
演 題

260

患者様の満足度を高め、サービス向上に努めた接遇の取り組み

発 表 者 中井 典之 （鳥取県：岩美町国民健康保険岩美病院）

共同研究者 尾� 隆之
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岩美病院サービス向上委員会は平成１６年新病院

開設時に岩美病院が提供する医療・福祉サービ

スに対して患者さまが安心と満足を得られるよ

う必要な院内体制の整備を行うことにより、患

者サービスの向上に資することを目的に設置さ

れました。
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こちらが「サービス向上委員会運営規程」です。

サービス向上委員会は院内各部署の職員代表１５

名で構成され、意見箱係・個人情報係・接遇係

に分かれています。
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各係の活動ですが、「意見箱係」はご意見箱の

設置と管理を行い、一ケ月以内に担当部署から

回答を頂き、外来２か所と各病棟に張り出して

います。

また、過去のご意見と回答もファイリングして

玄関入口に設置しています。
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次の個人情報係は、個人情報保護法の制定に伴

い「窓口・電話対応のマニュアル」を作成しま

した。
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接遇係は院内の環境整備を行っています。
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新病院開設後、診察室やレントゲン室などの場

所が分かりづらいとのご意見があり案内表示の

追加や変更を行いました。

また、平成１８年と２２年には外来患者様と付き添

いの方を対象に「岩美病院御利用者様アンケー

ト」を行いました。

次は新病院開設後に案内表示等の改善を行った

写真です。
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このような活動を行う中で病院を利用される

方々から、職員のあいさつや言葉遣い・対応等

について、苦情のご意見が多くあがってくるよ

うになりました。

職員の接遇については、接遇係が中心となって

毎年研修会を実施して、資質向上に努めてきま

したが、患者さまからの貴重なご意見を真摯に

受け止め委員会で対策を検討しました。

最初に研修会を実施し接遇の基礎を学び、その

後積極的に接遇改善に取り組んでいる他病院の

実践報告を参考にして活動を始めました。

まず、職員が少しでも良い接遇が出来るよう、

委員会で３ケ月ごとの全体目標を決め、さらに

病院全職員を８チームに分けそれぞれのチーム

が「チーム目標」を設定しました。

また、２ヶ月後には各チームで「接遇カンファ

レンス」を行い、目標に対して自分がどう取り

組んできたか？その結果自分自身が、また他の

職員どう変わったのかを話し合いました。

カンファレンスでは最初は気にかけて挨拶など

積極的に行っていたが、時間が経つと忘れがち

になるとの意見があり、職場内の見えやすい場
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所に目標項目を張り出すこととしました。

２４年度は６つの全体目標とチーム目標を掲げ接

遇の向上に努めてきました。

また、２４年度の終わりには１年間の活動評価と

今後の活動に生かすために全職員を対象に「接

遇カンファレンスについてのアンケート」を実

施いたしました。

このアンケート結果と「接遇カンファレンス」

の記録集は岩美病院運営協議会に提出し外部評

価も頂きました。

アンケートの配布人数は１３４人で１１６人が回答し

回収率は８６．６％でした。
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１．この活動は接遇改善に効果があったと思いま

すか？

この結果では接遇改善に効果が「おおいにあっ

た」と思うが１４人、「少しあった」と思うが８８人

おり、併せると８割以上の職員が接遇改善に効

果があったと感じています。

次に２．活動を通して良かった点ですが「１．意識

をすることができた」が、３６人で全体の１／３あっ

た。その他に「３．自己を振り返ることができ

た。」、「目標があり行動ができた」など目標を

掲げ、接遇カンファレンスを行ったことで効果

があったと考えられます。
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次の「３．活動を通して悪かった点」ですが、２

ケ月おきに各部署で行っている「接遇カンファ

レンス」の開催方法等についての意見が多く、「看

護部などは勤務体系によりなかなか集まりにく

い」「意見が出にくいなど」カンファレンス事態

の開催を疑問視する意見も少なくなかった。

また、「忘れていた」との意見も１２人と多く次年

度への活動改善点が求められます。

次に「４．今後も続けた方がいいと思いますか？」

ですが、３６人、３１％が「続ける」と答え、４８人、

４１％は「別の形で続ける」と答えており、活動

は支持されているが活動方法の検討が必要と感

じられました。

また、「続けない」と答えた職員が２４人もあった

ことは残念な気持ちと、理由を解明し活動改善

の題材にしたいと考えています。
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次のスライドは先ほどの「今後も続けた方がい

いと思いますか？」の質問に対して一年間行っ

てきた活動や今後の活動、研修会等の意見を具

体的に書き出してもらいました。

内容は「全く職域の違う職種の人の話を聞く」

または「接遇のプロによるマナー習得などの研

修会」などを希望している意見がありました。

中には「特に接遇態度・言葉づかいの悪い人を

対象に研修させてはどうか？」と言った厳しい

意見も出ていました。
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最後に「５．今後も接遇向上のためにできると思

われる活動はありますか？」では、同じ意見を

集約しました。

各部署での活動としては「目標をあげて行動す

る。」「話し合いをもつ。」「声掛け・注意をしあ

う」などの意見がありました。

また、個人としての活動では「自分で意識して

接遇を実行する。」と書いた職員が２０人おり、こ

の活動で少しは接遇に対する気持ちが、意識づ

けられた結果と考えています。
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アンケート結果では、接遇の大切は感じている

が、業務の煩雑さなどを理由に置き去りになっ

ていたことを再確認しました。また、今後も継

続的に接遇の向上を図る活動と研修会などの必

要性も強く感じました。

私達医療従事者は「質の高い医療技術」を提供

するだけでなく、患者さまの目線に立った医療・

介護サービスを提供し、病気への不安を抱いて

いる患者さまと家族に病気という困難に立ち向

かう勇気と安心感を与えることが必要だと思い

ます。

本年度のサービス向上委員会の活動は職員アン

ケートの結果を基に一年間の長期接遇目標とし

て「しっかりとした電話対応をする」とし前期

短期目標を「電話をかけた時には所属・名前を

名乗る・相手の都合を聞く」を掲げて接遇向上

に努めています。また、半年間の短期目標終了

時には「振り返りチェックシート」を行い目標

に対しての自己評価を行うこととしました。

この活動の成果なのかは分りませんが、最近で

はお褒めのご意見も頂けるようになってきまし

た。

ご清聴ありがとうございました。
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