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吹く風に、 ゆく夏の気配を感じる頃となりました。
栄養科では 「安全で美味しく食べられる食事提供」 を理念に⽇々の食事作りに励んでおります。 患者様に
⽇々のお食事を通して、⾏事や季節の移り変わりを感じて頂きたいと思い、四季折々の⾏事食を提供してお
ります。
今回は栄養科で提供している夏の⾏事食をご紹介させて頂きます。

特集 栄養科の食事サービス

涼しさを感じる冷やしソーメンをメインに天ぷ
らの盛り合わせ、 デザートにはくずまんじゅ
うを提供しました。

うな丼は患者様に大変人気のメニューです♪

当院では毎⽉１⽇にお弁当献⽴を提供しています。普段の食器ではなくお弁当箱に入れる事
で、 目先が変わり、 少しでもお食事を楽しんで頂けるよう取り組んでおります。
６月 「ゆかりご飯弁当」 ７月 「たらこご飯弁当」

８月 「太巻き寿司弁当」

毎回⾏事食にはこのような季
節を感じる手作りのカードを
添えて提供しています♪

H 2 2 , 7, 2 6  東所沢病院 栄養 科

行事食のご紹介

〜安全で美味しい食事を目指して〜

栄養科 星野 千紘
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特集 栄養科の食事サービス 栄養科 星野 千紘

口から食べられるということは、 一つの楽しみです。 当院ではミキサー食の方にも食べやすく、 ⾒た⽬に
も美味しく召し上がって頂けるように、出来る限り形成したお食事を提供しております。今後も患者様に喜
んで頂けるよう、 病棟スタッフ、 厨房スタッフと協働して取り組んで参ります。

鶏のおろしがけ 魚の野菜あんかけ

お弁当

これからも患者様一人一人に
心をこめて安全で美味しい食
事提供を努めて参ります☆

ペースト状のお食事の方にも、
おかずをお弁当箱に入れて提供
しています。 この日は鮭、 卵
豆腐、 ほうれん草のお浸し、
水羊羹を盛りつけました♪

ペーストのお食事

〜安全で美味しい食事を⽬指して〜



今回は一般食・心臓高血圧食喫食者 （全形・一口大） を対象に、 ⽇頃の食事についてアンケートを⾏いました。 より具体的な回答を得る為に、
実施⽇当⽇の昼食内容について聞き取りを⾏いました。

食事に出して欲しいメニューでは、 毎回人気の高い 「お寿司」 の他に、 卵焼きやサンドイッチ、 ポテトサラダなど、 ⽇頃から提供している
食事の回答を頂きました。 ラーメン、 つけめんなどの麺類は毎回、 回答を頂く人気メニューである為、今後のメニュー作りに反映していきた
いと思います。

食事を⾒て食欲が湧いたかについては、 「湧く」 「やや湧く」 との回答を合わせて７９％の方から頂きました。 ２１％の方から 「あまり湧
かない」 との回答を頂いた為、 食事の彩りや盛りつけ方を意識し、 ⾒た⽬も 「美味しい」 と感じて頂けるよう、 食事の工夫に努めて参りま
す。

味付けについては 「丁度良い」 「まあまあ良い」 との回答を合わせて８０％の方から頂きました。入院当初は味の濃い物を好む患者様でも、
塩分制限の食事に少しずつ慣れてきたのではないかと考えられます。 しかし２０％の方から 「やや薄い」 との回答を頂いた為、薄味でも美味
しく召し上がって頂けるよう、 食事提供に努めて参ります。

食事の温度については、「丁度良い」「まあまあ良い」との回答を合わせて８７％の方から頂きました。１３％の方から「あまりよくない」
との回答を頂いた為、 「温かいお食事は温かく、 冷たいお食事は冷たく」 食事提供できるよう温度管理に注意していきます。

食事の量については、 「多い」 と答えた方が２７％おり、 そのうち半数の方から主食の量が多いとの回答を頂きました。 個々の疾患によっ
て食事量は異なる為、 セレクトメニューの聞き取りの際や病棟訪問時などに、 喫食状況を確認していきます。 また、 主治医の指示で決めら
れた範囲の中で、 満足して頂けるよう努めて参ります。
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病院からのお知らせ

【嗜好調査結果報告】
平成２２年６⽉２２⽇（火）に、一般食と心臓高血圧食を召し上がっている患者様を対象に調査を⾏いました。
その結果を下記の通り報告致します。
 実施⽇  ：平成２２年６⽉２２⽇ （火）
 対象者  ：一般食・心臓高血圧食喫食者 （全形・一口大）
 調査方法 ：管理栄養⼠による直接聞き取り調査
 有効回答率：88.9％ （１６名/１８名）
　

問１ 食事の量は丁度良いですか。 問２ 食事の温度(温かい・冷たい)は
   丁度良いですか

問３ 食事の味付けはいかがですか

問４ 食事を⾒て食欲は湧きましたか

問２

問４

【考察】

問５ 食事に出して欲しいメニューはあります
か

寿司、卵焼き、ラーメン、つけめん、チャーハン、果物、天丼、
ねぎとろ丼、肉じゃが、ポテトサラダ、酢の物、かつおのたたき、
あずきサンド、うぐいす豆のサンド、冷奴などのさっぱりしたもの

問５

本日の昼食 （６月２２日） についてお伺いします。
（献⽴内容） 米飯・さばの⻯⽥揚げ・冷奴・漬物・味噌汁

問３

問１



七夕会を開催しました
 ７⽉９⽇に七⼣会を⾏いました。
「フラココナッツ」 と 「ホ ・ アロ
ハ」 の方々に慰問に来ていただき、
歌とウクレレの生演奏に合わせたフラ
ダンスを披露していただきました。 患
者様もスタッフも、 首にハワイアンの
レイをかけて観賞し、 南国のムードが
漂っている感じでした。 以前に慰問に
来て頂いたときに、 「次回は患者様も
一緒に踊ってみませんか」 との提案を
いただき、 今回是非にとお願いしたと
ころ簡単にできる振付を教えて頂き、
曲に合わせてフラダンスを体験しまし
た。 はじめは敬遠していた患者様も、
慰問の方やスタッフに誘導されてス
テージで楽しそうに踊る姿や、 ⾞いす
に座ったまま笑顔で躍る患者様の姿が
⾒られ、 楽しいひとときが過ごせたと
思います。 短冊に書かれたそれぞれの
願い事も叶うといいですね。
（寄稿 ： ５病棟 齋藤和枝）
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病院からのお知らせ

平成22年度地域講演会開

催

  「ストレス」 について
５⽉１５⽇午後２時より外来ロビーにて
上記演題の地域講演会を開催した。
５０分の内容としてストレスとは(スト
レス定義)、 身体はどうなるの、 リラ
クセーションの方法の３つを柱として、
リラクセーションの方法では参加頂いた
皆様に実際に体験をして頂いた。
入院中の患者様、 ご家族様、 近隣住⺠
の皆様、 多くのご参加を頂き、 講演後
のアンケートでは解りやすかったという
⾔葉を頂き感謝しております。
（寄稿 ： 産業カウンセラー 
        放射線科 地主明弘）

『花と若葉のコンサート』 を

開催して
平成 22年6 ⽉12⽇土曜⽇、 晴天。

天候にも恵まれ、 第１回音楽祭 『花と
若葉のコンサート』 を⾏った。 患者様
とご家族の参加総数１４８名、 東所沢
病院のスタッフが一丸となって、 患者
様とご家族が音楽を通して一緒に過ごす
ヒトトキを目指し、 コンサートに取り
組んだ。

演目は二つ、 一つはボランティア様
によるフルート演奏。 縁あってプロの
方をボランティアとして参加して頂け
た。 もう一つは東所沢病院音楽部。
様々な職種で構成された１３名がベー
ス ・ ドラム ・ギター ・ チェロ ・ピッ
コロなどを演奏。 患者様には普段体感
しない、 楽器や大きな音にどんな反応
をするか不安でしたが、 リズムに合わ
せ体を揺らしたり、 手をたたいたり、
思い思いの姿で楽しんでいただけたよう
だ。 ご家族とも、 「この曲知ってる
ね」 など会話が聞こえ、 一緒に歌う姿
も⾒られた。

今回 『花と若葉のコンサート』 を企
画段階から参加して、 病院⾏事の大変
さが身にしみた。 それでもそれ以上
に、 患者様やご家族からの笑顔を⾒た
りや声を聞くとやってよかったと思え
る。 患者様に喜んでもらえるように、

５月の誕生会を行いました

　５⽉末にその⽉の誕生⽇の方の誕生
会が⾏われました。 １５時に患者様、
スタッフ共、 ロビーに集まり、 司会の
進⾏で始まりました。 今回は趣向を凝
らし、 担当スタッフが仮装をして⾏う
ことになりました。 患者様の反応が少
し心配だったのですが、 かなりウケが
良く、 爆笑しておられたのを⾒てホッ
としました。 着ぐるみはかなり暑く、
スタッフは汗だくになりながらも誕生会
は滞りなく進⾏されていきました。 お
やつを食べ、 スタッフからのメッセー
ジカードを読み上げ、 最後にご家族に
用意していただいた手紙を読んでいただ
きました。 誕生者の患者様もとても喜
んでおられ、 穏やかな雰囲気のまま誕
生会は終了しました。 毎⽉⾏っている

誕生会ですが、 これからも患者様やご
家族の方に楽しんでいただける様、 ス
タッフ一同、 協⼒していきたいと思っ
ています。
（寄稿 ： ４病棟 隈川和也）

これからも頑張りたい。
（寄稿 ： レクリエーション委員会 
           原田愉晴）
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新入職員紹介

　平成２２年４⽉に⼊職した新⼊職員をご紹介します。
 （スペースの都合上数回に分けて連載いたします）

３病棟 看護師 湯地 理央
働き出して３カ⽉程経ちましたがいつも先輩方の指導や患者様から学ばせてもらうことがたくさんありま

す。 初志貫徹を忘れずこれからも頑張っていきたいと思います。

リハビリテーション科 作業療法⼠ 倉持 由紀⼦
⼊職して早くも４ヶ⽉が過ぎました。 患者様に触れることで⽇々新しい発⾒があり、 １⽇が過ぎるのを

とても早く感じています。 まだまだ分からないことが多く、 先輩方をはじめ、職員の方々にはご迷惑をお
かけしていると思いますが、 新⼊職員であると共に新社会人であるという自覚を持ち、 責任ある⾏動を
とっていきたいと思っています。 この先、 悩み、 ⽴ち⽌まることもあると思いますが、 自分に限界を作
らず、 成⻑していけたらと思いますのでよろしくお願いします。

リハビリテーション科 作業療法⼠ ⼭﨑 直哉
３病棟で勤務させて頂いております作業療法⼠の⼭﨑と申します。 ⼊職して４カ⽉が経ち、 患者様接す

る中で⽇々至らない点を痛感しています。 しかし、 患者様はじめご家族とお話をさせて頂くことで、気づ
くことが多く、 ⽇々勉強させていただいております。 今後は、患者様の⽴場に⽴った丁寧な関わりを⼼掛
け、 リハビリを⾏っていきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

栄養科 調理師 氷⾒ 直希
４⽉に⼊職して、 早３ヶ⽉が経ち、 少しずつではありますが、 職場環境にも慣れてきました。 ⽇々多

くの事を学べ、 充実しています。 自分が携わった料理を患者様に提供し、 「美味しかった」 と言われる
と、 当院でこの仕事が出来た事に喜びを感じます。 まだまだ、分からない事ばかりで失敗は多いですが、
少しでも患者様に喜ばれる様、 これからも頑張っていきますので、 ご指導の程よろしくお願いします。

３病棟 看護師 藤本 綾代
看護師という仕事について、 早４ヶ⽉が経ちました。 現在は、 看護業務にも少しずつ慣れ、 ようやく

看護師になったんだと実感し始めて来ました。 看護師という仕事は、 人を相手に仕事をするため１人１人
の患者様との信頼関係を深め、 より一層患者様から信頼され、 患者様に近い存在でいたいと思います。
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理念
⾼齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○笑顔と対話医療の実践
○患者様の権利を尊重した医療・看護の充実
○⾃⽴⽀援を考えるリハビリテーションの充実
○療養環境の整備と安全を確保
○医療・福祉の地域連携推進
○職場環境の整備と職員の知識・技術・人間性の向上

職員倫理
１私たちは、人間愛の精神を基本とし、医療者として常に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、すべての医療⾏為において、患者様の権利を尊重し、互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、法に従い、社会秩序の保持に努めます。

患者様の権利
①平等かつ公平に医療を受ける権利
 疾病の種類、社会的⽴場に関わらず、すべての人は医療を平等かつ公平に受ける権利があります。
②個人として尊重される権利
 認知症を含む精神障害者や⾼齢者の人権・価値観は尊重され、人として尊厳をもって接遇されるとともに、⾃らの意⾒を述べる権利があり
ます。
③⼗分な説明と情報提供を受ける権利
 療養病院における病気、検査、治療、危険性、他の治療⽅法や⾒通しなどについて、理解しやすい⾔葉や⽅法で、⼗分な説明と情報の
提供を受ける権利があります。また、医療費や公的⽀援制度などについての説明を受ける権利もあります。
④⾃分、 または代理人による意思で選択・決定する権利
 患者様が受ける検査や治療⽅法などについて、説明を受けた上で、⾃分、または代理人の意思で選び決定する権利があり、一⽅で希望し
ない医療を拒否したり、医療機関を選択したりする権利があります。そのため、カルテを含む診療情報の開⽰や診断⽅法等について、主治
医以外の医師の意⾒を求めることができます。
⑤⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利 （プライバシー保護）
 ⾃⾝の⾝体や病気をはじめとするすべての個人情報及びプライバシーを守られる権利があります。

患者様、 代理⼈へのお願い
①正確な情報を提供するとともに、 疾病や医療を⼗分理解されることのお願い
 医師をはじめとする医療提供者に⾃らの⼼⾝あるいは⽣活について必要な情報をできるだけ正確に知らせるとともに、納得できるまで質問す
るなどして⾃らの疾病や医療について⼗分理解される努⼒をお願いします。
②療養医療に取り組むお願い
 療養医療における検査や治療について、納得し合意した⽅針には意欲を持って取り組まれる努⼒をお願いします。
③快適な療養医療環境づくりに協⼒されることのお願い
 すべての患者様が快適な環境で療養医療が受けられるよう、病院内での規則を守る努⼒をお願いします。また、社会的なルールを尊重し、
他の患者様のプライバシーなどの権利に配慮することや医療費を適性にお⽀払いいただくことも要求されます。

東所沢病院
理念・基本⽅針・患者様の権利・患者様、代理人へのお願い



平　日：９：００～１２：００　１４：００～１７：００
　　　　　
　　　　（診察開始時間９：１５～）
土曜日：９：００～１２：００
　　　　
　　　　（診察開始時間９：１５～）
日・祝・祭日は休診です

東所沢病院広報誌　けやき　第２３号　平成２２年（２０１０年）８月発行

外　来　診　療　担　当　医

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。

入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。 患者様やご家族が安心して療養に専念していただける

ように、 専門的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是非ご利用ください。

ご相談は無料です、内容は秘密をお守りします。あらかじめご予約の上、お気軽にお越しください。電話でのご相談も承ります。

た　と　え　ば

○医療費の心配

○ご家族の生活の不安

○医療 ・福祉 ・年金･保険制度について

○今後の療養について(転院、 ホーム入所、 退院等の相談)

○在宅福祉サービス、 介護用品の紹介

○介護保険について

○その他、 誰に相談してよいか分からずに困っていること

相　談　時　間

○平日 ： 9 ： 00 ～ 17 ： 00(12 ： 30 ～ 13 ： 30 を除く)

○土曜 ： 9 ： 00～ 12 ： 30

社会福祉相談室のご案内

診 療 科 目
月 火 水 木 金 土

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前

内　 　 　 科 山口 馬島 山口 牧野 山本 山本
高崎
金高

高崎
金高

林 林 馬島

認定
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