
ふよう病院 7月院内職員研修会
接遇向上委員会

　当院の接遇向上委員会では、年に2回「ロール

プレイング勉強会」を実施しております。接遇

は委員だけが頑張っても向上はありえません。

職員一人ひとりが接遇を意識し当たり前に出来

るようになっていくためにも訓練は大切です。

年に2回ですがこのような機会を設け、とっさの

場面でもさっと対応出来るように努力しており

ます。

研修会の流れ

　病院内で想定される様々な場面を設定して、

ショートストーリーにしたものを職員が演じ、

演技後グループディスカッション、意見発表と

なります。演技は場面、配役、せりふ、全て職

員が考えます。その過程でそれぞれの人の立場

になって考えることになり、接遇に繋がってい

きます。また、その演技を見る側は自分の病棟

だったら、自分だったら、また自分が患者様だ

ったら、と想像し意見を述べ合うことで接遇の

訓練になるのです。今回は2病棟による発表とな

りました。

発表の内容と発表に対する意見

Ｃ棟1階

場面設定：あまり面会に来られないご家族様へ

　　　　　の対応

意見・言葉使いが丁寧で良かった

　　・ご家族様に一番に「ご面会ありがとうご

　　　ざいます」と言っていたのが良かった

　　・患者様の「ご飯なんか食べていない」と

　　　いう話に対して、ご家族様へは食べてい

　　　ることを伝え患者様には否定することな

　　　く、空腹感があることを受け止めていた

　　　ことが良いと感じた

Ｃ棟2階

場面設定：病状を聞きに来られたご家族様が約

　　　　　束時間より早く来られた場合の対応

意見・待つのは長く感じるものであり、早く対

　　　応していく姿勢は大切

　　・ＣＷとＮＳとＤｒとそれぞれの連携がと

　　　れていた

　　・想定外の事態になっても臨機応変に対応

　　　することが思いやりのある行動で大事だ

　　　と思った

発表病棟の感想

Ｃ棟1階

　練習時間が無い中、本番はチームワークが取

れました。実際に発表を終えてみると「このセ

リフで良かったかな」という思いが改めてしま

す。ロールプレイングを生かし患者様、ご家族

様とのコミュニケーションがうまく取れる様に

なれば良いと思います

Ｃ棟2階

　皆でディスカッションをしながら進めてき

て、改めて接遇について考えることが出来て良

かったと思います。報連相はとても大切なこと

だと今回のロールプレイングを通じて実感しま

した。今後はご家族や患者様だけでなくスタッ

フ間でも接遇の気持ちを大切に実践していこう

と思います

総評

 どの様な場面に遭遇しても誰もが同じ態度、言

葉掛けがスムーズに出来る様になれることが接

遇です。全ての部署の職員が出来るよう研修会

を重ねていきます。
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　本年度の永年勤続表彰式が町田と千葉で行わ

れ、5年、10年、20年勤務職員に感謝状の授与が

なされました。表彰おめでとうございます。

 表彰されました職員の皆様には、感謝の意を表

すとともに芙蓉会の発展にご尽力頂き有難うご

ざいます。今後もご活躍を期待しています。

平成25年7月30日（火）開催

　●町田　10年表彰者　12名

　　　　　 5年表彰者　22名　

　●千葉　20年表彰者　 5名　

　　　　　10年表彰者　 3名

　　　　　 5年表彰者　10名

永年勤続表彰式

スポーツ祭東京 2013 町田市実行委員会第 4回総会
　平成25年年8月6日火曜日、町田市民ホールに

おきまして、スポーツ祭東京2013町田市実行委

員会第4回総会が開催されました。この実行委員

会はスポーツ祭東京2013の成功に向けた諸準備

に万全を期すための機関として、関係各位並び

に市民各界各層から構成され、市長を会長とし

た委員会です。

　第4回総会では、2012年度事業報告(案)・収支

決算報告(案)が審議され、承認されました。

　総会では協賛企業・団体の感謝状・記念品贈

呈式の他、町田シティセールス隊でもあり、町

田市の国体イメージソングに認定されている

「蒼いキズナ」を歌っているブランニューバイ

ブの紹介やデザインコンテスト入賞者への表彰

式を行いました。

　※当会も協賛企業として表彰を受けました。

第 20回｢敬老まつり｣開催
　毎年恒例の「敬老まつり」が 9月 15 日に開催さ

れました。当日は、台風 18 号の接近で朝から大雨

でしたが、徐々に雨が上がり、各イベントにはあ

まり影響がなくスタッフもホッと胸をなでおろ

しました。

　当日のメインである「芸能スターパレード」に

はプロジャズシンガー“みずき さわ”さんをお招

きし、ピアノ演奏を“こうの みき”さんが担当。

Opening は「Hello Dolly」「Moon River」からが始

まり、後半は昔懐かしい歌「あの町、この町」「かあ

さんの歌」「里の秋」等々を患者様・ご家族様と共

に楽しみ、あっという間に 1時間が過ぎました。

ふよう病院



芙蓉会総合防災訓練実施
　9月6日（金）消防署・町内会・関連施設が参

加して総合防災訓練を実施いたしました。今回

は火災を想定した訓練で、要救助者等のトリア

ージ、屋内消火栓や消火器の実践、煙体験、炊

き出しも行いました。

　今後は震災を想定した訓練も予定しており安

全確保に努めてまいります。

ふよう病院



敬老会＆ミュージックケア

防災訓練
　９月６日に行われました芙蓉会総合防災訓練

に、芙蓉ミオ・ファミリア町田の職員も 10 名参

加しました。今回は火災の想定だったため、煙体

験や消火器を使っての消火訓練、自衛消防技術発

表会に参加した自衛消防隊による消火活動の披

露がありました。

　そして、最後に栄養科の方たちが訓練を兼ねて

作った災害時用の大きい炊き出し釜を使用した

豚汁を試食し、無事に訓練が終了しました。

芙蓉ミオ・ファミリア町田

第 22回運営懇談会
　9月 21 日、今年２回目の運営懇談会が行われま

した。運営懇談会とは、行政の指導では「ご入居者

のうちの要介護者等についてはその身元引受人

等に対し出席を呼びかけ、ご入居者の状況、サー

ビス提供の状況及び管理費、食費の収支等の内容

等を定期的に報告し、説明するとともに、ご入居

者の要望、意見を運営に反映させるよう努めるこ

と」とされております。

　当会理事長 四ケ所の挨拶で始まり、施設長よ

り「ご入居者の概要とお知らせ」「運営及び職員の

状況について」の報告があり、看護科長より「ご入

居者への医療面の対応などについて」「ご入居者

への体調把握や気づきについて」の話がありまし

た。そして、ケマネージャーより介護保険の申請

とケアプランを作る際、ご家族にも積極的な参加

を呼びかけました。

　最後に、前回の運営懇談会以降にご入居された

ご家族の皆様にご挨拶いただきました。「入居に

あたり、いろいろなホームを調べる中ですごく信

頼できるということでお世話になることにしま

した」「スタッフが優しい言葉をかけてくれるの

で、安心して任せることができます」「体調を崩し

たりする中で、よく対応して下さっています」等

スタッフの励みになるお言葉を頂戴しました。

　昨年好評だったミュージックケアとコラボレ

ーションの敬老会を今年も開催致しました。

　秋の歌の輪唱や楽器の演奏で秋を感じていた

だき、気分が盛り上がってきたところで、敬老会

として今年「卆寿」「米寿」を迎えられた方のお祝

いをしました。米寿の方からお言葉をいただき、

スタッフより歌の輪唱と、お一人おひとりに手作

りカードを差し上げ、皆様のご長寿のお祝いをさ

せていただきました。あまり練習する時間も取れ

ませんでしたが、音楽療法士の指揮により輪唱も

きれいにまとまり、皆様に喜んでいただき大きな

拍手をいただきました。



あおぞらの暮らし
　8月20日に夕涼み会を行いました。柔らかな提

灯の明かりが雰囲気を盛り上げてくれました。

　また、ご入居者と一緒に花火も行い楽しい一

時を過ごすことができました。

※今後の予定

10月5日（土）13：30～

「あおぞら」の中庭にて「東京大衆歌謡楽団」

の方をお招きして、音楽会を開催いたします。

是非この機会に「あおぞら」に足をお運びいた

だいて、懐かしい昭和歌謡を一緒に口ずさみま

せんか？地域の方々の参加をお待ちしておりま

す。

グループホームあおぞら



千葉でハラスメント研修を開催
　平成25年8月21日、千葉医療法人におきまし

て、外部講師を招いてのハラスメント研修会を

実施しました。参加者は院長・施設長をはじめ

全職員が対象で、午前・午後の2回で合計160人

が参加しました。

　ハラスメントの種類には上司からのパワハラ

だけでなく、同僚どうしや部下からのハラスメ

ントも事例として上げられ、その定義は非常に

多岐にわたることを学びました。フロアーから

の質問では医療現場独特の職場環境でハラスメ

ント解決の難しさ、また、昨今の看護、介護職

の人材不足の中で上司としてどう指導したら良

いのか等が出されました。今回研修会で学んだ

ことを、職場で実践しより良い職場を目指して

いきたいと思います。

大規模災害に備えて合同訓練実施
　9月4日、千葉芙蓉病院ときゃらの樹ケアセン

ター合同で、防災訓練を行いました。大規模災

害時は2施設合同で「情報収集班」や「ライフラ

イン確保対策班」など6つの班が編成され、今回

は、それぞれが大規模地震の発生が発表されて

からの行動、被災し陸の孤島と化した場合のラ

イフラインの確保に向けて実施しました。通常

業務と全く違う動きに戸惑いもありましたが、

情報収集、避難誘導、備蓄プロパンガスと河川

水利からくみ上げた水の煮沸消毒などが無事に

行われました。これを踏まえて、11月にはきゃ

らの樹ケアセンターを舞台に再度を実施しま

す。患者様、ご利用者様をはじめご家族、近隣

住民の皆様も安心していただけるよう今後も訓

練していく予定です。

千葉芙蓉病院／きゃらの樹ケアセンター



接遇ロールプレイング大会

　千葉芙蓉病院も接遇活動が10年経ち、今年は

もろもろの接遇活動とともにロールプレイング(

役割演技法)大会を開催しました。

ロールプレイングによって実践的なトレーニン

グをするメリットは、演技やその後のディスカ

ッションを通して多くの“気づき”が生まれる

ことです。他の研修会から戻りこの大会に加わ

った職員と共に日常の業務の中、時間をやりく

りしながら今回は40余人が参加し、演技後のデ

ィスカッションもポイントをつかんだ感想が多

くでました。様々な場面において臨機応変に対

応しなければならないが、中には大変心苦しい

ときもあります。接遇は重要であり今後も接遇

活動に注力し、継続して勉強していきたいと思

っています。

台風に負けずに敬老会！

　9月16日の敬老の日、千葉芙蓉病院でも敬老会

を予定しておりました。ところが、おりしも台

風18号が関東地方に接近！それも、16日の朝か

ら暴風雨。

　前日から協議した結果、早朝に中止を決定。

事故防止に備えてでした。お越しいただく予定

だった、ボランティアの舞踊サークル、理髪サ

ークルの方々、ご家族様に、ご連絡することと

なりました。舞踊ボランティアさんは今年初め

てお願いした方々で、非常に楽しみにしていた

のですが・・・。理髪ボランティアさんは、通

年隔月で来て下さり無料で1日約100人の患者様

をきれいにしてくださる方々です。年に一度の

ご家族へのお披露目と感謝を申し上げる機会な

ので、非常に残念でした。

　しかし、実行委員はくじけませんでした。停

電に備えてエレベーターは使用できないので、

各階の食堂でミニ敬老会を行いました。幸い、

“なのはな託児所”の子供たちが予定通り来て

下さり、ミッキーマウスマーチにのってかわい

いおゆうぎを披露してくれました。患者様は大

喜び。きっとお孫さんを思い出していたので

は？おみやげに、バルーンアート、水風船、わ

たあめをプレゼントしました。

　職員有志による、よさこいソーランも魅せて

くれました（業務終了後、一生懸命練習してい

ました）。その活気と迫力に、患者様もふだん

見せない表情でした。

　予定外のことばかりでしたが、病院職員全員

が協力し、台風による被害もなく敬老の日を乗

り切りました。

千葉芙蓉病院



院内研修会　移乗とボディメカニクス
　9月16日、岩切作業療法士が実施した研修会の

報告です。患者様の、移動・移乗介助における

ポイントを、新人職員にもわかりやすくレクチ

ャーしてもらいました。

　一連の介助作業の場面で、実際に職員をモデ

ルにして、行い、見せることで、とてもわかり

やすい研修でした。立つ時の患者様の頭が描く

曲線などは、無意識にわかっていても、なるほ

どと、改めて確認しました。

　介助者の足の位置もまた、幅を広くすること

で、支持基底面を広げ安定し、腰に負担のかか

りにくい姿勢をとることができる、と理解でき

ました。

千葉芙蓉病院



｢食べやすい食事づくり｣研究

スベラカーゼもちと小豆のデザート (20人分)

材料

　粥　･･･　600g

　スベラカーゼ　･･･　20g

　こしあん　･･･5　00g

　水　･･･　大3

作り方

(1)　出来立ての熱い粥にスベラカーゼを加え、

　　 ミキサーでペースト状になるまで混ぜる。

(2)　ペースト状になったらバットに流し、少し

　　 固まるまで常温で冷ます。

(3)　こしあんは鍋に入れ水を加えて弱火にかけ

　　 る。水分が無くなり、とろみが出るまで。

(4)　(2)を切り分け、(3)のあんこを盛り完成。

工夫した点

お彼岸で、おはぎが食べられない患者様のため

に考えました。粥を一度ペースト状にしている

ので、なめらかな食感になっています。

感想

甘味ちょうど良くてま

ろやかな舌触り。あん

の甘さもちょうど良い

と思います。喉越しも

良いです。

タラの西京焼き　ソフト食使用 (5人分)

材料

　なめらかタラ(ソフト食)　･･･　5個

　白味噌　･･･　40g

　酒　･･･　大1

　砂糖　･･･　15g

　しょうゆ　･･･　10ｃｃ

作り方

(1)　なめらかタラは、コンベクションで蒸す。

(2)　鍋に調味料を全て入れ、弱火で煮詰めて味

噌を作る。

(3)　蒸したなめらかタラに②の味噌を塗り、油

をひいたフライパンで焼いて焦げ目を付ける。

工夫した点

ソフト食を使うことで、刻み菜からミキサー菜

までの患者様にそのままのかたちで提供するこ

とが出来る。今年の敬老会で提供する予定で

す。

感想

味付けちょうどよく口の中で溶けてしまう感じ

で美味しかった。白い御飯と合うと思う。

千葉芙蓉病院の敬老会お食事

　9月16日、敬老会が行われました。栄養科では

試食会を予定していましたが、当日はあいにく

の台風の予報で、患者様のご家族様がご参加出

来なかったことが残念でした。

行事食の献立は、きのこ御飯・たらの西京焼

き・京合せ蒸し・野菜しゅうまい・椎茸肉詰め

フライ・南瓜の挟み揚げ・炊き合わせ・紅葉和

え・すまし汁・ぶどうの二層ゼリーです。

たらの西京焼きは、常菜以外の刻み菜とミキサ

ー菜を食べている患者様には、ソフト食のタラ

を使用した西京焼きを提供しました。多くの方

から好評を頂けて良かったです。しかし数名の

患者様で、ソフト食でも舌で潰すことの出来な

い方がいたという報告があり、もう少し工夫し

なければいけない改善点が出てきました。

ぶどうの二層ゼリーは当日二層になるはずが、

一層のまま固まってしまいました。また来年作

る時には成功出来るよう更に練習したいと思い

ます。幾つかの課題点を次回から活かせるよう

努力していきます。

千葉芙蓉病院



きゃらの樹納涼祭

　8月2日きゃらの樹ケアセンター屋上で恒例の

納涼祭を行いました。日中の36度を越える暑さ

の中での準備でしたが、夕方には若干過ごしや

すくなり、ほぼ全ご利用者に参加していただき

ました。有志のご利用者に神輿かつぎに始ま

り、恒例の和太鼓のボランティアの皆さんによ

る披露、盆踊り、打ち上げ花火と楽しんでいた

だきました。軽食とビールも好評で「もういつ

死んでもいいくらいだ！(笑)！」とご満足のコ

メントを頂戴いたしました。

きゃらの樹敬老会

　台風18号の上陸で、恒例の「どんぐり劇団」

の公演と家族懇談会をやむを得ず中止とさせて

いただきました。代わりに敬老記念品の贈呈式

と歌やレクリエーションを各フロアーで行いま

した。松丘地区の雨量はそれほどでもありませ

んでしたが風はかなり強く吹きました。停電に

備えて発電機などを準備しましたが、使うこと

なく過ごすことができ安心しました。

 今回の台風で被災した皆様の一日も早い復興を

お祈りいたします。

きゃらの樹ケアセンター



厨房職員による試作献立

献立名「ピーマンカレー」

材料

　豚挽き肉　200ｇ

　ピーマン　10個位

　トマト　1個

　塩　小さじ1/2

　カレー粉　大さじ1

　すりおろしにんにく　1かけ

　ケチャップ　大さじ2

　ウスターソース　大さじ1

　醤油　1/2～1

　パイナップル　少々

作り方　　

(1)　ピーマンは洗い手でつぶして、へた・種を

　　 取り、手で食べやすい大きさにちぎりま

　　 す。（こうすることで煮込むと独特の味の

　　 くせがぬけるので）

(2)　フライパンにカレー粉・にんにくすりおろ

　　 し・豚挽肉・塩を入れ混ぜ火にかけます。

(3)　挽肉に火が通ったら、ざく切りにしたトマ

　　 トとピーマンを入れさっと炒め蓋をして弱

火で10分蒸し煮にします。

(4)　全体にくたっとなってトマトが煮崩れピー

　　 マンが軟らかくなったらケチャップ・ウス

　　 ターソース・醤油を入れて味を整え、付け

　　 合せにパイナップルを添えます。　　　　

評価

ピーマンがしっかり（歯ざわり）していてよか

った／付け合せのパイナップルが合っていた／

超刻みが食べやすかった／素材が生かされてい

る／食欲のＵＰする味付けでよかった／ピーマ

ンの食感がよい

献立名「抹茶のカスタードクリーム」

材料

　卵　1個

　牛乳　80ｍｌ

　砂糖　25ｇ

　小麦粉　15ｇ

　抹茶　2ｇ

作り方　　

(1) 全ての材料を鍋に入れ　泡だて器でよく混

　　 ぜます。

(2)　鍋を火にかけ　弱火でとろみがつくまでか

　　 き混ぜます。

(3)　とろみがついたら器に移し替えて冷蔵庫で

　　 冷やします。

(4)　パンやスポンジケーキなどにつけます。　

評価

抹茶の香りがよい／素材が生かされている／ス

ポンジケーキとの組み合わせでよいと思う／ク

リーミーでよい／飲み込みやすい／さっぱりと

した甘さでよいと思う／抹茶ソースがご利用者

様に喜ばれると思う

きゃらの樹ケアセンター


