
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� はじめにはじめにはじめにはじめに 
 

病院は、患者満足を

る時代になり、病院機能評価

満足が大きな要素になっております

しかし、患者さん・ご

るとよく言われます。
 

①①①①    親切親切親切親切、、、、やさしさやさしさやさしさやさしさ

②②②②    スピードスピードスピードスピード（（（（待待待待

③③③③    選択選択選択選択のののの自由自由自由自由とととと
 

以上、私が病棟・外来師長時代
れました。 

 

� 当院当院当院当院におけるにおけるにおけるにおける患者満足度調査患者満足度調査患者満足度調査患者満足度調査
 

患者満足度調査を

①調査により実態を把握

②結果をもとに何を改善

 以上２つのことが大
 

１１１１．．．．    外来患者満足度調査外来患者満足度調査外来患者満足度調査外来患者満足度調査
 

全体の満足度は 91

ち時間が長い」という

要因として、次の３点
 

①診察開始時間が遅い

②診察中に救急患者の

③病棟の急変患者対応

等 
 

現在、外来責任者の

検討中です。 

 

 

9 月 19 日（木）に

病棟ラウンドでは

業務改善を重ねてきました

よう、スタッフが一丸

机上シミュレーションでは

統一した方法で、実践

ていきたいと思います
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を第一に、患者さんの視点から

病院機能評価の評価項目においても

になっております。 

さん・ご家族からは、病院には次

。 

やさしさやさしさやさしさやさしさ、、、、思思思思いやりなどをいやりなどをいやりなどをいやりなどを含含含含むむむむ接遇接遇接遇接遇

待待待待ちちちち時間時間時間時間のののの長長長長ささささ）））） 

とととと分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい説明説明説明説明 

外来師長時代にも同じような

患者満足度調査患者満足度調査患者満足度調査患者満足度調査（（（（９９９９月実施月実施月実施月実施））））についてについてについてについて

を行う目的は、 

把握すること  

改善につなげていくかを明確

大きく挙げられます。 

外来患者満足度調査外来患者満足度調査外来患者満足度調査外来患者満足度調査のののの結果結果結果結果よりよりよりより 

91％％％％で非常に高い評価が得られている

という苦情も多く聞かれております

点があります。 

い  

の来院がある  

急変患者対応に中断せざるを得ない場合

の松尾副院長を中心に、関係者

に 3 回目の模擬サーベイが行

ラウンドでは、薬剤管理について、問われました

ねてきました。今回の模擬で指摘を

一丸となり取り組んでいきたいと

シミュレーションでは、指示出し・指示受

実践できるよう、マニュアル周知

います。 

    

 

 

から評価され選ばれ

においても、安全・安心・

次の３つが欠けてい

接遇接遇接遇接遇・・・・応対応対応対応対のサービスのサービスのサービスのサービス 

じような「声」が多く聞か

についてについてについてについて 

明確にすること 

られている一方、「待

かれております。 

場合がある 

関係者にて改善に向け

行われました。 

われました。これまで、池庄司看護部長

を受けた部分を中心に、安全・

んでいきたいと考えています。 

指示受け、輸血の取り扱い、抑制、

周知の徹底を行い、12 月 13
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活を

退院時
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＜「＜「＜「＜「患者患者患者患者サロンサロンサロンサロン」」」」オープンオープンオープンオープンのののの
 

 この１０月１５日（火）より

者さん・ご家族の方の「憩いの

店横にオープンいたしました
 

池庄司看護部長の指示の下、薬剤科と

・安心・確実な業務の徹底に向

、多職種連携などについて、

13 日、14 日の本審査に合格できるよう

看護部長
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２２２２．．．．    全入院患者対象全入院患者対象全入院患者対象全入院患者対象のののの満足度調査結果満足度調査結果満足度調査結果満足度調査結果
 

総括的評価を行うと入院患者全体全体全体全体

を快適に過ごしているという

退院時に「感謝の御礼」文が届

れます。 

３３３３．．．．    職務満足職務満足職務満足職務満足にににに結結結結びつけるびつけるびつけるびつける
 

退院患者対象のアンケート調査

実施したところ、「看護師の皆様

。感謝しております」等の声

らの「感謝やうれしかった声」

ます。 

おわりにおわりにおわりにおわりに 

医療の質向上のためには、日

きききき合合合合うことうことうことうことが何よりも大切です

改善案を立て職場全体で取り組む

このような小さな努力の積み

つながっていくことでしょう。 
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声が聞かれました。患者・家族

」は、職員に元気を与えてくれており

日々の「患者さんからの声」に

です。苦情や不満に関しては、

む姿勢が求められております

み重ねは、きっと「「「「患者満足向上患者満足向上患者満足向上患者満足向上
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患者相談支援体制の情報提供 
院内掲示 
入院案内 

・ホームページで発信 
入院時オリエンテーション綴り
苦情等に対する回答 
院内掲示 
今後に向けて 
患者さんが安心して入院治療に
、かつ住み慣れた家庭や地域で

できるよう相談支援体制の充実を
ともに地域連携の推進に努めます

除術や胃瘻造設術などの内視鏡的
共有する必要があります。 

ポリープ切除術などでは切除する
対応する準備、患者状態やカルテ
習得を含めたカンファレンスの実施
カンファレンスを行うことで、

に反映できると考えています。

委員会で何十回も議題に上がりながら
ンスがあります。カンファレンスは
線科内で、今、何の検査が行われているのか
ているのか、緊急時どの様に対処

実施を目標に頑張っております

夜勤帯はスタッフ 3 名と、人数
大地震を体験したことがなく、

バーと共に予行演習を行い、訓練本番
ましたが、地震発生から最終報告

めて知ることも多く、とても勉強
な行動ができるのか、とても
何度も行うことが大切だと思

概要 
患者さん及びその家族、また病院
相談に対応し、必要に応じて「
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に専念で
で療養が
を図ると

めます。 

内視鏡的な処置まで施行しているため
 
する病変部の場所、大きさ、予想

やカルテ記載内容の確認など、様々
実施に努めています。 
患者個別の対応がスムーズに
。 

がりながら、中々上手く進まなかった
カンファレンスは、会議→同じ仲間→連盟・

われているのか（検査の目的・Ｃｒｅ
対処するのか、４人で情報を共有化

っております。 

人数が少なく、災害が起これば迅速
、震度 6 の地震でどの程度の被害

訓練本番に臨みました。訓練当日
最終報告まで 5 分で行うことができました

勉強になりました。訓練後、実際
とても不安がある、という意見が多

思います。今後もこのような訓練

病院を利用される方の相談について
「倫理委員会」で検討する「患者相談支援体制

【 病棟担当薬剤師
 
 病院機能評価受審に
   外来診療棟：塚原
 現在取り組んでいる

 【 災害訓練への
  
平成25年8月7日

行いました。今回は夜勤帯
リーダー役でした。 

内視鏡科では朝のミーティング
レンスを実施しています
当院内視鏡科は、上部下部

２００１年６月２１
務改善委員会がスタートして
「「「「第第第第１４０１４０１４０１４０回回回回」」」」を数えました
 

写真①にあるように 1
出し後の病棟での動線
難しく、写真②にあるように
討中です。 
１つ１つの業務を改善

意見を出し合い、より
です。 
 今度もより安全な薬剤
いますので、ご理解・ご

 

 

しているため、様々な情報を把握してスタッフ

予想される処置内容や出血などの
々な情報の共有化や技術的な指導

がスムーズに行えるようになり、安全安楽

まなかった一つに、ＣＥＣＴ前のカンファレ
・同盟という意味を持っています
Ｃｒｅ値・同意書等の確認）、危険

共有化し、患者さんの安全が担保

迅速で的確な指示が必要となります
被害があるのか、あらかじめ考

訓練当日、リーダー役が務まるか、不安
うことができました。今回の訓練で、報告の

実際に地震が起きたとき、訓練
多く聞かれました。だからこそ
訓練に積極的に参加したいと思
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について「医療福祉相談室」「よろず
患者相談支援体制」を整備して

病棟担当薬剤師として 】 

に向けて、当院でも病棟担当薬剤師
塚原  2病棟：新川  3

んでいる課題のひとつが安全向上のための

への取り組み 】 

日。震度 6 強を想定した地震対策訓練
夜勤帯での地震を想定したもので
 

のミーティング時間を利用して患者
しています。 

上部下部のスクリーニング検査からポリー

２１日（木）の午後、第１回の放射線科業
がスタートして、この９月の業務改善委員会

えました。 

1施用ごとの払出しを試みましたが
動線を 1 患者ごとにつなげていくことが

にあるように 1患者 1BOXでの払出

改善していくために、各病棟と
より良い方向へ向かっていけるよう

薬剤の提供に努めていきたいと
・ご協力をよろしくお願いします

  

してスタッフ

などの偶発症
指導、知識

安全安楽な検査の
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っています。放射

危険を伴っ
担保できる検

となります。私
考え、メン
不安があり
の手順など

訓練のように
だからこそ、災害訓

思います。 
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医療福祉相談内容(H

よろず相談室」を窓口とし社会福祉士
して機能の強化に努めています

病棟担当薬剤師を以下の通り配置することとなりました
3 病棟：山本  
のための注射薬の 1施用ごとの

地震対策訓練を
したもので、私は

患者カンファ

からポリー 

放射線科業
業務改善委員会で

みましたが、払
つなげていくことが

払出しを検

と薬剤科で
かっていけるよう奮闘中

めていきたいと思って
いします。 

療養 経済 傾聴 家族 他

H25.4～H25.9）

社会福祉士と看護師等が様々
めています。 

することとなりました。 

ごとの払出しです。 


