方
活動時間／平日８：３０〜１１：３０を予定
活 動 日／週１回程度から
医事課 吉野（☎21-3817）
e-mail：syu.yoshino@hospital.oyama.tochigi.jp
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