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栄養科 

 当院では患者様にお食事を通して季節の移り変わりを感じて頂くとともに、日々の生活

の中でお食事を楽しみのひとつにして頂きたいと思い、四季折々の行事食を実施しており

ます。今回は、栄養科で提供している春の行事食をご紹介させて頂きます。 

行事食について 

▲ 

お花見弁当 

毎月1回「お弁当」を提供しています。写

真はお花見をイメージした4月のちらし寿

司弁当です。デザートには桜餅を提供し

ました。 

ひなまつり 

お内裏様とお雛様をイメージし、卵と鶏

そぼろでご飯を包みました。こちらをメ

インに白和え、大学芋、清汁、イチゴプ

リンを組み合わせました。 



春分の日 

春をイメージした、うぐいす豆と小豆

のおはぎです。 

患者様から好評いただいています☆ 

今後も患者様に喜んで

頂ける食事作りに努め

て参ります★ 

 
栄養科 

嗜好調査 

栄養科では年４回嗜好調査を実施しています。 

４月１３日（月）に嗜好調査を実施しましたのでここに報告致します。 

 

＊対象者：１病棟～４病棟の麺禁以外の全形、一口大、ソフト対象 

＊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：９３．３％（５６名/６０名） 

 

現在、週に１度セレクトで麺類を提供していますが、病棟訪問時に患者様から献立の組み合

わせや麺の硬さについて意見を頂くことがあります。そこで今回は患者様の意見を可能な範

囲で献立に反映し、より満足して頂ける食事作りを目的に嗜好調査を行いました。 



問１ 

麺の日の料理の組み合わせはいかがですか 

問２ 

麺の硬さはいかがですか（全形・一口大対象） 

問３ 

麺料理で出して欲しい料理はありますか 

うどん      ６人 

そば       ６人 

ラーメン（醤油味）３人 

焼きそば     ２人 

オイル系パスタ  １人 

クリーム系パスタ １人 

塩系パスタ    １人 

たらこスパゲティ １人 

野菜ラーメン   １人 

塩ラーメン    １人 

問４ 

野菜料理で好きなものはありますか 

サラダ（ドレッシング和え） １０人 

煮物            ５人 

酢の物           ４人 

豚肉の野菜炒め       ３人 

胡麻和え          １人 

レンコン浸し        １人 

しらすサラダ        １人 

野菜あんかけ        １人 

野菜の天ぷら        １人 

リンゴサラダ        １人 



 

 

問１ 麺の日の料理の組み合わせはいかがですか 

料理の組み合わせについて、７２％の方から「良い」、「まあまあ良い」との回答を頂きました。「普通」

と回答して頂いた方を加えると、全体の９割以上は現在の組み合わせに満足していると分かりました。一

方、４％の方より「あまり良くない」との回答を頂き、品数・全体量が少ないとの意見がありました。  

野菜料理を追加する等の品数の検討・全体量の見直しや、麺料理の種類を含めた献立の改良に努めていきま

す。 

問２ 麺の硬さはいかがですか（全形・一口大対象） 

麺の硬さについて、７９％の方から「丁度良い」との回答を頂き、１１％の方から「やわらかい」、６％の

方から「とてもやわらかい」との回答を頂きました。安全に考慮し、通常よりやわらかめに茹でて提供を

行っている為、全形・一口大を召し上がっている患者様には物足りなく感じたのではないかと考えました。

今後の対策として、言語聴覚士と相談し安全な範囲内で茹で時間の見直しを行い、改善に努めていきます。    

4%の方からは「硬い」との回答を頂き、個別で形態の見直しを行い対応していきます。  

問３ 麺料理で出して欲しい料理はありますか 

麺の好きな料理を伺いました。うどん・そばは好評な意見を頂き、具材でネギが入っていると一味変わるの

で入れて欲しいとの意見も頂きました。その他で、ラーメン、焼きそばの意見やスパゲティの味の種類も多

く意見を頂くことができました。現在スパゲティはミートスパゲティのみの為、新しく種類を検討していき

たいです。スパゲティは麺がくっついた状態だと具材と絡みにくく食べにくいとの意見を頂きました。提供

までに時間が経過し麺がくっつきやすい為、具材に少しとろみを付け、麺と具材が絡みやすくなるよう改善

を行いました。スパゲティは、麺と具材の絡み具合も考慮しながら検討していきます。 

 問４ 野菜料理で好きなものはありますか 

麺の日の副菜に野菜料理の追加を検討しており、患者様の好きな野菜料理について伺いました。普段提供し

ているサラダや煮物、酢の物という意見も頂きその他にも「豚肉の野菜炒め」、「野菜あんかけ」や「野菜

の天ぷら」といった意見が挙げられました。 サラダや煮物といった定番の料理を提供していく中で、新たな

野菜料理についても検討し、取り入れていきたいです。特に、野菜の歯ごたえを感じられる料理が食べたい

との意見を多く頂いた為、安全面を考量し可能な範囲で対応していきたいです。 麺の日の副菜について、治

療食との兼ね合いを考慮し、可能な範囲で増やしていくよう努めていきます。  

 

 

【考察】 



新入職員から一言 

学校を卒業して４月１日に入職した新入職員です。 

意気込みを語っていただきました。 

岩井 志穂（看護師 ２病棟） 

２病棟で勤務することになりました。先輩方のご指導や患者様の笑顔に励まされながら日々

学ばせて頂いています。技術など１つ１つ身に付けられるよう努力していきます。よろしく

お願い致します。 

板橋 美樹（看護師 ３病棟） 

入職して１ヶ月が経ちました。病院の環境には少しずつ慣れてきましたが、覚えることも多

く、日々学ばせて頂いています。どんな時も笑顔を忘れず、患者様やご家族にとって安心で

きる看護師になれるよう日々向上していきたいと思います。よろしくお願いします。 

平原 尚子（准看護師 ３病棟） 

入職して１ヶ月が経ちました。分からないことは、すぐに教えて下さる先輩方の温かいご指

導のもと、日々大変多くのことを学ばせていただいて居ります。今はまだ、患者様のお名前

を覚えるので精一杯の毎日ですが、１日も早く仕事を覚えられたらと思って居ります。 

三浦 圭統（看護師 ４病棟） 

この度４病棟への配属となり、縁あって皆様と一緒に働かせていただくこととなりました。

仕事に慣れないこともあり、皆様にいろいろご指導頂くこともあろうと思いますが、お役に

立てるよう真摯に努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

川島 愛美（准看護学生 ４病棟） 

准看護学生として４病棟で勤務することになりました。何もかもが一からで毎日が慣れない

ことばかりですが、一日でも早く一つでも多くの仕事を覚え、勉強と仕事を両立させ、まず

は目標の准看護師の資格を取得できるよう自己修養を続けていく覚悟です。よろしくお願い

します。 

吉田 光（看護師 ５病棟） 

４月に入職し、５病棟で勤務することになりました。まだまだわからないこと、覚えること

が多い中、先輩からの指導のもとで楽しく過ごさせていただいています。「人をみる」とい

う気持ちを忘れないよう、今日出来なかったことを明日できるように日々努力していきたい

です。よろしくお願いいたします。 

坂本 航治郎（理学療法士 リハビリテーション科） 

４月１日より理学療法士として当院のリハビリテーション科に配属となりました。まだ分か

らない事も多く、ご迷惑をおかけする事もあると思いますが、少しずつでも成長していける

よう努力いたしますので、どうぞよろしくお願いします。 



和田 涼（作業療法士 リハビリテーション科） 

入職して１ヶ月が経ちました。日々知識や技術の乏しさを痛感しています。まだまだ業務

等、戸惑うことの多い毎日ですが、すこしずつでも学びを増やし、患者様に安全にリハビリ

を提供できるよう努力していきます。ご迷惑をおかけすることも多いと思いますがよろしく

お願いいたします。 

島田 宏生（言語聴覚士 リハビリテーション科） 

入職して１ヶ月が過ぎましたが、まだまだ不安と緊張の毎日です。しかし先輩方から親切、

丁寧にご指導頂いているので、日々教えて頂いた事を吸収して少しずつ自信を付けていきた

いと考えています。常に患者様の事を第一に考えて一生懸命努力したいと思います。よろし

くお願い致します。 

米山 実緒（言語聴覚士 リハビリテーション科） 

４月に入職しました。今はまだ覚えることも多く、不安や緊張で一杯です。しかし、先輩方

のご指導や患者様の笑顔に励まされながら、毎日充実した日々を過ごしています。少しでも

多くのことを学び身に付け、患者様やご家族の方に信頼して頂けるようなリハビリテーショ

ンを提供できたらと思います。よろしくお願い致します。 

鵜飼 桃花（調理師 栄養科） 

入職して数日、慣れないことばかりで不安もあり、緊張もしますが早く仕事を覚え１つ１つ

着実に成長していきたいと思います。宜しくお願いします。 

北田 美穂（調理師 栄養科） 

入職してから１ヶ月が経ちました。分からないこともたくさんあり不安と緊張でいっぱいで

す。早く仕事を覚えられるように一生懸命頑張りたいと思います。 

吉田 早希（精神保健福祉士 医療福祉科） 

４月１日より入職いたしました。先輩方の丁寧なご指導のもと、日々学ばせて頂いておりま

す。今はまだ職場に慣れることで精一杯ですが、少しでも早く成長し、様々な部署の皆様、

患者様やご家族様、地域の皆様のお力になれるよう尽力してまいります。ご迷惑をおかけす

ることも多いと思いますが、よろしくお願いいたします。 

小堀 真衣（事務 医事課） 

入職してから１ヶ月が経とうとしています。不安や緊張はまだ沢山ありますが、日々充実し

ています。今はまだご迷惑をかけてばかりですが、少しでも早く一人前になって来院される

すべての方に安心していただけるような事務員になりたいです。ご指導よろしくお願い致し

ます。 

宮﨑 尚紀（事務 医事課） 

入職から早、１ヶ月が経ち、覚えることが沢山あって頭の整理が追い付かない事もあります

が、１日でも早く一人前になれるよう日々奮闘しております。先輩方の教えを吸収し、患者

様やスタッフと信頼関係を築いてより良い治療環境にしていきたいと思います。何卒、ご指

導の程宜しくお願い致します。 



運行ルート 東所沢病院 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 所沢駅 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 東所沢病院 

停車場所 東所沢病院 東所沢駅 所沢駅 東所沢駅 東所沢病院 

発車時間  

13：30 発 13：40 発 14：00 発 14：20 発  
 

14：30 発 14：40 発 15：00 発 15：20 発  
 

15：30 発 15：40 発 16：00 発 16：20 発  
 

16：30 発 16：40 発 17：00 発 17：20 発  
 

送迎車輛を運行しています  

 

病院から東所沢駅・所沢駅まで送迎車輛を運行しています。（無料） 

予約は必要ありませんので、外来受診時、お見舞い時にご利用下さい。 

 

■運行経路と発車時間■ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日から金曜日運行します（祝祭日年末年始を除く） 

車輛発着場所等、詳細は病院ホームページ、受付等でご確認下さい 

 

病院からのお知らせ 

自動体外式除細動器（AED）を設置しています  

 

AEDとは突然死の原因とされる心室細動（心臓がブルブルと細かく震え

る）を起こした人に、一時的に電気ショックを与えて心臓の動きを取り

戻す機器です。AEDは、音声が案内してくれるため、操作は誰でも出来

ます。AEDを患者に装着すると、AEDによる電気ショックが必要ない患

者に対しては作動しません。そのため、医学的知識のない方でも安心し

て使用できます。 

 

お見舞いメール・お祝いメールサービス  

 

入院されている患者様宛に、インターネットを通じてお見舞いメール、

お祝いメールを送ることができるサービスです。お送りいただいたメッ

セージは印刷し、患者様のお手元にお届けします。遠方に住んでいる、

時間の都合がつかない・・・など、お見舞いに行きたくても行けない方

はぜひご利用下さい。 

■お見舞いメール・お祝いメールのご利用は無料です。 

■当院のホームページよりご利用下さい。 

 



外 来 診 療 担 当 医 

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 田中 田中 田村 馬島 山本 山本 
高崎 
深澤 

高崎 
深澤 林 林 馬島 

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 

社 会 福 祉 相 談 室 の ご 案 内 

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。 

相談時間 

○平日：９：００～１７：００（１２：３０～１３：３０を除く） 

○土曜：９：００～１２：３０ 

東所沢病院の理念・基本方針・患者様の権利・職員倫理 

理 念 

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践 

基 本 方 針 

●患者様の権利を尊重し、笑顔と対話による医療・看護

を実践する 

●自立に向けたリハビリテーションを展開できるよう支

援する 

●療養環境を整備し、安全を確保する 

●退院後に安心して地域で暮らせるように、福祉との連

携をとる 

●自ら学び医療人として節度を持ち、全員で働きやすい

職場環境を作る 

 

患 者 様 の 権 利 

●平等かつ公平に医療を受ける権利 

●個人として尊重される権利 

●十分な説明と情報提供を受ける権利 

●自分、または代理人による意思で選択・決定する権利 

●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） 

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。 

■発行■ 東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院） 

     〒３５９－００１３埼玉県所沢市城４３５－１ 

     TEL（０４）２９４４－２３９０ FAX（０４）２９４４－５２３６ 

     http://www.h-tokoro.jp/ 

■編集■ 広報委員会 


