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 当院認知症病棟においては、季節の行事も行っており、５月は毎年恒例となっている【いちご

狩り】を行いました。５月中旬に病院と隣接しているいちご園さんにおじゃまさせて頂き、ご家

族と楽しいひとときを過ごして頂きました。皆さん、いちごを夢中になって摘んでは美味しそう

に食べていらっしゃいました。  

リハビリテーション科 
東所沢病院 認知症病棟での取り組み 

▲ 

 夏になりましたら、七夕会、納涼会、盆踊り、秋には秋祭り、敬老会など季節の移り変わりを感じてい

ただけるような催しをご家族にも協力して頂きながら、患者様に楽しんでいただくために職員一同取り組

んでおります。 



◆集団活動◆ 

午前、午後と１回ずつ活動１回につき４５分間程度

の活動を行っております。活動内容は、体操、ゲー

ム活動、歌唱等を行っていただき、身体機能の維持

と精神面の安定化へと繋げていくことで生活リズム

を整えていけるよう援助させて頂いております。入

院患者様のご家族にも見学を行っていただいており

ます。 

◆小集団活動◆ 

趣味活動や得意な活動を行っていただいております。書道や季節の飾り物作り、調理活動や園芸等を行って

いただいております。５月は、野菜の苗（ナス、トマト、ピーマン）を植えました。水やりも患者様と行っ

ており、夏～秋の収穫時期まで日々野菜の成長を楽しみながら行っております。 



◆音楽療法◆ 

毎週火曜日の午後から「音楽の集い」ということで、音楽療法士の先生に来院していただき、ピアノ伴奏

に合わせながら民謡や歌謡曲などを歌っていただいております。患者様にとっては懐かしの名曲を楽しむ

時間となっており、音楽の集いを楽しみにしておられる方も多くいらっしゃいます。 

○終わりに… 

入院生活の中で、年間を通し、病棟スタッフが企画した行事へ参加していただき、季節感を感じながら穏

やかに過ごして頂いております。また、日々の作業活動や趣味活動を通して、患者様自身が有能感や達成

感が実感でき「まだ自分に出来ることはたくさんあるぞ！」と自信を持っていただき、次の段階として

「こんなこともできるのではないか」と新たに挑戦してみようとする活動への意欲を高めることにも繋

がっていきます。患者様の生き生きとした姿にも感化され、職員一同、患者様とご家族様のニーズにお応

えできるよう今後も務めてまいりたいと思います。 



実施日：平成２８年３月１１日（金）～１５日（火） 

対象者：１病棟～４病棟の全形、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：７９．３％（４６名/５８名） 

嗜好調査結果報告 

（問１）主食（ご飯・粥・パン）の温度はいかがですか 
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（問２）主食（ご飯・粥・パン）の量はいかがですか 
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（問３）副食（おかず）の味付けはいかがですか 
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（問４）副食（おかず）の見た目はいかがですか 
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（問５）野菜料理で出して欲しいものはありますか 

ホーレン草のお浸し １名 

野菜炒め ２名 

醤油の効いたお浸し １名 

チンジャオロース １名 

ピーマンの肉詰め（甘いタレ） １名 

酢豚 １名 

さつま芋の天ぷら １名 

レタスのサラダ １名 

ツナサラダ １名 

 

キャベツ料理１名 

レンコンの煮物 １名 

とろろご飯 １名 

コロッケ １名 

揚げ物 １名 

煮物（大根、人参、じゃが芋、ごぼう） ３名 

酢の物 ３名 

きんぴら １名 

エッグサラダ（きゅうり入り） １名 



【考察】 

問１ 主食（ご飯・粥・パン）の温度はいかがですか 

主食（ご飯・粥・パン）の温度について９４％の方から「丁度良い」「まあまあ良い」との意見を頂き、概ね

満足して頂いていることが分かりました。残り６％の「あまり良くない」の意見の中にはもう少し温かい状態

で提供して欲しいとの意見が多くみられました。 

現在の対応としては主食は一番最後に盛り付けを行い、なるべく温かい状態での提供を心掛けています。しか

し日によりフタを閉める時間が少し遅れる場合もあるため、温度管理の徹底と声掛けを行っていきます。 

問２ 主食（ご飯・粥・パン）の量はいかがですか 

主食（ご飯・粥・パン）の量について７８％の方から「丁度良い」「まあまあ良い」との意見を頂きました。

また２２％の方から「あまり良くない」「良くない」の意見には、多い少ないの両方の意見がみられました。

個々の疾患と喫食量を考慮し、主治医と相談し可能な範囲で対応していきます。  

問３ 副食（おかず）の味付けはいかがですか 

副食（おかず）の味付けについて９１％の方から「丁度良い」「まあまあ良い」との意見を頂き、概ね満足し

て頂いていることが分かりました。残り９％の「あまり良くない」と答えた方の中には日によって味付けの濃

さにムラがあるとの意見を頂きました。作り手によって味にバラつきのないよう味の統一化について指導を

行っていきます。 

 問４ 副食（おかず）の見た目はいかがですか 

副食（おかず）の見た目については概ね満足していることがわかりました。今後とも味と見た目の両方で美味

しさを感じて頂ける食事作りを心掛けていきます。 

 問５ 野菜料理で出して欲しいものはありますか 

野菜料理で出して欲しいものについて多くの意見を伺うことができました。全員に使用できる野菜が限られて

おり、同様な見た目になりがちな為、今回の意見を参考に献立の見直しを行い、味付けや調理法の工夫で飽き

のこないメニュー提案を行っていきます。 



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。 

大澤 純子（准看護師 １病棟） 

学校で学んだことを実践で生かすことができて毎日とても充実しています。今後、さらに志

高く色々な経験を重ねながら看護を学んでまいります。どうぞよろしくお願いします。 

奥村 彩音（看護師 ２病棟） 

２病棟で看護師として勤務させていただくことになりました。初めてのことばかりで毎日不

安と緊張でいっぱいですが、先輩方に助けられ、日々学ばせていただいています。先輩方に

はたくさんご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、精一杯がんばりますので、よろし

くお願いします。 

畠山 友李（看護師 ２病棟） 

この度２病棟へ配属となり、先輩方の温かいご指導のもと、日々多くのことを学ばせて頂い

ております。少しでも早く成長し、患者様やご家族のお力になれるよう誠心誠意尽力して参

りますのでどうぞよろしくお願いします。 

飯沼 千佳（看護師 ３病棟） 

３病棟で勤務することになりました。少しずつ病棟の環境に慣れてきましたが、まだ覚える

ことも多く、不安と緊張でいっぱいです。一日でも早く多くの仕事を覚えて、笑顔を忘れず

明るく接することができる看護師になれるよう努力していきます。よろしくお願いします。 

早川 唯（看護師 ３病棟） 

４月より３病棟に配属され、１か月が経ちました。不安なこともありますが、日々先輩方の

丁寧なご指導のもと、たくさんのことを学ばせて頂いています。患者様やご家族に信頼され

る看護師になれるよう精進いたします。よろしくお願いします。 

藤田 勇真（准看護学生 ３病棟） 

４月から准看護学生として３病棟で勤務することになりました。何もかもが初めてのことば

かりで知識不足を痛感する毎日ですが先輩方の良い所をたくさん吸収し、１日でも早く准看

護師資格を取得できるよう精一杯努力していきたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

木野 実乃里（看護師 ４病棟） 

入職して１ヵ月が経ちますが、まだまだ不安と緊張でいっぱいです。先輩方の患者様への関

わりや看護技術から、日々学び患者様やご家族の方から信頼される看護師になれるよう努力

していきます。よろしくお願いします。 



田中 雄太（理学療法士 リハビリテーション科） 

入職して１ヶ月が過ぎようとしていますが、覚えることが多く、まだまだ業務に慣れていく

だけで精一杯の状況です。しかし、一刻も早く患者様のためによりよい治療が出来るよう、

努力を重ねていきたいと思います。 

早瀬 周平（理学聴覚士 リハビリテーション科） 

４月２日よりこちらで働かせていただき、学ぶことが多く充実しており、あっという間に

１ヵ月が経ちました。新しい環境で右も左もわかりませんでしたが、先輩方に丁寧に教えて

いただき、自分のペースで仕事ができています。１日でも早く患者様や先輩方の役に立てる

よう努力していきますのでよろしくお願いします。 

水村 裕子（作業療法士 リハビリテーション科） 

入職してもうすぐ１ヵ月になります。まだ緊張や不安もありますが先輩方からご指導を頂き

ながら毎日患者様に介入させて頂いています。技術も知識もまだまだですが早く患者様の役

に立てるように努力していきますのでよろしくお願い致します。 

笠井 彩香（調理師 栄養科） 

慣れない事が多く、不安や緊張でいっぱいです。少しでも早く仕事を覚えられるよう一生懸

命努力したいと思います。宜しくお願い致します。 

矢野 和紀（事務 総務課） 

４月１日より配属となりました。毎日新しいことを勉強する日々で、大変な時もありますが

充実しています。まだまだご迷惑をかけてばかりですが、少しでも早く仕事を覚えていきた

いと思います。ご指導よろしくお願い致します。 

板橋 あゆみ（事務 総務課） 

総務課に配属になりました。まだまだご迷惑をおかけすることばかりですが、早く皆様のお

力になれるよう日々頑張っていきたいと思います。ご指導のほどよろしくお願いいたしま

す。 

岡田 萌（事務 医事課） 

社会人になり、早くも１ヵ月が経とうとしています。配属が医事課に決まりこれからが本番

だと思っております。慌ててしまうとすぐに悪い所が出てしまうので焦らずに１つ１つ覚え

て参ります。ご迷惑をおかけしてしまうことも多々あると思いますがよろしくお願い致しま

す。 



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 田村 山野辺 
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） 
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