
脳卒中センターの
　　　 オープン!!

●現病院での外来診療
　12月25日（金）まで
●新病院での救急患者診療
　12月28日（月）から
●新病院での外来診療
　1月4日（月）から

　1月の新病院の開院と
併せ、「脳卒中センター」を
開設します。24時間365
日、小山市民の脳卒中医
療に対応します。
　脳梗塞、脳出血、くも膜
下出血などの患者さんを
専門に受け入れる専用病
床で、経験豊富な医師、看
護師、リハビリテーション技
師等による専門チームで
集中的に治療を行います。
　「もしかしたら脳卒中か
な？」ご本人、ご家族やそ
ばにいる人が気付いたら、
遠慮なく119番をコールし
ましょう。

　小山市民病院の沿革は、昭和21年に小山町の国民健康保険直営診療所（24床）として
開設されたのがはじまりです。昭和43年には小山市立病院と改称し、結核・伝染病棟48床
を併設する99床の病院に拡張されました。この頃の航空写真が残っており、思川河畔の病
院のまわりは人家と田んぼが散在し、遠くに警察署がポツンと建っていて、「オールウエイズ
三丁目の夕日」を彷彿とさせる風景です。昭和45年に現在の北病棟が工費3億4600万円で
新築されたと市史に記録されています。小山市立病院から小山市民病院、そして地方独立
行政法人新小山市民病院と時世時節は移り変わり、いよいよ今月末に新たな使命となる新
天地に移り、ここ若木町の地を去ることになりました。私は今、自分と同時期に生まれ、様々
な変遷を経つつも小山の地域に医療を提供し続けた本院の新たな歴史的瞬間に出会った
ことを重く受け止めています。
　果たして、多額な建設費をかけて新築した新病院が、市民の皆さんの期待に本当に応え
ることができ、“信頼され、愛される”病院となれるであろうか。4年前に、その目標を達成す
べく地方独立行政法人の中期計画を作成しました。その最終年度（平成28年度）が来年に
なります。私は、学生時代にボート部の主将の経験があります。ボートのレースではスタート
とラストが特に勝負どころです。4年間の中期計画では、初年度がスタートダッシュ、最終年
度がラストスパートに当たります。初年度から、病院全体の目標と各部門、各自の行動目標を
定め、独立行政法人化の狙いである「自立の意識」が浸透するように努めました。また、大学
病院や地域医療機関、そして市民、行政など病院外との良好な関係を築くことにも力を注
ぎました。その結果、本院が潜在的に持っていた力が開花されました。同時に目標と現状の
間のギャップがより明らかとなってきました。現在、それを埋める作業を病院改革として取り
組んでいます。
　改革、改善が進めば進む程、残された課題はより難しく、高度になってきます。しかし、今、
我々は新病院の開院という千載一遇の機会を得ました。間違いなく、市民の皆さんや、医
師・看護師など病院に勤める者、全ての人にとって心躍る出来事です。このチャンスを逃す
ことなく、我々が未だ到達できていない地平、“真に信頼され愛される、健全経営の市民の
病院”を目指して、さあいこう、ラストスパート！
　平成２7年12月　　　　　　　　　　　新小山市民病院　理事長・病院長　島田和幸

　１月4日に開院する新病院には、再来受付機と自動精算機
が設置され、受付業務と会計業務をスムーズに行えます。機
械付近には、病院職員を配置し、困ったときや分からない時
に随時対応出来るようにしますので、ご活用ください。

さあいこう、ラストスパート
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再来受付機と自動精算機を導入！！

自動精算機 再来受付機
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1月より新病院が開院します！1月より新病院が開院します！
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お車でのご来院は、国際ティビィシィ小山看護
専門学校様側よりお入り下さい。

住　　  所　〒323-0827　小山市大字神鳥谷2251番地1
電話番号　0285-36-0200（代表）
FAX番号   0285-36-0300
診療開始日　平成28年1月4日（月）

初診受付
・「総合受付」で診察申込を行います。
・但し、診療所等からの紹介状をお持ちの方は
「患者支援センター」で診察申込を行います。
・紹介状をお持ちでない方は選定療養費として
2,000円（税別）をご負担いただきます。
再診受付
・当日予約の方は「再来受付機」で診察申込を行
います。
・当日予約のない方は「総合受付」で診察申込を
行います。
外来受付
・総合受付、患者支援センター、再来受付機で診
察申込が済んだ後、該当の「外来受付」に受付票
を提出します。
外来会計
・「会計窓口」か「自動精算機」をご利用ください。
受付時間
・初診　8：30～11：00
・再診　8：00～16：00
持参するもの
・健康保険証、医療受給者証、診察券
・健康保険証、医療受給者証については、毎月1回
診察受付時にご提示ください。
予約の変更
・予約変更、取り消しがある場合は、
  専用ダイヤル 0285-36-0270
  （平日14：00～16：00）にお願いします。
休診日
・土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

■外来のご案内

入院受付
・入院予約票をお持ちになり「患者支援センター」に
お越しください。
・健康保険証、医療受給者証、限度額適用認定証、診
察券の他、身の周り品をご持参ください。
入院会計
・「会計窓口」か「自動精算機」をご利用ください。
面会時間
・平日　　　　　　　14：00～20：00
・土、日、祝祭日　　　13：00～20：00
面会について
・面会者は「総合受付」で必ず受付を行い、面会者用
のバッチの装着をお願いします。

■入院のご案内

《2Ｆ》 《1Ｆ》

正面玄関
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紹介患者優先枠のお知らせ紹介患者優先枠のお知らせ

健康公開講座『糖尿病教室』

　当院では、患者さんが少しでも快適な環境のもとで安心して治療を受けることができるよう、「病院ボラン
ティア」を導入しています。新病院移転のため、現在、たくさんの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。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！！

　新病院移転後、紹介状をお持ちの患者さんは、「患者支援センター」で受付をします。受付終了後、優先的
に診察いたします。
　また、内科・神経内科・循環器内科については、予約の患者さんを最優先で診察しますので、かかりつけの
先生に紹介状を書いて頂き、予約をとってください。

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」

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。
お問い合わせ先　医事課（ ☎ 21-3800 ）
（受付時間：月曜～金曜日　8：30～17：00）

　病院移転に伴い、平成28年1月より、
「もの忘れ外来」の診療日が変わります。

旧診療日：水曜日午前

新診療日：木曜日午前
※もの忘れ外来は、診療に多くの時間を
要しますので、かかりつけ医を通して予約
をお願いいたします。

● 外来ボランティア
＜主な活動内容＞　 
　・外来患者さんの案内
　・車いすの介助　　　など
＜活動対象者＞
　１．心身ともに健康で、継続して活動出来る方
　２．ボランティア活動に理解のある方
　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を予定
　　 活 動 日／週１回程度から

医事課　吉野（☎21-3800）　e-mail：syu.yoshino@hospital.oyama.tochigi.jp

ボランティア募集！ボランティア募集！

「もの忘れ外来」診療日
変更のお知らせ

「もの忘れ外来」診療日
変更のお知らせ

● 園芸ボランティア
＜主な活動内容＞　 
　・新病院での花壇の手入れ　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

2月20日（土）
10：00 ～ 12：00 （9：30受付）入場無料

⬇
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求ム

できたばかりの新病院！          キレイ！！！
堅い！福利厚生も     　　              しっかり！安定の病院勤務！

緑がたくさん！環境        バツグン

お仕事！！
の

さん！環境
かかりり！安安定定

バツグン

院！

も      　　　　　                  しし

　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
所します。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しま
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

～新しい病院で、私たちと一緒に働いてみませんか！？～～新しい病院で、私たちと一緒に働いてみませんか！？～

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4回採用試験　
　　　　試験日：2月26日（金）　　　対象者：看護師・助産師　　　応募期間：12月1日(火)～2月5日(金)

３．看護師（臨時）・看護補助者（臨時）
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。

４．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）
※各職、詳細につきましては人事課までお問い合わせください。
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