
【はじめに】　近年、病院や介護保険施設及び行政
（保健福祉センター）において、患者・利用者様に
対する接遇の重要性が、見直されています。

当院の基本理念の基本方針の最初に、「私たちは個人の
人格を尊重し、やさしさと思いやりの心で接します。」
と記されているとおり、患者・利用者様は、治療・介護
とともに「心の温もり」を求めている方が大勢いらっ
しゃいます。その中で当院の接遇委員会は、全職員が人
間関係を円滑にするマナーを身につけ、知識、技術、そ
して動作、態度を培い、患者・利用者様が満足できる医
療サービスを提供することを目的として活動しています。
今回、当院の接遇委員会の活動をふまえ、患者様に対し職
員の接遇についての満足度調査を行い、また全職員を対象
に接遇の意識調査を行った結果を元に、今後の接遇につい
ての在り方、また接遇の必要性・重要性について報告します。

【接遇委員会の取り組み】

　接遇委員会の活動について紹介します。昨年度行っ
た研修会の取り組みとして、職員が変則勤務でも参加
しやすいように、会場を病院と総合施設の2ヶ所で行っ
たり、医療及び介護スタッフによる接遇マニュアルの
DVD による研修を複数回実施し、また各部署に DVD
の貸し出しを行い、少人数でも研修ができるようにし
ました。DVD 研修の際には委託業者にも参加しても
らい、受付・清掃業務など4業者36名の参加でした。

その結果、前年比216% 増の参加を得ることができ
ました。
　ロールプレイング研修についても、部署別研修ではな
く、全体研修にしたことで、参加者増につながりました。
　研修会を短時間で終わらせることも、参加しやす
い要因と思われます。
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基 本 理 念 
【地域包括医療・ケアの実践と 

 地域包括ケアシステムの構築及び 

      住民のための病院づくり】 

         ― 基本方針 ― 

１．私たちは個人の人格を尊重し、やさしさと思いやりの心で接します。 

２．地域中核病院としての自覚を持ち、高度医療から救急医療、更に在宅医療まで 

  地域に信頼される全人的医療の実践をめざします。 

３．地域包括ケアシステムの構築により、保健・医療・介護・福祉サービスを提供し、 

  地域のニーズにこたえます。 
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日付 内容 場所 
Ｈ２３年度参加者比較 

Ｈ２３ 
年度 

Ｈ２２ 
年度 前年比 

9/7～ 
計７回 

接遇ﾏﾆｭｱﾙ
（医療・介護            
スタッフ） 
 DVD研修 

 ・講義室 
・ 総合施設 ３１１名 １４４名 ２１６％ 

10/6
（木） 

ロール 
プレイング 
（電話応対） 

 
 ・総合施設 
  

７８名 ６９名 １１３％ 

10/13
（木） 

ロール 
プレイング 
（ﾘﾊﾋﾞﾘ風
景） 

 
・講義室 
 

９１名 ６１名 １４９％ 

平成２３年度 接遇研修 参加者数 

平成２３年度の取り組み 
              （接遇委員会） 

①   研修会への参加者増 
   ・会場を病院と総合施設に分割 
   ・ＤＶＤによる研修を複数回（７回）実施 
   ・ＤＶＤの貸出 
② 委託業者に対する接遇研修の実施 
   ・院内委託業者への参加依頼 
    （清掃・受付等４業者３６名参加） 
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　これは参加者の研修理解度の表ですが、90% 以
上の職員が、「よく理解できた、まあまあできた」
でした。
委託業者へのアンケートでは、「こういった研修を
受けたのは初めてで、大変参考になった」「今後と
も是非参加したい」との回答があり、参加しても
らった意義があったと言えます。

　こちらがロールプレイング研修の風景です。
　リハビリスタッフが「リハビリ風景」として、患
者・ご家族様の立場となり、訓練に取り組んでいます。

また、医師の「診療風景」として、患者様に寄り
添った診療に心がけています。
それぞれに問題提起をし、参加者で討論しました。笑
いの中にも熱心な姿勢で臨んだ研修会となりました。

【アンケート調査】

　平成23年9月に、外来及び入院患者様のニーズ
に応えるための課題として、接遇がいかに大切であ
るかを明確にする為、患者様に対しアンケート調査
を行ないました。
集計結果は当院広報誌「翼」に掲載し、外部にも
公表しました。職員の接遇についての項目の1つで
ある「態度・言葉使いについて」は、外来におい
ては、316人の回答があり、「満足」、「やや満足」
が61.8%、ご意見としては、「患者の身になって配
慮してくれる、看護師がやさしい」などのお褒め
の言葉を頂きました。

リハビリ風景 
ロールプレイ研修会 

接遇研修の理解度調査 

日付 内  容 参加者 

アンケート結果（研修内容：％） 
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9/7～

計７回 

接遇ﾏﾆｭｱﾙ （医療・

介護スタッフ）   

DVD研修 

３１１名 53.8 38.5 6.9 0.8 0.0 
委託

業者

参加 

10/6

（木） 

ロールプレイング 

（電話応対） 
７８名 39.5 45.8 15.3 0.0 0.0 

10/13

（木） 

ロールプレイング 

（リハビリ風景）  
９１名 60.8 33.8 5.4 0.0 0.0 

 ■ 外来における職員の態度・言葉使いについて  

•患者の身になって適切に  

配慮してくれる 

•看護師がやさしい 

•安心して過ごせる 

•年寄りに親切 

•夜間の対応が早くて良

かった 

満足 
 ４５．３％ 外来 

やや満足 
１６．５％ 

普通 
２９．９％ 

やや不満 １．８％ 不満 ０．７％ 

    

  アンケート調査実施（平成２３年９月） 
  対象：外来患者（回答者：316人） 

患者様からみた当院の接遇 

診療風景 
ロールプレイ研修会 

医
師 

看
護
師 

患
者 

  ■ 入院における職員の態度・言葉使いについて  

満足 
 ６３．８％ 

やや満足 
１２．３％ 

普通 
２３．１％ 

不満 ０．３％ やや不満 ０．３％ 

入院 

 ・良くしてもらっている 

 ・親切で満足 

 ・リハビリに充分満足 

 ・看護師が優しい 

 ・看護師に感謝 

 ・本当にありがたい 

患者様からみた当院の接遇  

アンケート調査実施（平成２３年９月） 
対象：入院患者（回答者：79人） 
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入院では79人の方が回答して下さり、「満足」、「や
や満足」が、外来より高めの76.1% となっています。
同様に、「親切で満足、職員皆に感謝する」などの
お言葉がありました。

　これを受けて、自己の接遇を振り返る機会を持つ
為、平成24年3月には全職員を対象に接遇に対す
る意識調査を実施しました。
　回答数419人、内容については、挨拶、表情、身
だしなみ、態度、言葉づかいについて、自分ができ
ているかの自己評価、病院全体ができているかの全
体評価について回答してもらいました。その結果に
一つの問題点を見つける事ができました。「自己評
価」の平均が「全体評価」の平均よりすべての項
目で上回った結果となったのです。

【考察】

入院・外来ともに概ね、患者様より満足度の高い結
果が得られましたが、しかしながら、残念な事に少
数ではありますが、「不満だ」という回答があった
のも事実です。こういったことからすると、職員個
人が自分に対する評価は過大評価であるといえるの

ではないか、つまり、接遇は自分では出来ていると
思っていても、他者からはそれほどの評価を得られ
ていないという事、それが今回の職員の意識調査で
明らかになりました。

【おわりに】

　不満とされるご意見は、「職員全員」への意見よ
りも、「職員ひとり」の言動や身だしなみによって
起こる場合が多く、たったひとりの職員の振るまい
が、病院の善し悪しになるということを、もう一度
職員一人ひとりが、認識する必要があります。
医療事故・医療過誤などに伴う患者の不安、不信の
しわ寄せの為、価値観の変化に対応する患者サービ
スの質、また介護保険の発足以来、利用者側からす
ると、病院や介護保険施設を選ぶという観点になり、
ずっと以前から病院はサービス業の域の中にあった
事になります。すでに平成7年の厚生白書には「医
療はサービス業」と謳ってあります。
　当院の接遇委員会には接遇トレーナーが3名いま
すが、私はその1人として、今後も患者・利用者様
に対して、安心と安全、そして満足していただける
基本的接遇の在り方を問題提起していきたいと思っ
ています。私たちは、愛され、信頼され、喜んでい
ただけるような接遇を、全職員が出来るよう、モチ
ベーションを高める努力を日々実践しながら、職員
一体となって「笑顔」でがんばっていきます。「住
民のための病院づくり」が私たちの原点ですから。

お わ り に 

 １．患者から不満とされる意見は、「職員全員」への意見 

   よりも、「職員ひとり」の言動や身だしなみによって、 

   起こりうる。 

  → たったひとりの職員の振るまいが、病院の善し悪しを                   

    決めかねない。 

 ２．「医療はサービス業」 

 ３．「住民のための病院づくり」が原点 

 

考  察  
 
アンケート結果より 
 
患者に対するアンケート 
 ・入院・外来ともに概ね満足度の高い結果が得られた。 
 ・しかし、回答者の中には、不満とされた方もいる。                  
    
職員に対するアンケート 
 ・職員個人が自分に対する評価は過大評価であるとい 
  えるのではないか。 
 ・接遇は自分でできていると思っていても、他者から 
  はそれほどの評価を得られていない。 
 
 

職員の接遇に対する意識調査 
                            対象：全職員 

アンケート対象 

  自己評価 全体評価 

回
答
数 
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表
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だ
し

な
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態
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葉
づ

か
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拶 
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だ
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な
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葉
づ

か
い 

全
体 

男
性 

10～20才代 19 3.8 3.6 3.3 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 3.4 3.5 
30才代 24 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.5 3.3 3.5 3.3 3.1 
40才代 25 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.5 3.3 3.6 3.2 3.2 
50才代以上 41 4.1 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.5 
男性計 109 3.7 3.5 3.5 3.5 3.4 3.6 3.4 3.6 3.4 3.4 

女
性 

10～20才代 49 3.7 3.8 3.5 3.5 3.1 3.8 3.8 3.8 3.5 3.4 
30才代 83 3.7 3.8 3.7 3.5 3.4 3.5 3.4 3.6 3.4 3.3 
40才代 80 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 
50才代以上 98 3.9 3.7 3.8 3.5 3.4 3.3 3.2 3.4 3.2 3.2 
女性計 310 3.8 3.8 3.7 3.5 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.3 

全体計 419 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.3 

アンケート内容 ： 挨拶、表情、身だしなみ、態度、言葉づかいについて、自分ができているか(自己評価）、 

            病院全体ができているか（全体評価）についての回答する 

評 価 点 数 ： できている・・・5点  まあまあできている・・・4点   普通・・・3点 

          あまりできていない・・・2点   できていない・・・1点     （平成２４年３月実施）  
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