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CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート 2012201220122012 年あいさつ文年あいさつ文年あいさつ文年あいさつ文    2012/02/162012/02/162012/02/162012/02/16    

さくら会シックス・メッソドさくら会シックス・メッソドさくら会シックス・メッソドさくら会シックス・メッソド    

森田森田森田森田    孝文孝文孝文孝文    

    

このたびこのたびこのたびこのたび 2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度のさくら会年度のさくら会年度のさくら会年度のさくら会 CSCSCSCS マネジメント委員会の活動マネジメント委員会の活動マネジメント委員会の活動マネジメント委員会の活動

をまとめました。編纂に携わった職員にはその労をねぎらいたいと思います。をまとめました。編纂に携わった職員にはその労をねぎらいたいと思います。をまとめました。編纂に携わった職員にはその労をねぎらいたいと思います。をまとめました。編纂に携わった職員にはその労をねぎらいたいと思います。

また全職員には長年のまた全職員には長年のまた全職員には長年のまた全職員には長年の CSCSCSCS 活動についても賞賛のことばを送ります。活動についても賞賛のことばを送ります。活動についても賞賛のことばを送ります。活動についても賞賛のことばを送ります。    

    2011201120112011 年年年年 9999 月に月に月に月に ISOISOISOISO3333 年目の継続審査があり、年目の継続審査があり、年目の継続審査があり、年目の継続審査があり、ISOISOISOISO マネジメントについて高マネジメントについて高マネジメントについて高マネジメントについて高

い評価をいただきました。これも長年続けてきたい評価をいただきました。これも長年続けてきたい評価をいただきました。これも長年続けてきたい評価をいただきました。これも長年続けてきた CSCSCSCS 活動が大元になってい活動が大元になってい活動が大元になってい活動が大元になってい

ます。ます。ます。ます。ISOISOISOISO の目的は「いかに顧客に、よりよいサービスを継続して提供し社の目的は「いかに顧客に、よりよいサービスを継続して提供し社の目的は「いかに顧客に、よりよいサービスを継続して提供し社の目的は「いかに顧客に、よりよいサービスを継続して提供し社

会貢献できる“組織”にするか」です。私たちの会貢献できる“組織”にするか」です。私たちの会貢献できる“組織”にするか」です。私たちの会貢献できる“組織”にするか」です。私たちの CSCSCSCS 活動は主に個人的活動活動は主に個人的活動活動は主に個人的活動活動は主に個人的活動

ですが、目標としていることはですが、目標としていることはですが、目標としていることはですが、目標としていることは ISOISOISOISO と同じです。と同じです。と同じです。と同じです。    

    私たちはこの私たちはこの私たちはこの私たちはこの 9999 年間いろいろの手立てを使い年間いろいろの手立てを使い年間いろいろの手立てを使い年間いろいろの手立てを使い CSCSCSCS 研修や活動を実践してき研修や活動を実践してき研修や活動を実践してき研修や活動を実践してき

ましたましたましたました    

このたび、それらを牛島先生から“さくら会シックス・メッソド”として提このたび、それらを牛島先生から“さくら会シックス・メッソド”として提このたび、それらを牛島先生から“さくら会シックス・メッソド”として提このたび、それらを牛島先生から“さくら会シックス・メッソド”として提

示していただきました。示していただきました。示していただきました。示していただきました。    

    ①さくら会マナー向上プログラム・メッソド①さくら会マナー向上プログラム・メッソド①さくら会マナー向上プログラム・メッソド①さくら会マナー向上プログラム・メッソド    

    ②さくら会問題解決・メッソド②さくら会問題解決・メッソド②さくら会問題解決・メッソド②さくら会問題解決・メッソド    

    ③さくら会ＬＴＤ・メッソド③さくら会ＬＴＤ・メッソド③さくら会ＬＴＤ・メッソド③さくら会ＬＴＤ・メッソド    

    ④さくら会アニュアル・レポート・メッソド④さくら会アニュアル・レポート・メッソド④さくら会アニュアル・レポート・メッソド④さくら会アニュアル・レポート・メッソド    

    ⑤さくら会イノベーション・メッソド⑤さくら会イノベーション・メッソド⑤さくら会イノベーション・メッソド⑤さくら会イノベーション・メッソド        

    ⑥さくら会プレゼンテイション・スキル・メソッド⑥さくら会プレゼンテイション・スキル・メソッド⑥さくら会プレゼンテイション・スキル・メソッド⑥さくら会プレゼンテイション・スキル・メソッド    

    

このこのこのこの 6666 つのメッソドに至るまでの経緯は過去つのメッソドに至るまでの経緯は過去つのメッソドに至るまでの経緯は過去つのメッソドに至るまでの経緯は過去 3333 冊（冊（冊（冊（2222 回）回）回）回）とこのアニュアとこのアニュアとこのアニュアとこのアニュア

ル・リポートに記されております。ル・リポートに記されております。ル・リポートに記されております。ル・リポートに記されております。    

    「「「「CSCSCSCS」はことばでは単に顧客満足ですが、その奥の深さは計り知れません。」はことばでは単に顧客満足ですが、その奥の深さは計り知れません。」はことばでは単に顧客満足ですが、その奥の深さは計り知れません。」はことばでは単に顧客満足ですが、その奥の深さは計り知れません。

その奥深さを知り、極めていくには、机上の勉強だけでなく、実践を通じてその奥深さを知り、極めていくには、机上の勉強だけでなく、実践を通じてその奥深さを知り、極めていくには、机上の勉強だけでなく、実践を通じてその奥深さを知り、極めていくには、机上の勉強だけでなく、実践を通じて

初めて可能と考えます。初めて可能と考えます。初めて可能と考えます。初めて可能と考えます。    

私は私は私は私は CSCSCSCS を学び実践することで自己の教養を高め、人生を豊かにすることを学び実践することで自己の教養を高め、人生を豊かにすることを学び実践することで自己の教養を高め、人生を豊かにすることを学び実践することで自己の教養を高め、人生を豊かにすること

ができると信じています。ちょうど茶道の作法や、ができると信じています。ちょうど茶道の作法や、ができると信じています。ちょうど茶道の作法や、ができると信じています。ちょうど茶道の作法や、仏教の八正道のように、仏教の八正道のように、仏教の八正道のように、仏教の八正道のように、

このこのこのこの 6666 つのメッソドを精進することで、つのメッソドを精進することで、つのメッソドを精進することで、つのメッソドを精進することで、CSCSCSCS の神髄に迫り、さくら会のビジの神髄に迫り、さくら会のビジの神髄に迫り、さくら会のビジの神髄に迫り、さくら会のビジ

ョン実現に向かって行きたいと思います。ョン実現に向かって行きたいと思います。ョン実現に向かって行きたいと思います。ョン実現に向かって行きたいと思います。        

最後に長年ご指導いただいている牛島秀一経営学博士に深謝申し上げます。最後に長年ご指導いただいている牛島秀一経営学博士に深謝申し上げます。最後に長年ご指導いただいている牛島秀一経営学博士に深謝申し上げます。最後に長年ご指導いただいている牛島秀一経営学博士に深謝申し上げます。    

 

医療法人社団さくら会理事長医療法人社団さくら会理事長医療法人社団さくら会理事長医療法人社団さくら会理事長    

さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS マネジメント委員長マネジメント委員長マネジメント委員長マネジメント委員長    

    



II 
 

                                    さくら会とさくら会とさくら会とさくら会と MOT             MOT             MOT             MOT                             

牛島牛島牛島牛島    秀一秀一秀一秀一    

    

「「「「ERERERER（緊急救命室）」というテレビドラマをご覧になったことがあるだろ（緊急救命室）」というテレビドラマをご覧になったことがあるだろ（緊急救命室）」というテレビドラマをご覧になったことがあるだろ（緊急救命室）」というテレビドラマをご覧になったことがあるだろ

うか？アメリカ東海岸のある都市の大病院を舞台に、そこで起きるさまざまうか？アメリカ東海岸のある都市の大病院を舞台に、そこで起きるさまざまうか？アメリカ東海岸のある都市の大病院を舞台に、そこで起きるさまざまうか？アメリカ東海岸のある都市の大病院を舞台に、そこで起きるさまざま

なエピソードをスピード感のある展開で描き、何気なく見ていても、つい引なエピソードをスピード感のある展開で描き、何気なく見ていても、つい引なエピソードをスピード感のある展開で描き、何気なく見ていても、つい引なエピソードをスピード感のある展開で描き、何気なく見ていても、つい引

き込まれてしまうような優れたドラマだ。特に視聴者の共感を呼び、強い印き込まれてしまうような優れたドラマだ。特に視聴者の共感を呼び、強い印き込まれてしまうような優れたドラマだ。特に視聴者の共感を呼び、強い印き込まれてしまうような優れたドラマだ。特に視聴者の共感を呼び、強い印

象として残るのは生死をさまよう患者様の命が救われた時の医師や、看護師、象として残るのは生死をさまよう患者様の命が救われた時の医師や、看護師、象として残るのは生死をさまよう患者様の命が救われた時の医師や、看護師、象として残るのは生死をさまよう患者様の命が救われた時の医師や、看護師、

その他医療施設内外の関係者の強い喜びの感情である。彼らの医療、福祉とその他医療施設内外の関係者の強い喜びの感情である。彼らの医療、福祉とその他医療施設内外の関係者の強い喜びの感情である。彼らの医療、福祉とその他医療施設内外の関係者の強い喜びの感情である。彼らの医療、福祉と

いう仕事への誇りや充実感が大きな波となって、見ているものにも伝わっていう仕事への誇りや充実感が大きな波となって、見ているものにも伝わっていう仕事への誇りや充実感が大きな波となって、見ているものにも伝わっていう仕事への誇りや充実感が大きな波となって、見ているものにも伝わって

くる。くる。くる。くる。    

    

病気の治療といった医療サービスは対人サービスの一種であり、患者様が病気の治療といった医療サービスは対人サービスの一種であり、患者様が病気の治療といった医療サービスは対人サービスの一種であり、患者様が病気の治療といった医療サービスは対人サービスの一種であり、患者様が

お客様である。対人サービスというのは、サービス提供担当者が患者様を相お客様である。対人サービスというのは、サービス提供担当者が患者様を相お客様である。対人サービスというのは、サービス提供担当者が患者様を相お客様である。対人サービスというのは、サービス提供担当者が患者様を相

手として行うやり取り（手として行うやり取り（手として行うやり取り（手として行うやり取り（MOTMOTMOTMOT ともいう）、つまり相互作用を中心に進行するともいう）、つまり相互作用を中心に進行するともいう）、つまり相互作用を中心に進行するともいう）、つまり相互作用を中心に進行する

医療・福祉医療・福祉医療・福祉医療・福祉 MOTMOTMOTMOT プロセスともいえる。サービス提供担当者のこうしたプロセスともいえる。サービス提供担当者のこうしたプロセスともいえる。サービス提供担当者のこうしたプロセスともいえる。サービス提供担当者のこうした MOTMOTMOTMOT

活動によって、患者様に喜びや満足があったり、失望や不満を感じたりする。活動によって、患者様に喜びや満足があったり、失望や不満を感じたりする。活動によって、患者様に喜びや満足があったり、失望や不満を感じたりする。活動によって、患者様に喜びや満足があったり、失望や不満を感じたりする。    

「「「「ER(ER(ER(ER(緊急救命室緊急救命室緊急救命室緊急救命室))))」の医師、看護師、その他多くの医療従事者とまったく」の医師、看護師、その他多くの医療従事者とまったく」の医師、看護師、その他多くの医療従事者とまったく」の医師、看護師、その他多くの医療従事者とまったく

同じように、患者様の笑顔をもとめて、さくら会理事長・院長同じように、患者様の笑顔をもとめて、さくら会理事長・院長同じように、患者様の笑顔をもとめて、さくら会理事長・院長同じように、患者様の笑顔をもとめて、さくら会理事長・院長    森田孝文先森田孝文先森田孝文先森田孝文先

生の洗練されたリーダーシップ生の洗練されたリーダーシップ生の洗練されたリーダーシップ生の洗練されたリーダーシップのもと全職員によりのもと全職員によりのもと全職員によりのもと全職員により MOTMOTMOTMOT を中心とした「さを中心とした「さを中心とした「さを中心とした「さ

くら会ＣＳマネジメント研修」が約くら会ＣＳマネジメント研修」が約くら会ＣＳマネジメント研修」が約くら会ＣＳマネジメント研修」が約 9999 年間維持されてきました。患者様のそ年間維持されてきました。患者様のそ年間維持されてきました。患者様のそ年間維持されてきました。患者様のそ

の生活場面での幸せを最高に高めることは、医療従事者にも限界がありますの生活場面での幸せを最高に高めることは、医療従事者にも限界がありますの生活場面での幸せを最高に高めることは、医療従事者にも限界がありますの生活場面での幸せを最高に高めることは、医療従事者にも限界があります

が、患者様とともに人生への充実感を共感できるが、患者様とともに人生への充実感を共感できるが、患者様とともに人生への充実感を共感できるが、患者様とともに人生への充実感を共感できる MOTMOTMOTMOT サービスをめざしてサービスをめざしてサービスをめざしてサービスをめざして

「さくら会ＣＳマネジメント研修」が患者様のために実施され、その現場に「さくら会ＣＳマネジメント研修」が患者様のために実施され、その現場に「さくら会ＣＳマネジメント研修」が患者様のために実施され、その現場に「さくら会ＣＳマネジメント研修」が患者様のために実施され、その現場に

約約約約 9999 年間立ち会えた小職は多くの感動を全職員の皆様から得ました。年間立ち会えた小職は多くの感動を全職員の皆様から得ました。年間立ち会えた小職は多くの感動を全職員の皆様から得ました。年間立ち会えた小職は多くの感動を全職員の皆様から得ました。    

    

その貴重な機会を与えて頂きましたことに、理事長・院長その貴重な機会を与えて頂きましたことに、理事長・院長その貴重な機会を与えて頂きましたことに、理事長・院長その貴重な機会を与えて頂きましたことに、理事長・院長    森田森田森田森田    孝文先生、孝文先生、孝文先生、孝文先生、

森田森田森田森田    孝事務局長、山田孝事務局長、山田孝事務局長、山田孝事務局長、山田    信子看護部長、奥濱信子看護部長、奥濱信子看護部長、奥濱信子看護部長、奥濱    義孝副委員長、米田義孝副委員長、米田義孝副委員長、米田義孝副委員長、米田    清則事務清則事務清則事務清則事務

局長、西野局長、西野局長、西野局長、西野    進課長、中西進課長、中西進課長、中西進課長、中西    建司委員、各チーム・リーダー建司委員、各チーム・リーダー建司委員、各チーム・リーダー建司委員、各チーム・リーダー    中西中西中西中西    恵、坂本恵、坂本恵、坂本恵、坂本    容容容容

子、道下子、道下子、道下子、道下    直美、森田直美、森田直美、森田直美、森田    郁子各責任者、および全職員の方々に深く御礼を申し郁子各責任者、および全職員の方々に深く御礼を申し郁子各責任者、および全職員の方々に深く御礼を申し郁子各責任者、および全職員の方々に深く御礼を申し

上げます。上げます。上げます。上げます。    

    

加えて「さくら会ＣＳマネジメント研修」とそれを表出化・認識化し、具現加えて「さくら会ＣＳマネジメント研修」とそれを表出化・認識化し、具現加えて「さくら会ＣＳマネジメント研修」とそれを表出化・認識化し、具現加えて「さくら会ＣＳマネジメント研修」とそれを表出化・認識化し、具現

化された今回の「さくら会ＣＳアニュアル・リポート」が患者様のために更化された今回の「さくら会ＣＳアニュアル・リポート」が患者様のために更化された今回の「さくら会ＣＳアニュアル・リポート」が患者様のために更化された今回の「さくら会ＣＳアニュアル・リポート」が患者様のために更

なるイノベーションを加えながら永遠であることを心から期待します。なるイノベーションを加えながら永遠であることを心から期待します。なるイノベーションを加えながら永遠であることを心から期待します。なるイノベーションを加えながら永遠であることを心から期待します。    

    

さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS マネジメント委員会マネジメント委員会マネジメント委員会マネジメント委員会    研修ディレクター研修ディレクター研修ディレクター研修ディレクター    
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「「「「CSCSCSCS 丸」の目的地丸」の目的地丸」の目的地丸」の目的地    

山田信子山田信子山田信子山田信子    

    

    平成平成平成平成 23232323 年、特に年、特に年、特に年、特に 3333 月月月月 11111111 日以降は地震、津波、原発の事故、不日以降は地震、津波、原発の事故、不日以降は地震、津波、原発の事故、不日以降は地震、津波、原発の事故、不況等大変な況等大変な況等大変な況等大変な

1111 年でした。年でした。年でした。年でした。    

    さくら会にあっては電子カルテ導入、さくら会にあっては電子カルテ導入、さくら会にあっては電子カルテ導入、さくら会にあっては電子カルテ導入、12121212 月稼働に向け全職員よく頑張った月稼働に向け全職員よく頑張った月稼働に向け全職員よく頑張った月稼働に向け全職員よく頑張った

と思います。別けても看護部では退職者もあり、ぎりぎりの状況となり看護と思います。別けても看護部では退職者もあり、ぎりぎりの状況となり看護と思います。別けても看護部では退職者もあり、ぎりぎりの状況となり看護と思います。別けても看護部では退職者もあり、ぎりぎりの状況となり看護

師の努力と周りの協力も得て、やっと年の瀬を迎えることができ安堵してい師の努力と周りの協力も得て、やっと年の瀬を迎えることができ安堵してい師の努力と周りの協力も得て、やっと年の瀬を迎えることができ安堵してい師の努力と周りの協力も得て、やっと年の瀬を迎えることができ安堵してい

るところです。みなさんありがとうございました。心よりお礼申し上げます。るところです。みなさんありがとうございました。心よりお礼申し上げます。るところです。みなさんありがとうございました。心よりお礼申し上げます。るところです。みなさんありがとうございました。心よりお礼申し上げます。    

    さてさくら会の「さてさくら会の「さてさくら会の「さてさくら会の「CSCSCSCS 丸」が出航してはや丸」が出航してはや丸」が出航してはや丸」が出航してはや 5555 年、今、どのあたりを航海し年、今、どのあたりを航海し年、今、どのあたりを航海し年、今、どのあたりを航海し

ているのかは解りませんが、船内ではアニュアルリポート作成に汗を流し必ているのかは解りませんが、船内ではアニュアルリポート作成に汗を流し必ているのかは解りませんが、船内ではアニュアルリポート作成に汗を流し必ているのかは解りませんが、船内ではアニュアルリポート作成に汗を流し必

死で取り組んでいることと思います。死で取り組んでいることと思います。死で取り組んでいることと思います。死で取り組んでいることと思います。    

    私事ではありますが、今年の私事ではありますが、今年の私事ではありますが、今年の私事ではありますが、今年の CSCSCSCS 研修旅研修旅研修旅研修旅行は東京ディズニーリゾートに行行は東京ディズニーリゾートに行行は東京ディズニーリゾートに行行は東京ディズニーリゾートに行

ってきました。何日か前に本場アメリカの放送がありました。その時の創設ってきました。何日か前に本場アメリカの放送がありました。その時の創設ってきました。何日か前に本場アメリカの放送がありました。その時の創設ってきました。何日か前に本場アメリカの放送がありました。その時の創設

者のコメントは「子供も大人も楽しめるところを創りたい、そしてここで働者のコメントは「子供も大人も楽しめるところを創りたい、そしてここで働者のコメントは「子供も大人も楽しめるところを創りたい、そしてここで働者のコメントは「子供も大人も楽しめるところを創りたい、そしてここで働

く全員がスターである」でした。どのようなマニュアルがあり、教育・訓練く全員がスターである」でした。どのようなマニュアルがあり、教育・訓練く全員がスターである」でした。どのようなマニュアルがあり、教育・訓練く全員がスターである」でした。どのようなマニュアルがあり、教育・訓練

がなされているのか私には解りませんが．．．冷たい風の中ゴンドラを漕ぐおがなされているのか私には解りませんが．．．冷たい風の中ゴンドラを漕ぐおがなされているのか私には解りませんが．．．冷たい風の中ゴンドラを漕ぐおがなされているのか私には解りませんが．．．冷たい風の中ゴンドラを漕ぐお

兄さんの笑顔、一語一語の説明、時には笑わせてくれる等、とても温もりを兄さんの笑顔、一語一語の説明、時には笑わせてくれる等、とても温もりを兄さんの笑顔、一語一語の説明、時には笑わせてくれる等、とても温もりを兄さんの笑顔、一語一語の説明、時には笑わせてくれる等、とても温もりを

感じました。また、地図を広げ立ち止まっていると、すぐに声をかけてくれ感じました。また、地図を広げ立ち止まっていると、すぐに声をかけてくれ感じました。また、地図を広げ立ち止まっていると、すぐに声をかけてくれ感じました。また、地図を広げ立ち止まっていると、すぐに声をかけてくれ

るスタッフ。客が今、何を求めているのかを察知し行動できるなんて素晴らるスタッフ。客が今、何を求めているのかを察知し行動できるなんて素晴らるスタッフ。客が今、何を求めているのかを察知し行動できるなんて素晴らるスタッフ。客が今、何を求めているのかを察知し行動できるなんて素晴ら

しいしいしいしい！！！！！！！！    

    私たちの言葉で言い換えれば、「患者様のニーズの把握」です。見て見ぬふ私たちの言葉で言い換えれば、「患者様のニーズの把握」です。見て見ぬふ私たちの言葉で言い換えれば、「患者様のニーズの把握」です。見て見ぬふ私たちの言葉で言い換えれば、「患者様のニーズの把握」です。見て見ぬふ

りをしても済むような事でも、素早く対応してくれるあたりはさすがディズりをしても済むような事でも、素早く対応してくれるあたりはさすがディズりをしても済むような事でも、素早く対応してくれるあたりはさすがディズりをしても済むような事でも、素早く対応してくれるあたりはさすがディズ

ニーだと感じました。ホテルも良かったです。私の孫に「○○ちゃんようこニーだと感じました。ホテルも良かったです。私の孫に「○○ちゃんようこニーだと感じました。ホテルも良かったです。私の孫に「○○ちゃんようこニーだと感じました。ホテルも良かったです。私の孫に「○○ちゃんようこ

そ、お待ちしておりました。さあどうぞ」と満面の笑顔で席まで案内してくそ、お待ちしておりました。さあどうぞ」と満面の笑顔で席まで案内してくそ、お待ちしておりました。さあどうぞ」と満面の笑顔で席まで案内してくそ、お待ちしておりました。さあどうぞ」と満面の笑顔で席まで案内してく

れるウェイトレス。また、ミッキーを始めキャラクター達がテーブルまで来れるウェイトレス。また、ミッキーを始めキャラクター達がテーブルまで来れるウェイトレス。また、ミッキーを始めキャラクター達がテーブルまで来れるウェイトレス。また、ミッキーを始めキャラクター達がテーブルまで来

てくれ、ジェスチャーで語りかけてくれ、夢と魔法にあふれるサービス、一てくれ、ジェスチャーで語りかけてくれ、夢と魔法にあふれるサービス、一てくれ、ジェスチャーで語りかけてくれ、夢と魔法にあふれるサービス、一てくれ、ジェスチャーで語りかけてくれ、夢と魔法にあふれるサービス、一

瞬ここはどこ？と夢の世界に迷い込んだような気分になりました。ここで働瞬ここはどこ？と夢の世界に迷い込んだような気分になりました。ここで働瞬ここはどこ？と夢の世界に迷い込んだような気分になりました。ここで働瞬ここはどこ？と夢の世界に迷い込んだような気分になりました。ここで働

く人たちはく人たちはく人たちはく人たちは CSCSCSCS がしっかり身にがしっかり身にがしっかり身にがしっかり身についているのだと確信しました。ついているのだと確信しました。ついているのだと確信しました。ついているのだと確信しました。    

    CSCSCSCS は知識として持つものではなく、体で覚え実践されなければ意味がないは知識として持つものではなく、体で覚え実践されなければ意味がないは知識として持つものではなく、体で覚え実践されなければ意味がないは知識として持つものではなく、体で覚え実践されなければ意味がない

と思います。そのためには「一人一人が認識し、努力する」ことに尽きるとと思います。そのためには「一人一人が認識し、努力する」ことに尽きるとと思います。そのためには「一人一人が認識し、努力する」ことに尽きるとと思います。そのためには「一人一人が認識し、努力する」ことに尽きると

思います。「思います。「思います。「思います。「CSCSCSCS 丸」の目的地が決まるまで心を一つにし、力を合わせて頑張丸」の目的地が決まるまで心を一つにし、力を合わせて頑張丸」の目的地が決まるまで心を一つにし、力を合わせて頑張丸」の目的地が決まるまで心を一つにし、力を合わせて頑張

りましょう。りましょう。りましょう。りましょう。    

    最後に、「ありがとう最後に、「ありがとう最後に、「ありがとう最後に、「ありがとう    ごくろうさまごくろうさまごくろうさまごくろうさま    ごめんなさい」が素直に云えるようごめんなさい」が素直に云えるようごめんなさい」が素直に云えるようごめんなさい」が素直に云えるよう

にににに                                                                                                （柏木鉄男（柏木鉄男（柏木鉄男（柏木鉄男    著書より）著書より）著書より）著書より）    

        

さくら会森田病院看護部長さくら会森田病院看護部長さくら会森田病院看護部長さくら会森田病院看護部長    
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Dear Friends 

The world is a very different place since I last corresponded with you.  Since 2008, 

countries have been born and have been destroyed; leaders have risen and have 

been toppled; economies have soared and plunged; scientific discoveries have 

been made; cures have been found; technology has exploded ; the race continues.  

Japan, as a nation and  a community has been in the hearts and prayers  of a 

world wide audience.  Once again, you displayed your resilience, compassion , 

and creativity. The fabric of the Japanese culture, although  stretched by modern 

ideas and demands, continues to provide a sturdy and safe place to weather these 

recent storms. 

     After my treasured  visit with our mutual friend, Dr. Jimmy Ushijima, last 

May when he came to the United States to research best practices in business, 

customer care and gerontology, I am more aware of the mission of  the staff at 

Sakurakai and how diligently you all have worked to serve your patients.  Under 

the able leadership of Dr. Morita, with the informed expertise of Dr. Ushijima, 

specific plans have been set in motion to create and maintain senior services of 

the  highest quality. 

     Our world is aging at a rapid pace.  The United States and Japan lead the 

list in the increase in  the per cent of aging citizens. Japan’s current proportion of 

elderly citizens is reported to be twenty-one percent( (21%), the highest  by 

current research. The Japanese Health Ministry estimates this number will 

increase to forty percent ( 40%) by 2055.  Low fertility and higher life expectancy 

has significantly changed the face of our current demographics.  

      Interestingly, the improvements in health care  have resulted in a 

situation that, in fact, will place an unparalleled strain on future health care 

agencies.  The economic  demands associated with long term care will most 

likely pose the greatest challenge for both personal/family resources and public 



V 
 

resources.  This is an area of study that is already attracting much research with 

the hope of providing early solutions for an undeniable trend.  It is just this issue 

that the leadership at Sakurakai Hospital intend to address. 

     Governmental agencies all over the world are poised to measure and plan 

for  the demands of the increase in senior citizens. Global markets will expand to 

serve the needs of the elderly and their care takers.  However, in my opinion, the 

real key to easing the predicted strain and discomfort of the future is education.  

Not only must we research and train in the areas of increased health concerns, 

appropriate medications and resources to maintain the quality of life for aging 

population and their families, but we must also educate our caretakers and the 

elderly, themselves.  As we move toward a smaller workforce and a larger 

caretaker/ patient community, all citizens must be prepared to know about  the 

latest techniques, daily expectations, business practices and resources available.  

Schools might consider adding coursework that provides an opportunity to study 

aging  just as some current coursework currently involves early childhood 

development. 

     Our newly created global culture allows us to share information 

instantaneously.  As our nations have done for so many years, we will look to 

each other to explore and share  the techniques, research and trends that will 

continue to improve  life on this planet. On behalf of all the citizens of the world 

and especially those who have reached  the age of sixty years and beyond,  I 

thank you for the work that you do every day.  I appreciate the long hours of 

study and training that  are required to provide the best care possible.  I 

encourage you to know that in every patient, every room, every hospital  around 

the world, you represent  the best of the future. 

 

Thank you, 

Jacque Digieso, PH.D. 
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Dear friendsDear friendsDear friendsDear friends（親愛なるさくら会（親愛なるさくら会（親愛なるさくら会（親愛なるさくら会の皆様）の皆様）の皆様）の皆様）    

    

私が最後に皆様方に挨拶文（１）を寄稿した時から世界が大きく変わりま私が最後に皆様方に挨拶文（１）を寄稿した時から世界が大きく変わりま私が最後に皆様方に挨拶文（１）を寄稿した時から世界が大きく変わりま私が最後に皆様方に挨拶文（１）を寄稿した時から世界が大きく変わりま

した。そのした。そのした。そのした。その 2006200620062006 年以降、生まれた国があり、消滅した国もありました。ま年以降、生まれた国があり、消滅した国もありました。ま年以降、生まれた国があり、消滅した国もありました。ま年以降、生まれた国があり、消滅した国もありました。ま

た新しい指導者が出現し，一方では、倒されていく指導者もありました。経た新しい指導者が出現し，一方では、倒されていく指導者もありました。経た新しい指導者が出現し，一方では、倒されていく指導者もありました。経た新しい指導者が出現し，一方では、倒されていく指導者もありました。経

済の大きな浮き沈みもありました。新しい科学技術が開発されました。そし済の大きな浮き沈みもありました。新しい科学技術が開発されました。そし済の大きな浮き沈みもありました。新しい科学技術が開発されました。そし済の大きな浮き沈みもありました。新しい科学技術が開発されました。そし

て人類は存在し続けています。いま、日本は、国家としての共同生活体として人類は存在し続けています。いま、日本は、国家としての共同生活体として人類は存在し続けています。いま、日本は、国家としての共同生活体として人類は存在し続けています。いま、日本は、国家としての共同生活体とし

て、世界中の人々の同情と祈りの中にあります。ふたたび、あなた方は粘りて、世界中の人々の同情と祈りの中にあります。ふたたび、あなた方は粘りて、世界中の人々の同情と祈りの中にあります。ふたたび、あなた方は粘りて、世界中の人々の同情と祈りの中にあります。ふたたび、あなた方は粘り

強さと同情心と創造性を発揮しています。ややもすると最新の考えや要求に強さと同情心と創造性を発揮しています。ややもすると最新の考えや要求に強さと同情心と創造性を発揮しています。ややもすると最新の考えや要求に強さと同情心と創造性を発揮しています。ややもすると最新の考えや要求に

より曲げられやすいものでより曲げられやすいものでより曲げられやすいものでより曲げられやすいものですが、日本文化構造はこれら最近の嵐に堪えうるすが、日本文化構造はこれら最近の嵐に堪えうるすが、日本文化構造はこれら最近の嵐に堪えうるすが、日本文化構造はこれら最近の嵐に堪えうる

強健で安全な場を提供し続けてきました。強健で安全な場を提供し続けてきました。強健で安全な場を提供し続けてきました。強健で安全な場を提供し続けてきました。    

去年去年去年去年 5555 月の友人ジミー牛島氏の滞在は私にとっては宝物となるものでした。月の友人ジミー牛島氏の滞在は私にとっては宝物となるものでした。月の友人ジミー牛島氏の滞在は私にとっては宝物となるものでした。月の友人ジミー牛島氏の滞在は私にとっては宝物となるものでした。    

彼は米国におけるビジネス、顧客ケアや老年学の最善の実地を研究するため彼は米国におけるビジネス、顧客ケアや老年学の最善の実地を研究するため彼は米国におけるビジネス、顧客ケアや老年学の最善の実地を研究するため彼は米国におけるビジネス、顧客ケアや老年学の最善の実地を研究するため

に米国へ来られたのですが、その時さくら会の皆さん方のミッションとあなに米国へ来られたのですが、その時さくら会の皆さん方のミッションとあなに米国へ来られたのですが、その時さくら会の皆さん方のミッションとあなに米国へ来られたのですが、その時さくら会の皆さん方のミッションとあな

た方すべてがいかに勤勉に患者さんのために働いているかをより深く知りまた方すべてがいかに勤勉に患者さんのために働いているかをより深く知りまた方すべてがいかに勤勉に患者さんのために働いているかをより深く知りまた方すべてがいかに勤勉に患者さんのために働いているかをより深く知りま

した。有能な森田氏のリーダーシップのもと、牛島博士のすばらしい専門性した。有能な森田氏のリーダーシップのもと、牛島博士のすばらしい専門性した。有能な森田氏のリーダーシップのもと、牛島博士のすばらしい専門性した。有能な森田氏のリーダーシップのもと、牛島博士のすばらしい専門性

で、最も高い品質の老人サービスを創造し維持するために特別のプランが実で、最も高い品質の老人サービスを創造し維持するために特別のプランが実で、最も高い品質の老人サービスを創造し維持するために特別のプランが実で、最も高い品質の老人サービスを創造し維持するために特別のプランが実

行されていることを行されていることを行されていることを行されていることをさらに深く知りました。さらに深く知りました。さらに深く知りました。さらに深く知りました。    

世界は急速に高齢化が進んでいます。米国と日本の老齢化は顕著です。報世界は急速に高齢化が進んでいます。米国と日本の老齢化は顕著です。報世界は急速に高齢化が進んでいます。米国と日本の老齢化は顕著です。報世界は急速に高齢化が進んでいます。米国と日本の老齢化は顕著です。報

告によると日本の現在の老齢化人口は告によると日本の現在の老齢化人口は告によると日本の現在の老齢化人口は告によると日本の現在の老齢化人口は 21212121％です。日本の厚労省は％です。日本の厚労省は％です。日本の厚労省は％です。日本の厚労省は 2055205520552055 年に年に年に年に

はははは 40404040％までに増えると予想しています。出生率減少と高い生活水準への要求％までに増えると予想しています。出生率減少と高い生活水準への要求％までに増えると予想しています。出生率減少と高い生活水準への要求％までに増えると予想しています。出生率減少と高い生活水準への要求

により、人口統計学の局面が大きく変化します。により、人口統計学の局面が大きく変化します。により、人口統計学の局面が大きく変化します。により、人口統計学の局面が大きく変化します。    

興味深いことに、健康管理が向上すると関連省庁に膨大な負担をもたらし興味深いことに、健康管理が向上すると関連省庁に膨大な負担をもたらし興味深いことに、健康管理が向上すると関連省庁に膨大な負担をもたらし興味深いことに、健康管理が向上すると関連省庁に膨大な負担をもたらし

ます。長生きすることにより経済的需要が増大し、個人と家族の公共の財源ます。長生きすることにより経済的需要が増大し、個人と家族の公共の財源ます。長生きすることにより経済的需要が増大し、個人と家族の公共の財源ます。長生きすることにより経済的需要が増大し、個人と家族の公共の財源

に大きな負担を強いてきます。これこそ、将来の避けられない問題であり、に大きな負担を強いてきます。これこそ、将来の避けられない問題であり、に大きな負担を強いてきます。これこそ、将来の避けられない問題であり、に大きな負担を強いてきます。これこそ、将来の避けられない問題であり、

研究者が早期に解決しようとしてい研究者が早期に解決しようとしてい研究者が早期に解決しようとしてい研究者が早期に解決しようとしている研究分野なのでする研究分野なのでする研究分野なのでする研究分野なのです    

世界中の政府は老齢化人口の増大に対応するために評価し計画を立てるこ世界中の政府は老齢化人口の増大に対応するために評価し計画を立てるこ世界中の政府は老齢化人口の増大に対応するために評価し計画を立てるこ世界中の政府は老齢化人口の増大に対応するために評価し計画を立てるこ

とをためらっています。高齢者とケア需給者のニーズにこたえるために市場とをためらっています。高齢者とケア需給者のニーズにこたえるために市場とをためらっています。高齢者とケア需給者のニーズにこたえるために市場とをためらっています。高齢者とケア需給者のニーズにこたえるために市場

が大きく拡大するでしょう。しかし、私の意見では、将来に起きる負担やもが大きく拡大するでしょう。しかし、私の意見では、将来に起きる負担やもが大きく拡大するでしょう。しかし、私の意見では、将来に起きる負担やもが大きく拡大するでしょう。しかし、私の意見では、将来に起きる負担やも

ろもろの困難を和らげる鍵は「教育」です。私たちは、高齢者とその家族のろもろの困難を和らげる鍵は「教育」です。私たちは、高齢者とその家族のろもろの困難を和らげる鍵は「教育」です。私たちは、高齢者とその家族のろもろの困難を和らげる鍵は「教育」です。私たちは、高齢者とその家族の

ＱＯＬを維持するために、増大した健康関連事業、適切な医療、資源についＱＯＬを維持するために、増大した健康関連事業、適切な医療、資源についＱＯＬを維持するために、増大した健康関連事業、適切な医療、資源についＱＯＬを維持するために、増大した健康関連事業、適切な医療、資源につい

て調査研究するだけでなく、高齢者とケアを受ける人々をも教育しなければて調査研究するだけでなく、高齢者とケアを受ける人々をも教育しなければて調査研究するだけでなく、高齢者とケアを受ける人々をも教育しなければて調査研究するだけでなく、高齢者とケアを受ける人々をも教育しなければ

なりません。これからの社会は労働力が減少し、一方ではなりません。これからの社会は労働力が減少し、一方ではなりません。これからの社会は労働力が減少し、一方ではなりません。これからの社会は労働力が減少し、一方では    ケア需給者・病ケア需給者・病ケア需給者・病ケア需給者・病

人が増大する社会へ人が増大する社会へ人が増大する社会へ人が増大する社会へ移行しますので、すべての市民が利用可能な最新の技術、移行しますので、すべての市民が利用可能な最新の技術、移行しますので、すべての市民が利用可能な最新の技術、移行しますので、すべての市民が利用可能な最新の技術、

毎日の日々の予測、ビズネス営業や財源について知ることができるようにし毎日の日々の予測、ビズネス営業や財源について知ることができるようにし毎日の日々の予測、ビズネス営業や財源について知ることができるようにし毎日の日々の予測、ビズネス営業や財源について知ることができるようにし

ておかなければなりません。いま幼少期の子供にも最近の教科が行われていておかなければなりません。いま幼少期の子供にも最近の教科が行われていておかなければなりません。いま幼少期の子供にも最近の教科が行われていておかなければなりません。いま幼少期の子供にも最近の教科が行われてい

るように、これからの学校では老齢化について学ぶ教育課程を追加しなけれるように、これからの学校では老齢化について学ぶ教育課程を追加しなけれるように、これからの学校では老齢化について学ぶ教育課程を追加しなけれるように、これからの学校では老齢化について学ぶ教育課程を追加しなけれ
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ばならなくなるかもしれません。ばならなくなるかもしれません。ばならなくなるかもしれません。ばならなくなるかもしれません。    

最近構築されたグローバルな文化では、私たちは情報を即時に分かち合う最近構築されたグローバルな文化では、私たちは情報を即時に分かち合う最近構築されたグローバルな文化では、私たちは情報を即時に分かち合う最近構築されたグローバルな文化では、私たちは情報を即時に分かち合う

ことを許されています。私たちの国ではすでにずいぶん以前から行われてきことを許されています。私たちの国ではすでにずいぶん以前から行われてきことを許されています。私たちの国ではすでにずいぶん以前から行われてきことを許されています。私たちの国ではすでにずいぶん以前から行われてき

ましたように、お互いにこの地球での生活を向上させる技術、研究、指針をましたように、お互いにこの地球での生活を向上させる技術、研究、指針をましたように、お互いにこの地球での生活を向上させる技術、研究、指針をましたように、お互いにこの地球での生活を向上させる技術、研究、指針を

開発しそれを分かち合いましょう。私は、全世界の人たち特に開発しそれを分かち合いましょう。私は、全世界の人たち特に開発しそれを分かち合いましょう。私は、全世界の人たち特に開発しそれを分かち合いましょう。私は、全世界の人たち特に 60606060 歳以上の高歳以上の高歳以上の高歳以上の高

齢者のために、あなた方が毎日行っているお仕事について感謝しています。齢者のために、あなた方が毎日行っているお仕事について感謝しています。齢者のために、あなた方が毎日行っているお仕事について感謝しています。齢者のために、あなた方が毎日行っているお仕事について感謝しています。

皆さん方が最善のケアを用意できるように多くの時間を割いて勉学し訓練し皆さん方が最善のケアを用意できるように多くの時間を割いて勉学し訓練し皆さん方が最善のケアを用意できるように多くの時間を割いて勉学し訓練し皆さん方が最善のケアを用意できるように多くの時間を割いて勉学し訓練し

ていることを高く評価します。あなた方はいま世界のあらゆる病人、あらゆていることを高く評価します。あなた方はいま世界のあらゆる病人、あらゆていることを高く評価します。あなた方はいま世界のあらゆる病人、あらゆていることを高く評価します。あなた方はいま世界のあらゆる病人、あらゆ

る病室、あらゆる病院で、最善の未来をる病室、あらゆる病院で、最善の未来をる病室、あらゆる病院で、最善の未来をる病室、あらゆる病院で、最善の未来を実現しようとしているということを実現しようとしているということを実現しようとしているということを実現しようとしているということを

確信してください。確信してください。確信してください。確信してください。    

    

Thank youThank youThank youThank you    

    Jacque Digieso, PH.DJacque Digieso, PH.DJacque Digieso, PH.DJacque Digieso, PH.D    

                                                            （１）（１）（１）（１）    2006200620062006 アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    

（理事長・森田孝文訳）（理事長・森田孝文訳）（理事長・森田孝文訳）（理事長・森田孝文訳）    

    

    

ジャッキー・デジエソ博士についてジャッキー・デジエソ博士についてジャッキー・デジエソ博士についてジャッキー・デジエソ博士について    

現米国現米国現米国現米国 The Cottage SchoolThe Cottage SchoolThe Cottage SchoolThe Cottage School の創立者・最高責任者。の創立者・最高責任者。の創立者・最高責任者。の創立者・最高責任者。    

当学校は当学校は当学校は当学校は LDLDLDLD((((学習障害生徒）専門・中学校・高校であり、森田病院事務学習障害生徒）専門・中学校・高校であり、森田病院事務学習障害生徒）専門・中学校・高校であり、森田病院事務学習障害生徒）専門・中学校・高校であり、森田病院事務局長局長局長局長・・・・

森田森田森田森田    孝氏よりボランテイア活動の一環として、孝氏よりボランテイア活動の一環として、孝氏よりボランテイア活動の一環として、孝氏よりボランテイア活動の一環として、2003200320032003 年より、年より、年より、年より、院内の古切手院内の古切手院内の古切手院内の古切手

を当校へ贈る寄付があった。を当校へ贈る寄付があった。を当校へ贈る寄付があった。を当校へ贈る寄付があった。    

今回のご挨拶は今回のご挨拶は今回のご挨拶は今回のご挨拶は JJJJ・デジエソ女史より、その返礼をかねて、本アニュアル・・デジエソ女史より、その返礼をかねて、本アニュアル・・デジエソ女史より、その返礼をかねて、本アニュアル・・デジエソ女史より、その返礼をかねて、本アニュアル・

リリリリポートに対する寄稿である。ポートに対する寄稿である。ポートに対する寄稿である。ポートに対する寄稿である。本年本年本年本年 2012201220122012 年、年、年、年、5555 月月月月 15151515 日さくら会訪問予定。日さくら会訪問予定。日さくら会訪問予定。日さくら会訪問予定。    

なお、彼女は米国なお、彼女は米国なお、彼女は米国なお、彼女は米国 Century UniversityCentury UniversityCentury UniversityCentury University 大学院（大学院（大学院（大学院（New MexicoNew MexicoNew MexicoNew Mexico））））での牛島での牛島での牛島での牛島ディディディディ

レクターレクターレクターレクターの先輩でもある。の先輩でもある。の先輩でもある。の先輩でもある。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



VIII 
 

プロローグプロローグプロローグプロローグ    

森田森田森田森田    孝孝孝孝    

    

    2003200320032003 年年年年 1111 月、さくら会月、さくら会月、さくら会月、さくら会 CSCSCSCS マネジメント・プロジェクトがスタートし、約マネジメント・プロジェクトがスタートし、約マネジメント・プロジェクトがスタートし、約マネジメント・プロジェクトがスタートし、約

9999 年の年月が経過しました。発足当時は年の年月が経過しました。発足当時は年の年月が経過しました。発足当時は年の年月が経過しました。発足当時は CSCSCSCS マネジメントに関する用語（例：マネジメントに関する用語（例：マネジメントに関する用語（例：マネジメントに関する用語（例：

CSCSCSCS、、、、ESESESES、コアサービス、フリンジサービスなど）の理解に苦しんだことを、コアサービス、フリンジサービスなど）の理解に苦しんだことを、コアサービス、フリンジサービスなど）の理解に苦しんだことを、コアサービス、フリンジサービスなど）の理解に苦しんだことを

憶えています。しかし、さくら会の全職員が一致団結して、さくら会ご利用憶えています。しかし、さくら会の全職員が一致団結して、さくら会ご利用憶えています。しかし、さくら会の全職員が一致団結して、さくら会ご利用憶えています。しかし、さくら会の全職員が一致団結して、さくら会ご利用

者様すべてに満足感と価値観をご提供するために、専門業務とともに者様すべてに満足感と価値観をご提供するために、専門業務とともに者様すべてに満足感と価値観をご提供するために、専門業務とともに者様すべてに満足感と価値観をご提供するために、専門業務とともに CSCSCSCS ママママ

ネジメント用語はもちろん、ネジメント用語はもちろん、ネジメント用語はもちろん、ネジメント用語はもちろん、CSCSCSCS マネジメント・仕組みを学んできました。そマネジメント・仕組みを学んできました。そマネジメント・仕組みを学んできました。そマネジメント・仕組みを学んできました。そ

の継続的な努力に対し尊敬の念を持ち、さくら会の誇りにも思っています。の継続的な努力に対し尊敬の念を持ち、さくら会の誇りにも思っています。の継続的な努力に対し尊敬の念を持ち、さくら会の誇りにも思っています。の継続的な努力に対し尊敬の念を持ち、さくら会の誇りにも思っています。

さて、今回でさて、今回でさて、今回でさて、今回で 4444 冊目の本冊目の本冊目の本冊目の本    2010201020102010，，，，2011201120112011 年度さくら会アニュアル・リポート年度さくら会アニュアル・リポート年度さくら会アニュアル・リポート年度さくら会アニュアル・リポート

に関する内容概略を簡単に記述いたします。に関する内容概略を簡単に記述いたします。に関する内容概略を簡単に記述いたします。に関する内容概略を簡単に記述いたします。    

    

第第第第1111章章章章    さくら会用語解説さくら会用語解説さくら会用語解説さくら会用語解説    

    本章では、過去本章では、過去本章では、過去本章では、過去 9999 年間さくら会年間さくら会年間さくら会年間さくら会 CSCSCSCS マネジメマネジメマネジメマネジメント・プロジェクトを運用すント・プロジェクトを運用すント・プロジェクトを運用すント・プロジェクトを運用す

る際に、さくら会にて開発された仕組み（システム）に「さくら会」を付しる際に、さくら会にて開発された仕組み（システム）に「さくら会」を付しる際に、さくら会にて開発された仕組み（システム）に「さくら会」を付しる際に、さくら会にて開発された仕組み（システム）に「さくら会」を付し

たプロジェクトを紹介しました。これらのプロジェクトはすべて、さくら会たプロジェクトを紹介しました。これらのプロジェクトはすべて、さくら会たプロジェクトを紹介しました。これらのプロジェクトはすべて、さくら会たプロジェクトを紹介しました。これらのプロジェクトはすべて、さくら会

ご利用者様すべてに満足感と価値観をご提供するために独自開発された仕組ご利用者様すべてに満足感と価値観をご提供するために独自開発された仕組ご利用者様すべてに満足感と価値観をご提供するために独自開発された仕組ご利用者様すべてに満足感と価値観をご提供するために独自開発された仕組

み（システム）です。み（システム）です。み（システム）です。み（システム）です。    

    

第第第第2222章章章章    さくら会アニュアル・リポートさくら会アニュアル・リポートさくら会アニュアル・リポートさくら会アニュアル・リポート    

    本章は、職場別のチーム分けを、本章は、職場別のチーム分けを、本章は、職場別のチーム分けを、本章は、職場別のチーム分けを、AAAA，，，，BBBB，，，，CCCC，，，，DDDD，，，，EEEE．とし各チームの責任．とし各チームの責任．とし各チームの責任．とし各チームの責任

者の指導の下、執筆担当者がチーム代表となりリポート執筆しました。執筆者の指導の下、執筆担当者がチーム代表となりリポート執筆しました。執筆者の指導の下、執筆担当者がチーム代表となりリポート執筆しました。執筆者の指導の下、執筆担当者がチーム代表となりリポート執筆しました。執筆

内容は内容は内容は内容は CSCSCSCS マネジメント委員会研修時に報告される「さくら会マネジメント委員会研修時に報告される「さくら会マネジメント委員会研修時に報告される「さくら会マネジメント委員会研修時に報告される「さくら会 CSCSCSCS マナー向マナー向マナー向マナー向

上プログラム」の集約を上プログラム」の集約を上プログラム」の集約を上プログラム」の集約を統計学的手法にてリポートしました。本リポートは統計学的手法にてリポートしました。本リポートは統計学的手法にてリポートしました。本リポートは統計学的手法にてリポートしました。本リポートは

医療及び福祉関係では、過去に見られない医療及び福祉関係では、過去に見られない医療及び福祉関係では、過去に見られない医療及び福祉関係では、過去に見られない CSCSCSCS 業務に関するリサーチ・リポ業務に関するリサーチ・リポ業務に関するリサーチ・リポ業務に関するリサーチ・リポ

ートと言えます。ートと言えます。ートと言えます。ートと言えます。    

    

第第第第 3333 章章章章    研修実施報告研修実施報告研修実施報告研修実施報告        第第第第 4444 章章章章    用語解説（補足）用語解説（補足）用語解説（補足）用語解説（補足）    

    本章では、研修結果後リポートとメンター・リポート、および追加補足用本章では、研修結果後リポートとメンター・リポート、および追加補足用本章では、研修結果後リポートとメンター・リポート、および追加補足用本章では、研修結果後リポートとメンター・リポート、および追加補足用

語解説を記載しました。語解説を記載しました。語解説を記載しました。語解説を記載しました。    

    

第第第第 5555 章章章章    参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献    

    本章の文献等が読者の方々の本章の文献等が読者の方々の本章の文献等が読者の方々の本章の文献等が読者の方々の CSCSCSCS マネジメント研究のお役にたてば幸いでマネジメント研究のお役にたてば幸いでマネジメント研究のお役にたてば幸いでマネジメント研究のお役にたてば幸いで

す。す。す。す。    

    

医療法人さくら会医療法人さくら会医療法人さくら会医療法人さくら会    事務局長事務局長事務局長事務局長    



１ 
 

    

    

    

    

第第第第 1111 章章章章    

    

さくら会用語解説さくら会用語解説さくら会用語解説さくら会用語解説    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



２ 
 

1111----1111    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS マナー向上プログラムとはマナー向上プログラムとはマナー向上プログラムとはマナー向上プログラムとは    

    

中西中西中西中西    建司建司建司建司    

    

    

さくら会では約さくら会では約さくら会では約さくら会では約 9999 年間に渡り、年間に渡り、年間に渡り、年間に渡り、CSCSCSCS 活動の基礎としてマナーに関する自己評活動の基礎としてマナーに関する自己評活動の基礎としてマナーに関する自己評活動の基礎としてマナーに関する自己評

価を行っています。自己評価項目の経過は別紙価を行っています。自己評価項目の経過は別紙価を行っています。自己評価項目の経過は別紙価を行っています。自己評価項目の経過は別紙 1111 の通りです。の通りです。の通りです。の通りです。2011201120112011 年年年年 4444 月か月か月か月か

らは、明るい職場づくりを目指し、らは、明るい職場づくりを目指し、らは、明るい職場づくりを目指し、らは、明るい職場づくりを目指し、    

「飛び交う挨拶、感謝の言葉。そこに広がる明るい職場（看護部長考案）」「飛び交う挨拶、感謝の言葉。そこに広がる明るい職場（看護部長考案）」「飛び交う挨拶、感謝の言葉。そこに広がる明るい職場（看護部長考案）」「飛び交う挨拶、感謝の言葉。そこに広がる明るい職場（看護部長考案）」    

という院内標語とともに、「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」という項目という院内標語とともに、「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」という項目という院内標語とともに、「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」という項目という院内標語とともに、「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」という項目

を追加し、これにより内部コミュニケーションの円滑化と職員満足度（を追加し、これにより内部コミュニケーションの円滑化と職員満足度（を追加し、これにより内部コミュニケーションの円滑化と職員満足度（を追加し、これにより内部コミュニケーションの円滑化と職員満足度（ESESESES：：：：

Employee satisfactionEmployee satisfactionEmployee satisfactionEmployee satisfaction）向上の相乗効果も目指しています。）向上の相乗効果も目指しています。）向上の相乗効果も目指しています。）向上の相乗効果も目指しています。    

    

CSCSCSCS マナー向上プログラムの方法マナー向上プログラムの方法マナー向上プログラムの方法マナー向上プログラムの方法    

    

ここでは、さくら会ここでは、さくら会ここでは、さくら会ここでは、さくら会 CSCSCSCS マナー向上プログラムの基本的な流れについて説明マナー向上プログラムの基本的な流れについて説明マナー向上プログラムの基本的な流れについて説明マナー向上プログラムの基本的な流れについて説明

します。します。します。します。    

    

①①①① 自己評価用紙を個人に配布（月初）自己評価用紙を個人に配布（月初）自己評価用紙を個人に配布（月初）自己評価用紙を個人に配布（月初）    

②②②② 前月の達成度を前月の達成度を前月の達成度を前月の達成度を 5555 点満点で自己評価しチーム担当者へ提出点満点で自己評価しチーム担当者へ提出点満点で自己評価しチーム担当者へ提出点満点で自己評価しチーム担当者へ提出    

（チームにより自己評価基準は異なります）（チームにより自己評価基準は異なります）（チームにより自己評価基準は異なります）（チームにより自己評価基準は異なります）    

③③③③ 担当者は集計担当者は集計担当者は集計担当者は集計    

④④④④ 検討作業検討作業検討作業検討作業    

必要に応じてヒアリング、さくら会問題解決モデル等使用（別紙必要に応じてヒアリング、さくら会問題解決モデル等使用（別紙必要に応じてヒアリング、さくら会問題解決モデル等使用（別紙必要に応じてヒアリング、さくら会問題解決モデル等使用（別紙 2222））））    

⑤⑤⑤⑤ チームメンバーへのフィードバック、問題、問題点の提示、解決策の実施チームメンバーへのフィードバック、問題、問題点の提示、解決策の実施チームメンバーへのフィードバック、問題、問題点の提示、解決策の実施チームメンバーへのフィードバック、問題、問題点の提示、解決策の実施    

⑥⑥⑥⑥ 毎月のさくら会毎月のさくら会毎月のさくら会毎月のさくら会 CSCSCSCS マネジメント委員会で報告（席上では数値のみ）マネジメント委員会で報告（席上では数値のみ）マネジメント委員会で報告（席上では数値のみ）マネジメント委員会で報告（席上では数値のみ）    

⑦⑦⑦⑦ 研修会開催時にプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）研修会開催時にプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）研修会開催時にプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）研修会開催時にプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）    

⑧⑧⑧⑧ ①に戻る。①に戻る。①に戻る。①に戻る。    

    

以上が以上が以上が以上が    基本的な流れになります。②にも述べた通り、チーム毎で自己評価基基本的な流れになります。②にも述べた通り、チーム毎で自己評価基基本的な流れになります。②にも述べた通り、チーム毎で自己評価基基本的な流れになります。②にも述べた通り、チーム毎で自己評価基

準が異なる為、基本的にはチーム間の比較は行っておりません。③の検討作準が異なる為、基本的にはチーム間の比較は行っておりません。③の検討作準が異なる為、基本的にはチーム間の比較は行っておりません。③の検討作準が異なる為、基本的にはチーム間の比較は行っておりません。③の検討作

業で、実施した解決策が有効であったか検証をし、新たな目標、問題、問題業で、実施した解決策が有効であったか検証をし、新たな目標、問題、問題業で、実施した解決策が有効であったか検証をし、新たな目標、問題、問題業で、実施した解決策が有効であったか検証をし、新たな目標、問題、問題

点、解決策の設定を行います。点、解決策の設定を行います。点、解決策の設定を行います。点、解決策の設定を行います。    

    

    

    

    



３ 
 

CSCSCSCS マナー向上プログラムの目的マナー向上プログラムの目的マナー向上プログラムの目的マナー向上プログラムの目的    

    

CSCSCSCS マナー向上プログラムの最大の目的は、マナー向上プログラムの最大の目的は、マナー向上プログラムの最大の目的は、マナー向上プログラムの最大の目的は、CSCSCSCS・・・・ESESESES の向上です。過去の自分の向上です。過去の自分の向上です。過去の自分の向上です。過去の自分

と比較し現在の自分を見つめ直す事で個人のと比較し現在の自分を見つめ直す事で個人のと比較し現在の自分を見つめ直す事で個人のと比較し現在の自分を見つめ直す事で個人の CSCSCSCS 力が向上し続ける事を目指力が向上し続ける事を目指力が向上し続ける事を目指力が向上し続ける事を目指

しています。また、それを各チームで集計、検討作業を実施し、チーム力、しています。また、それを各チームで集計、検討作業を実施し、チーム力、しています。また、それを各チームで集計、検討作業を実施し、チーム力、しています。また、それを各チームで集計、検討作業を実施し、チーム力、

組織力の強化を図っています。組織力の強化を図っています。組織力の強化を図っています。組織力の強化を図っています。    

    

先にも述べた通り、先にも述べた通り、先にも述べた通り、先にも述べた通り、CSCSCSCS マナー向上プログラムはマナー向上プログラムはマナー向上プログラムはマナー向上プログラムは CSCSCSCS 活動（行動）の基礎の基活動（行動）の基礎の基活動（行動）の基礎の基活動（行動）の基礎の基

礎です。毎月同じ項目の繰り返しになりますが、ここは決しておろそかにで礎です。毎月同じ項目の繰り返しになりますが、ここは決しておろそかにで礎です。毎月同じ項目の繰り返しになりますが、ここは決しておろそかにで礎です。毎月同じ項目の繰り返しになりますが、ここは決しておろそかにで

きません。これから始まる、各チームのアニュアルリポート本文も、きません。これから始まる、各チームのアニュアルリポート本文も、きません。これから始まる、各チームのアニュアルリポート本文も、きません。これから始まる、各チームのアニュアルリポート本文も、CSCSCSCS マナマナマナマナ

ー向上プログラム活動の記録ですー向上プログラム活動の記録ですー向上プログラム活動の記録ですー向上プログラム活動の記録です。。。。    

CSCSCSCS 活動は、各企業によって、多種多様であるとは思いますが、医療法人社団活動は、各企業によって、多種多様であるとは思いますが、医療法人社団活動は、各企業によって、多種多様であるとは思いますが、医療法人社団活動は、各企業によって、多種多様であるとは思いますが、医療法人社団

さくら会のさくら会のさくら会のさくら会の CSCSCSCS 活動は「活動は「活動は「活動は「CSCSCSCS マナー向上プログラムにある」事を念頭に、マナー向上プログラムにある」事を念頭に、マナー向上プログラムにある」事を念頭に、マナー向上プログラムにある」事を念頭に、2010201020102010

年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度 CSCSCSCS アニュアルリポートをご清覧下さい。アニュアルリポートをご清覧下さい。アニュアルリポートをご清覧下さい。アニュアルリポートをご清覧下さい。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



４ 
 

別紙別紙別紙別紙 1111----1111    

    

2003.42003.42003.42003.4～～～～2005.32005.32005.32005.3    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

チーム名チーム名チーム名チーム名 氏名氏名氏名氏名

ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

挨拶・会釈・○○様挨拶・会釈・○○様挨拶・会釈・○○様挨拶・会釈・○○様 丁寧な言葉遣い丁寧な言葉遣い丁寧な言葉遣い丁寧な言葉遣い チーム目標チーム目標チーム目標チーム目標

（注）個人のチェック表です（注）個人のチェック表です（注）個人のチェック表です（注）個人のチェック表です

ＡＢＣに対し　完全に出来た◎　まあまあ出来た　出来なかった×ＡＢＣに対し　完全に出来た◎　まあまあ出来た　出来なかった×ＡＢＣに対し　完全に出来た◎　まあまあ出来た　出来なかった×ＡＢＣに対し　完全に出来た◎　まあまあ出来た　出来なかった×

を記入願いますを記入願いますを記入願いますを記入願います

日付日付日付日付

ＡＢＣチェック表ＡＢＣチェック表ＡＢＣチェック表ＡＢＣチェック表



５ 
 

別紙別紙別紙別紙 1111----2222    

    

2004.92004.92004.92004.9～～～～2007.32007.32007.32007.3    

さくら会ＣＳ目標（さくら会ＣＳ目標（さくら会ＣＳ目標（さくら会ＣＳ目標（10101010 項目）自己評価シート項目）自己評価シート項目）自己評価シート項目）自己評価シート    

    

    

    

　　『ミッション』･･･地域住民の健康を守り、増進する　　『ミッション』･･･地域住民の健康を守り、増進する　　『ミッション』･･･地域住民の健康を守り、増進する　　『ミッション』･･･地域住民の健康を守り、増進する

　　『ビジョン』･････地域社会から高く評価され、職員が生きがいを感じて、　　『ビジョン』･････地域社会から高く評価され、職員が生きがいを感じて、　　『ビジョン』･････地域社会から高く評価され、職員が生きがいを感じて、　　『ビジョン』･････地域社会から高く評価され、職員が生きがいを感じて、
　　　　　　　　　　 職務に励む組織・さくら会　　　　　　　　　　 職務に励む組織・さくら会　　　　　　　　　　 職務に励む組織・さくら会　　　　　　　　　　 職務に励む組織・さくら会

① 患者様には、常に笑顔で、心からのご挨拶・会釈をする

② 患者様には、常にお名前で『～様』とお呼びする

③ 患者様にはもちろん職員同士、常に感謝の気持ちを持つ

④ 患者様にはもちろん職員同士、常に丁寧な言葉遣いをする

⑤ 患者様にはもちろん職員同士、常に好き嫌いの感情を持たない

⑥ 患者様の言葉（気持ち・要望）を常にしっかり聞き、うけとめる

⑦ 常に身だしなみを整える

⑧ 常に整理・整頓・清潔に努める

⑨ 常に安全管理を意識する

⑩ 常に自己研鑽に励む

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

　※各項目につき ５：良く出来た
　　５段階で自己評価 ４：出来た

３：どちらともいえない
２：出来なかった
１：まったく出来なかった

日　　付

／　 ～　 ／

／　 ～　 ／

／　 ～　 ／

／　 ～　 ／

／　 ～　 ／

／　 ～　 ／

さくら会のミッション・ビジョンを常に意識して、さくら会のミッション・ビジョンを常に意識して、さくら会のミッション・ビジョンを常に意識して、さくら会のミッション・ビジョンを常に意識して、
全職員が一丸となり目標に向かって努力しよう。　全職員が一丸となり目標に向かって努力しよう。　全職員が一丸となり目標に向かって努力しよう。　全職員が一丸となり目標に向かって努力しよう。　

所　　属 氏　　名



６ 
 

別紙別紙別紙別紙 1111----3333    

    

2007.32007.32007.32007.3～～～～2011.32011.32011.32011.3    

    
    

『ミッション』『ミッション』『ミッション』『ミッション』

地域住民の健康を守り、その増進に専念する地域住民の健康を守り、その増進に専念する地域住民の健康を守り、その増進に専念する地域住民の健康を守り、その増進に専念する

『ビジョン』『ビジョン』『ビジョン』『ビジョン』

地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、

職務に励む、温かなさくら会職務に励む、温かなさくら会職務に励む、温かなさくら会職務に励む、温かなさくら会

お客様への心のこもったおもてなしと、快適さを提供しお客様への心のこもったおもてなしと、快適さを提供しお客様への心のこもったおもてなしと、快適さを提供しお客様への心のこもったおもてなしと、快適さを提供し

誇りと喜びに満ちた職場を作るために・・・誇りと喜びに満ちた職場を作るために・・・誇りと喜びに満ちた職場を作るために・・・誇りと喜びに満ちた職場を作るために・・・

① 心あたたまる、ご挨拶・会釈をする。

② お客様を、～様とお呼びする。

③ 心のこもった、丁寧な言葉遣いをする。

④ 感じの良い、身だしなみに留意する。

⑤ 妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。

※ お客様とは患者様、ご利用者様を言う。

① ② ③ ④ ⑤

　※各項目について ５：良く出来た
　　５段階で自己評価 ４：出来た

３：どちらともいえない
２：出来なかった
１：まったく出来なかった

日　　付

／　　 ～　　 ／

チーム

さくら会ＣＳ目標（5項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（5項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（5項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（5項目）自己評価シート

氏　名

／　　 ～　　 ／

／　　 ～　　 ／

／　　 ～　　 ／

／　　 ～　　 ／

／　　 ～　　 ／



７ 
 

別紙別紙別紙別紙 1111----4444    

 

2011.42011.42011.42011.4～～～～    

 

『ミッション』

地域住民の健康を守り、その増進に専念する

『ビジョン』

地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて

職務に励む、温かなさくら会

お客様への心のこもったおもてなしと快適さを提供し

誇りと喜びに満ちた職場を作るために・・・

　①　心温まるご挨拶・会釈をする

　②　お客様を～様とお呼びする

　③　心のこもった丁寧な言葉遣いをする

　④　感じの良い身だしなみに留意する

　⑤　妥協のない整理・整頓・清掃に留意する

　⑥　職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践

　※お客様とは、患者様、ご利用者様を言う

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

さくら会ＣＳ目標（６項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（６項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（６項目）自己評価シートさくら会ＣＳ目標（６項目）自己評価シート

日　　付

　　／　　　～　　　／　　

　　／　　　～　　　／　　

チーム 氏　名

　　／　　　～　　　／　　

　　／　　　～　　　／　　

　　／　　　～　　　／　　

　　／　　　～　　　／　　

※各項目について ５：良く出来た
５段階で自己評価 ４：出来た

３：どちらともいえない

２：出来なかった
１：全く出来なかった



８ 
 

別紙別紙別紙別紙 2222    

    

さくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデル    

    

    

    

    

    

現状：問題の事実は何か 期待：目標は何か？

　　　何を、どこまで、

　　　いつまでにやるか

目標を達成する時の問題点は？

問題を除去または克服する為の具体的手段は？

テーマ

問題の名称は

問題点

解決策



９ 
 

1111----2222    さくら会ＣＳマナーさくら会ＣＳマナーさくら会ＣＳマナーさくら会ＣＳマナー5555 項目とテスト＆ラーニング項目とテスト＆ラーニング項目とテスト＆ラーニング項目とテスト＆ラーニング    

    

竹内竹内竹内竹内    純也純也純也純也    
    

さくら会は、平成さくら会は、平成さくら会は、平成さくら会は、平成 19191919 年に年に年に年に ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001 の認証を取得した。私たちは、の認証を取得した。私たちは、の認証を取得した。私たちは、の認証を取得した。私たちは、医療・医療・医療・医療・

介護は介護は介護は介護はサービス業サービス業サービス業サービス業であると認識し、平成であると認識し、平成であると認識し、平成であると認識し、平成 15151515 年からは年からは年からは年からは CSCSCSCS（（（（CustomerCustomerCustomerCustomer    

SatisfactionSatisfactionSatisfactionSatisfaction：顧客満足）：顧客満足）：顧客満足）：顧客満足）活動に重点を置き、患者様の満足や安全を確保し、活動に重点を置き、患者様の満足や安全を確保し、活動に重点を置き、患者様の満足や安全を確保し、活動に重点を置き、患者様の満足や安全を確保し、

医療・介護サービスの質を向上させ、信頼を高めるためのシステム作りを最医療・介護サービスの質を向上させ、信頼を高めるためのシステム作りを最医療・介護サービスの質を向上させ、信頼を高めるためのシステム作りを最医療・介護サービスの質を向上させ、信頼を高めるためのシステム作りを最

優先優先優先優先にと考えてきたためである。にと考えてきたためである。にと考えてきたためである。にと考えてきたためである。ISOISOISOISO の取得からは約の取得からは約の取得からは約の取得からは約 5555 年年年年、、、、CSCSCSCS 活動につい活動につい活動につい活動につい

ては約ては約ては約ては約 9999 年年年年が経過した。“継続は力なり”と言うが、長く続けてきたからこそ、が経過した。“継続は力なり”と言うが、長く続けてきたからこそ、が経過した。“継続は力なり”と言うが、長く続けてきたからこそ、が経過した。“継続は力なり”と言うが、長く続けてきたからこそ、

得られたものも非常に大きなものと感じている。そこにはもう風土と呼べる得られたものも非常に大きなものと感じている。そこにはもう風土と呼べる得られたものも非常に大きなものと感じている。そこにはもう風土と呼べる得られたものも非常に大きなものと感じている。そこにはもう風土と呼べる

ほど、さくら会にはほど、さくら会にはほど、さくら会にはほど、さくら会には CSCSCSCS という“色”がつき始めているとさえ思う。本アニという“色”がつき始めているとさえ思う。本アニという“色”がつき始めているとさえ思う。本アニという“色”がつき始めているとさえ思う。本アニ

ュアルリポートでは、その風土の一部をご覧頂き、少しでもさくら会の色をュアルリポートでは、その風土の一部をご覧頂き、少しでもさくら会の色をュアルリポートでは、その風土の一部をご覧頂き、少しでもさくら会の色をュアルリポートでは、その風土の一部をご覧頂き、少しでもさくら会の色を

感じてもらえればと思う。それでは、さくら会の感じてもらえればと思う。それでは、さくら会の感じてもらえればと思う。それでは、さくら会の感じてもらえればと思う。それでは、さくら会の CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目とテスト項目とテスト項目とテスト項目とテスト

＆ラーニングについて以下の通り、説明する。＆ラーニングについて以下の通り、説明する。＆ラーニングについて以下の通り、説明する。＆ラーニングについて以下の通り、説明する。    

    

1.1.1.1.さくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデル    

2.2.2.2.テスト＆ラーニングテスト＆ラーニングテスト＆ラーニングテスト＆ラーニング    

3.3.3.3.おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

1.1.1.1.さくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデル    

    

    まず、今年度のアニュアルリポートまず、今年度のアニュアルリポートまず、今年度のアニュアルリポートまず、今年度のアニュアルリポートでは“テスト＆ラーニング”という言では“テスト＆ラーニング”という言では“テスト＆ラーニング”という言では“テスト＆ラーニング”という言

葉がキーワードとなっている。ただ、その説明をする前に、以前のアニュア葉がキーワードとなっている。ただ、その説明をする前に、以前のアニュア葉がキーワードとなっている。ただ、その説明をする前に、以前のアニュア葉がキーワードとなっている。ただ、その説明をする前に、以前のアニュア

ルリポートを復習しておく必要がある。ルリポートを復習しておく必要がある。ルリポートを復習しておく必要がある。ルリポートを復習しておく必要がある。2006200620062006 年、年、年、年、2007200720072007 年度版のアニュアル年度版のアニュアル年度版のアニュアル年度版のアニュアル

リポートをご覧頂くと、その当時の取組みとしては、“問題点は何か？”まず、リポートをご覧頂くと、その当時の取組みとしては、“問題点は何か？”まず、リポートをご覧頂くと、その当時の取組みとしては、“問題点は何か？”まず、リポートをご覧頂くと、その当時の取組みとしては、“問題点は何か？”まず、

問題点の抽出とその原因を探る事に注力していることがお解かりになると思問題点の抽出とその原因を探る事に注力していることがお解かりになると思問題点の抽出とその原因を探る事に注力していることがお解かりになると思問題点の抽出とその原因を探る事に注力していることがお解かりになると思

う。う。う。う。（＊さくら会（＊さくら会（＊さくら会（＊さくら会 2006200620062006 年度年度年度年度 CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    第第第第 1111 章～第章～第章～第章～第 5555 章（章（章（章（P3P3P3P3----P62P62P62P62）、さくら会）、さくら会）、さくら会）、さくら会

2007200720072007 年度年度年度年度 CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    第第第第 1111 章～第章～第章～第章～第 5555 章（章（章（章（P8P8P8P8----P75)P75)P75)P75)参照）参照）参照）参照）    

    ｢さくら会問題解決モデル｢さくら会問題解決モデル｢さくら会問題解決モデル｢さくら会問題解決モデル((((ＹＹＹＹＨモデルＨモデルＨモデルＨモデル))))｣｣｣｣（＊次頁（＊次頁（＊次頁（＊次頁    図１参照）図１参照）図１参照）図１参照）を用いて、あるテを用いて、あるテを用いて、あるテを用いて、あるテ

ーマ（問題）に対して現状と期待のギャップ（＝問題点）は何なのか、そしーマ（問題）に対して現状と期待のギャップ（＝問題点）は何なのか、そしーマ（問題）に対して現状と期待のギャップ（＝問題点）は何なのか、そしーマ（問題）に対して現状と期待のギャップ（＝問題点）は何なのか、そし

てその原因となっているものは何なのか、それを探る事で改善に繋げていく。てその原因となっているものは何なのか、それを探る事で改善に繋げていく。てその原因となっているものは何なのか、それを探る事で改善に繋げていく。てその原因となっているものは何なのか、それを探る事で改善に繋げていく。

これを繰り返し完成したのがこれを繰り返し完成したのがこれを繰り返し完成したのがこれを繰り返し完成したのが 2006200620062006 年、年、年、年、2007200720072007 年度版のリポートであった。つ年度版のリポートであった。つ年度版のリポートであった。つ年度版のリポートであった。つ

まり、問題の抽出とその原因の発見に重きを置いており、改善というアクシまり、問題の抽出とその原因の発見に重きを置いており、改善というアクシまり、問題の抽出とその原因の発見に重きを置いており、改善というアクシまり、問題の抽出とその原因の発見に重きを置いており、改善というアクシ

ョンについては、若干弱かったということが後で解ってきたのである。そこョンについては、若干弱かったということが後で解ってきたのである。そこョンについては、若干弱かったということが後で解ってきたのである。そこョンについては、若干弱かったということが後で解ってきたのである。そこ

で、で、で、で、2008200820082008 年、年、年、年、2009200920092009 年度版年度版年度版年度版アニュアルリポートのキーワードでもある“テスアニュアルリポートのキーワードでもある“テスアニュアルリポートのキーワードでもある“テスアニュアルリポートのキーワードでもある“テス

ト＆ラーニング”という手法にたどり着いた。ト＆ラーニング”という手法にたどり着いた。ト＆ラーニング”という手法にたどり着いた。ト＆ラーニング”という手法にたどり着いた。    
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    言ってみれば、さくら会問題解決モデルの解決策の部分をより深いものに言ってみれば、さくら会問題解決モデルの解決策の部分をより深いものに言ってみれば、さくら会問題解決モデルの解決策の部分をより深いものに言ってみれば、さくら会問題解決モデルの解決策の部分をより深いものに

するための手法ということが言える。そして今回のリポートでは、チーム毎するための手法ということが言える。そして今回のリポートでは、チーム毎するための手法ということが言える。そして今回のリポートでは、チーム毎するための手法ということが言える。そして今回のリポートでは、チーム毎

にににに CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目について、このテスト＆ラーニングを繰り返した。項目について、このテスト＆ラーニングを繰り返した。項目について、このテスト＆ラーニングを繰り返した。項目について、このテスト＆ラーニングを繰り返した。    

図図図図１１１１：：：：さくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデルさくら会問題解決モデル    
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2.2.2.2.テスト＆ラーニングテスト＆ラーニングテスト＆ラーニングテスト＆ラーニング    

    

テスト＆ラーニングとはテスト＆ラーニングとはテスト＆ラーニングとはテスト＆ラーニングとは ISOISOISOISO で言うところので言うところので言うところので言うところの PDCAPDCAPDCAPDCA（（（（PlanPlanPlanPlan：計画、：計画、：計画、：計画、DoDoDoDo：：：：

実行、実行、実行、実行、CheckCheckCheckCheck：検証、：検証、：検証、：検証、ActionActionActionAction：改善）にあたるが、組織が経営していく上で：改善）にあたるが、組織が経営していく上で：改善）にあたるが、組織が経営していく上で：改善）にあたるが、組織が経営していく上で

非常に重要になってくる考え方である。私たちさくら会においても非常に重要になってくる考え方である。私たちさくら会においても非常に重要になってくる考え方である。私たちさくら会においても非常に重要になってくる考え方である。私たちさくら会においても CSCSCSCS 向上向上向上向上

への取組みとして、さまざまな問題をこのテスト＆ラーニングに当てはめてへの取組みとして、さまざまな問題をこのテスト＆ラーニングに当てはめてへの取組みとして、さまざまな問題をこのテスト＆ラーニングに当てはめてへの取組みとして、さまざまな問題をこのテスト＆ラーニングに当てはめて

考えてきた。その１つが、考えてきた。その１つが、考えてきた。その１つが、考えてきた。その１つが、CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目である。次章から実際に各チーム項目である。次章から実際に各チーム項目である。次章から実際に各チーム項目である。次章から実際に各チーム

が実践してきたが実践してきたが実践してきたが実践してきた CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目の分析について紹介するが、その前にテス項目の分析について紹介するが、その前にテス項目の分析について紹介するが、その前にテス項目の分析について紹介するが、その前にテス

ト＆ラーニングの基本的な考え方について簡単に概要を記す。ト＆ラーニングの基本的な考え方について簡単に概要を記す。ト＆ラーニングの基本的な考え方について簡単に概要を記す。ト＆ラーニングの基本的な考え方について簡単に概要を記す。    

    テスト＆ラーニングというのは極めて科学的な考え方になっている。簡単テスト＆ラーニングというのは極めて科学的な考え方になっている。簡単テスト＆ラーニングというのは極めて科学的な考え方になっている。簡単テスト＆ラーニングというのは極めて科学的な考え方になっている。簡単

に言えば、あらゆる業務におけるプロセス自体を科学的に実験するというこに言えば、あらゆる業務におけるプロセス自体を科学的に実験するというこに言えば、あらゆる業務におけるプロセス自体を科学的に実験するというこに言えば、あらゆる業務におけるプロセス自体を科学的に実験するというこ

ととととである。順番に言うと、まずはである。順番に言うと、まずはである。順番に言うと、まずはである。順番に言うと、まずは    １）ブレーンストーミング（用語解説補１）ブレーンストーミング（用語解説補１）ブレーンストーミング（用語解説補１）ブレーンストーミング（用語解説補

足の項参照）、つまりアイデア、仮説を立てることから始まる。続いて、２）足の項参照）、つまりアイデア、仮説を立てることから始まる。続いて、２）足の項参照）、つまりアイデア、仮説を立てることから始まる。続いて、２）足の項参照）、つまりアイデア、仮説を立てることから始まる。続いて、２）

立てた仮説に基づいた実験を計画し、３）実験を試みる。４）そこで得た実立てた仮説に基づいた実験を計画し、３）実験を試みる。４）そこで得た実立てた仮説に基づいた実験を計画し、３）実験を試みる。４）そこで得た実立てた仮説に基づいた実験を計画し、３）実験を試みる。４）そこで得た実

験結果を分析し、５）どのように展開していくのか計画し、６）最後に展開験結果を分析し、５）どのように展開していくのか計画し、６）最後に展開験結果を分析し、５）どのように展開していくのか計画し、６）最後に展開験結果を分析し、５）どのように展開していくのか計画し、６）最後に展開

する。この一連の流れがテスト＆ラーニングである。それでは、各段階の留する。この一連の流れがテスト＆ラーニングである。それでは、各段階の留する。この一連の流れがテスト＆ラーニングである。それでは、各段階の留する。この一連の流れがテスト＆ラーニングである。それでは、各段階の留

意点を含め、もう少し詳しくみてみる。意点を含め、もう少し詳しくみてみる。意点を含め、もう少し詳しくみてみる。意点を含め、もう少し詳しくみてみる。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

図図図図２２２２：テスト＆ラーニング：テスト＆ラーニング：テスト＆ラーニング：テスト＆ラーニング    フローフローフローフロー    

＊アプライド・プレディクティブ・テクノロジーズの「実験と学習ホイール」：一部改変  
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これは、テスト＆ラーニングをフローにしたものである。このフロー（図これは、テスト＆ラーニングをフローにしたものである。このフロー（図これは、テスト＆ラーニングをフローにしたものである。このフロー（図これは、テスト＆ラーニングをフローにしたものである。このフロー（図

2222）に沿って、実験と展開を繰り返していく。各段階には次の留意点がある。）に沿って、実験と展開を繰り返していく。各段階には次の留意点がある。）に沿って、実験と展開を繰り返していく。各段階には次の留意点がある。）に沿って、実験と展開を繰り返していく。各段階には次の留意点がある。    

    

    ①①①①    仮説を立てる仮説を立てる仮説を立てる仮説を立てる    

1.1.1.1. 仮説が実行可能であるのか仮説が実行可能であるのか仮説が実行可能であるのか仮説が実行可能であるのか    

2.2.2.2. 過去に同じ仮説を立て、実験されていないか過去に同じ仮説を立て、実験されていないか過去に同じ仮説を立て、実験されていないか過去に同じ仮説を立て、実験されていないか    

3.3.3.3. 効果が期待できるか効果が期待できるか効果が期待できるか効果が期待できるか    

②②②②    実験を計画する実験を計画する実験を計画する実験を計画する    

1.1.1.1. 有意な結果を出すために十分な実験か（サンプル数、時間等）有意な結果を出すために十分な実験か（サンプル数、時間等）有意な結果を出すために十分な実験か（サンプル数、時間等）有意な結果を出すために十分な実験か（サンプル数、時間等）    

2.2.2.2. 過去の類似した実験が妥当であったか過去の類似した実験が妥当であったか過去の類似した実験が妥当であったか過去の類似した実験が妥当であったか    

3.3.3.3. 評価指標は定めているか評価指標は定めているか評価指標は定めているか評価指標は定めているか    

③③③③    実験を試みる実験を試みる実験を試みる実験を試みる    

1.1.1.1. 実験についての情報が共有されているか、問題点を洗い出している実験についての情報が共有されているか、問題点を洗い出している実験についての情報が共有されているか、問題点を洗い出している実験についての情報が共有されているか、問題点を洗い出している

かかかか    

2.2.2.2. 問題が発生した際の報告体制が整備されているか問題が発生した際の報告体制が整備されているか問題が発生した際の報告体制が整備されているか問題が発生した際の報告体制が整備されているか    

3.3.3.3. 実験によって職員に悪影響が出ないように人的資源がマネジメント実験によって職員に悪影響が出ないように人的資源がマネジメント実験によって職員に悪影響が出ないように人的資源がマネジメント実験によって職員に悪影響が出ないように人的資源がマネジメント

されているかされているかされているかされているか    

    ④④④④    結果を分析する結果を分析する結果を分析する結果を分析する    

1.1.1.1. 実験結果が有意であるか実験結果が有意であるか実験結果が有意であるか実験結果が有意であるか    

2.2.2.2. 実験結果をデータ化し、分析に用いることができるか実験結果をデータ化し、分析に用いることができるか実験結果をデータ化し、分析に用いることができるか実験結果をデータ化し、分析に用いることができるか    

3.3.3.3. さらに継続して実験が必要かどうかさらに継続して実験が必要かどうかさらに継続して実験が必要かどうかさらに継続して実験が必要かどうか    

    ⑤⑤⑤⑤    どのように展開するのかを計画するどのように展開するのかを計画するどのように展開するのかを計画するどのように展開するのかを計画する    

1.1.1.1. 他に関連したケースがあるか、水平展開が必要か他に関連したケースがあるか、水平展開が必要か他に関連したケースがあるか、水平展開が必要か他に関連したケースがあるか、水平展開が必要か    

2.2.2.2. 展開することのメリット、デメリットを正しく理解しているか、バ展開することのメリット、デメリットを正しく理解しているか、バ展開することのメリット、デメリットを正しく理解しているか、バ展開することのメリット、デメリットを正しく理解しているか、バ

ランスがとられているかランスがとられているかランスがとられているかランスがとられているか    

⑥⑥⑥⑥    展開する展開する展開する展開する    

1.1.1.1. 時期をずらしながら展開し、展開そのものを実験とみなしているか時期をずらしながら展開し、展開そのものを実験とみなしているか時期をずらしながら展開し、展開そのものを実験とみなしているか時期をずらしながら展開し、展開そのものを実験とみなしているか    

2.2.2.2. 先に出た成果を確認し、修正しながら展開されているか先に出た成果を確認し、修正しながら展開されているか先に出た成果を確認し、修正しながら展開されているか先に出た成果を確認し、修正しながら展開されているか    

3.3.3.3. 展開における戦略、戦術が共有されているか展開における戦略、戦術が共有されているか展開における戦略、戦術が共有されているか展開における戦略、戦術が共有されているか    

    

このように幾つかの点に留意しながら、実験と展開を繰り返していき、常このように幾つかの点に留意しながら、実験と展開を繰り返していき、常このように幾つかの点に留意しながら、実験と展開を繰り返していき、常このように幾つかの点に留意しながら、実験と展開を繰り返していき、常

にその改善を図っていくことがテスト＆ラーニングの重要な点である。そしにその改善を図っていくことがテスト＆ラーニングの重要な点である。そしにその改善を図っていくことがテスト＆ラーニングの重要な点である。そしにその改善を図っていくことがテスト＆ラーニングの重要な点である。そし

て、忘れてはならないのが、一連の実験についてのデータを自身の財産として、忘れてはならないのが、一連の実験についてのデータを自身の財産として、忘れてはならないのが、一連の実験についてのデータを自身の財産として、忘れてはならないのが、一連の実験についてのデータを自身の財産とし

て保有することである。そして、後の実験を展開する際の貴重な情報としてて保有することである。そして、後の実験を展開する際の貴重な情報としてて保有することである。そして、後の実験を展開する際の貴重な情報としてて保有することである。そして、後の実験を展開する際の貴重な情報として

記録しておくことが言うまでもなく必須であり、本アニュアルリポートがま記録しておくことが言うまでもなく必須であり、本アニュアルリポートがま記録しておくことが言うまでもなく必須であり、本アニュアルリポートがま記録しておくことが言うまでもなく必須であり、本アニュアルリポートがま

さしくそれにあたる。さしくそれにあたる。さしくそれにあたる。さしくそれにあたる。    
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3.3.3.3.おわりにおわりにおわりにおわりに    

さて、テスト＆ラーニングについて、概要をさて、テスト＆ラーニングについて、概要をさて、テスト＆ラーニングについて、概要をさて、テスト＆ラーニングについて、概要を簡単に記した。しかし、それ簡単に記した。しかし、それ簡単に記した。しかし、それ簡単に記した。しかし、それ

を実践するのは簡単な事ではなく非常に根気が必要とされる。そこにはたくを実践するのは簡単な事ではなく非常に根気が必要とされる。そこにはたくを実践するのは簡単な事ではなく非常に根気が必要とされる。そこにはたくを実践するのは簡単な事ではなく非常に根気が必要とされる。そこにはたく

さんの苦労もある。各チームのコーチによる、この極めて科学的な、そしてさんの苦労もある。各チームのコーチによる、この極めて科学的な、そしてさんの苦労もある。各チームのコーチによる、この極めて科学的な、そしてさんの苦労もある。各チームのコーチによる、この極めて科学的な、そして

努力の結晶によって完成したリポートを是非ご覧頂きたい。努力の結晶によって完成したリポートを是非ご覧頂きたい。努力の結晶によって完成したリポートを是非ご覧頂きたい。努力の結晶によって完成したリポートを是非ご覧頂きたい。    

最後に、本アニュアルリポートの作成にあたり多大なお力添えを頂いた、最後に、本アニュアルリポートの作成にあたり多大なお力添えを頂いた、最後に、本アニュアルリポートの作成にあたり多大なお力添えを頂いた、最後に、本アニュアルリポートの作成にあたり多大なお力添えを頂いた、

森田孝文理事長、牛島秀一先生をはじめ、各関係者の方々に感謝申し上げる。森田孝文理事長、牛島秀一先生をはじめ、各関係者の方々に感謝申し上げる。森田孝文理事長、牛島秀一先生をはじめ、各関係者の方々に感謝申し上げる。森田孝文理事長、牛島秀一先生をはじめ、各関係者の方々に感謝申し上げる。    

    

    

    

    

参考文献・資料参考文献・資料参考文献・資料参考文献・資料    

    
トーマス・Ｈ・ダベンポートトーマス・Ｈ・ダベンポートトーマス・Ｈ・ダベンポートトーマス・Ｈ・ダベンポート((((バブソン大学バブソン大学バブソン大学バブソン大学    教授教授教授教授))))    
『『『『科学的実験で仮説を検証する経営科学的実験で仮説を検証する経営科学的実験で仮説を検証する経営科学的実験で仮説を検証する経営    テスト･アンド･ラーニング』テスト･アンド･ラーニング』テスト･アンド･ラーニング』テスト･アンド･ラーニング』    

DIAMOND DIAMOND DIAMOND DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビューハーバード・ビジネス・レビューハーバード・ビジネス・レビューハーバード・ビジネス・レビュー    2009200920092009 年年年年 7777 月号月号月号月号 p.54p.54p.54p.54----60606060    
        
森田孝文『森田孝文『森田孝文『森田孝文『2006200620062006 年年年年    CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    

～地域からの高い評価を目指して～』～地域からの高い評価を目指して～』～地域からの高い評価を目指して～』～地域からの高い評価を目指して～』2007200720072007 年年年年        
さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    

森田孝文『森田孝文『森田孝文『森田孝文『2007200720072007 年年年年    CSCSCSCS アニュアルレポート』アニュアルレポート』アニュアルレポート』アニュアルレポート』2008200820082008 年年年年        
さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    

森田孝文『森田孝文『森田孝文『森田孝文『2008200820082008、、、、9999 年年年年    CSCSCSCS アニュアルレポート』アニュアルレポート』アニュアルレポート』アニュアルレポート』2010201020102010 年年年年        
さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    

    

    

    

    

    

    

    

    

森田病院森田病院森田病院森田病院    医事課医事課医事課医事課 

                                                                さくら会ＩＳＯ運営責任者さくら会ＩＳＯ運営責任者さくら会ＩＳＯ運営責任者さくら会ＩＳＯ運営責任者    
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1111----3333    さくら会さくら会さくら会さくら会 LTDLTDLTDLTD とととと LTLLTLLTLLTL とはとはとはとは    

    

    笹井笹井笹井笹井    正浩正浩正浩正浩    

    

    

    さくら会が行っている学習スタイルは、我々が今まで学んできた学習法とさくら会が行っている学習スタイルは、我々が今まで学んできた学習法とさくら会が行っている学習スタイルは、我々が今まで学んできた学習法とさくら会が行っている学習スタイルは、我々が今まで学んできた学習法と

少し異なっている。前者は少し異なっている。前者は少し異なっている。前者は少し異なっている。前者は LTDLTDLTDLTD（（（（Learning Through DiscussionLearning Through DiscussionLearning Through DiscussionLearning Through Discussion の略）で、の略）で、の略）で、の略）で、

話し合い学習法と言われる。後者は話し合い学習法と言われる。後者は話し合い学習法と言われる。後者は話し合い学習法と言われる。後者は LTLLTLLTLLTL（（（（Learning Through LectureLearning Through LectureLearning Through LectureLearning Through Lecture の略）の略）の略）の略）

である。以下にさくら会である。以下にさくら会である。以下にさくら会である。以下にさくら会 LTDLTDLTDLTD について説明したいと思う。について説明したいと思う。について説明したいと思う。について説明したいと思う。    

    

１．１．１．１．    LTDLTDLTDLTD 学習の目的学習の目的学習の目的学習の目的    

２．２．２．２．    パラダイム・シフトパラダイム・シフトパラダイム・シフトパラダイム・シフト    

３．３．３．３．    LTDLTDLTDLTD 学習の利点学習の利点学習の利点学習の利点    

４．４．４．４．    LTDLTDLTDLTD 学習の方法学習の方法学習の方法学習の方法    

５．５．５．５．    2011201120112011 年における年における年における年における LTDLTDLTDLTD 学習学習学習学習    

    

１．１．１．１．LTDLTDLTDLTD 学習の目的学習の目的学習の目的学習の目的    

LTDLTDLTDLTD 学習は、話し合い（討議）という学習は、話し合い（討議）という学習は、話し合い（討議）という学習は、話し合い（討議）という方法により協調性を育み、話し合い方法により協調性を育み、話し合い方法により協調性を育み、話し合い方法により協調性を育み、話し合い

のための準備（事前学習）を自発的に行うことによって、自主的学習の習慣のための準備（事前学習）を自発的に行うことによって、自主的学習の習慣のための準備（事前学習）を自発的に行うことによって、自主的学習の習慣のための準備（事前学習）を自発的に行うことによって、自主的学習の習慣

を形成することを目的とする。さくら会では、職種の異なる者でグループ討を形成することを目的とする。さくら会では、職種の異なる者でグループ討を形成することを目的とする。さくら会では、職種の異なる者でグループ討を形成することを目的とする。さくら会では、職種の異なる者でグループ討

議を行うことで、コミュニケーション能力向上とスムーズな部署間連携の構議を行うことで、コミュニケーション能力向上とスムーズな部署間連携の構議を行うことで、コミュニケーション能力向上とスムーズな部署間連携の構議を行うことで、コミュニケーション能力向上とスムーズな部署間連携の構

築を目指している。築を目指している。築を目指している。築を目指している。    

    

２．パラダイム・シフト２．パラダイム・シフト２．パラダイム・シフト２．パラダイム・シフト    

    パラダイム（パラダイム（パラダイム（パラダイム（paradigmparadigmparadigmparadigm）とは、理論的枠組み、模範などと訳されることが）とは、理論的枠組み、模範などと訳されることが）とは、理論的枠組み、模範などと訳されることが）とは、理論的枠組み、模範などと訳されることが

多く、最近は既成概念と訳される場合もある。パラダイム・シフトとは既成多く、最近は既成概念と訳される場合もある。パラダイム・シフトとは既成多く、最近は既成概念と訳される場合もある。パラダイム・シフトとは既成多く、最近は既成概念と訳される場合もある。パラダイム・シフトとは既成

概念を変える、発想の転換を意味し、さくら会の研修スタイルも、知識を得概念を変える、発想の転換を意味し、さくら会の研修スタイルも、知識を得概念を変える、発想の転換を意味し、さくら会の研修スタイルも、知識を得概念を変える、発想の転換を意味し、さくら会の研修スタイルも、知識を得

る学習（る学習（る学習（る学習（=LTL=LTL=LTL=LTL）から知恵を出す学習（）から知恵を出す学習（）から知恵を出す学習（）から知恵を出す学習（=LTD=LTD=LTD=LTD）へとパラダイム・シフトして）へとパラダイム・シフトして）へとパラダイム・シフトして）へとパラダイム・シフトして

いる。自ら考え行動する能力を養うことにいる。自ら考え行動する能力を養うことにいる。自ら考え行動する能力を養うことにいる。自ら考え行動する能力を養うことに LTDLTDLTDLTD 学習は有効である。学習は有効である。学習は有効である。学習は有効である。    

    

３．３．３．３．LTDLTDLTDLTD 学習の利点学習の利点学習の利点学習の利点    

    LTDLTDLTDLTD 学習の利点として、次の４点があげられる。学習の利点として、次の４点があげられる。学習の利点として、次の４点があげられる。学習の利点として、次の４点があげられる。    

（１）（１）（１）（１）    事前学習により、内容を自分の言葉で確かめていくことで、事前学習により、内容を自分の言葉で確かめていくことで、事前学習により、内容を自分の言葉で確かめていくことで、事前学習により、内容を自分の言葉で確かめていくことで、    

自分のものとなる。自分のものとなる。自分のものとなる。自分のものとなる。    

（２）（２）（２）（２）    要点を自分の言葉でまとめる力がつく。要点を自分の言葉でまとめる力がつく。要点を自分の言葉でまとめる力がつく。要点を自分の言葉でまとめる力がつく。    

※上記２点は、プレゼンテーション・スキル向上につながる。※上記２点は、プレゼンテーション・スキル向上につながる。※上記２点は、プレゼンテーション・スキル向上につながる。※上記２点は、プレゼンテーション・スキル向上につながる。    
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（３）（３）（３）（３）    主体的に学んでいるという充実感・やりがいを感じることが主体的に学んでいるという充実感・やりがいを感じることが主体的に学んでいるという充実感・やりがいを感じることが主体的に学んでいるという充実感・やりがいを感じることが    

できる。できる。できる。できる。    

（４）（４）（４）（４）    話し合いにより他人の考えを受け入れ、自分の考えを伝える話し合いにより他人の考えを受け入れ、自分の考えを伝える話し合いにより他人の考えを受け入れ、自分の考えを伝える話し合いにより他人の考えを受け入れ、自分の考えを伝える    

ことで、新たな気づきことで、新たな気づきことで、新たな気づきことで、新たな気づきが促進される。が促進される。が促進される。が促進される。    

※この二つは、※この二つは、※この二つは、※この二つは、ESESESES・・・・CSCSCSCS と深く関連付けられる。と深く関連付けられる。と深く関連付けられる。と深く関連付けられる。    

    

４．４．４．４．LTDLTDLTDLTD 学習の方法学習の方法学習の方法学習の方法    

さくら会では、下記の点に留意しさくら会では、下記の点に留意しさくら会では、下記の点に留意しさくら会では、下記の点に留意し LTDLTDLTDLTD 学習を行っている。学習を行っている。学習を行っている。学習を行っている。    

（１）（１）（１）（１）    職種の異なる５～６名程度のグループで行う。職種の異なる５～６名程度のグループで行う。職種の異なる５～６名程度のグループで行う。職種の異なる５～６名程度のグループで行う。    

（２）（２）（２）（２）    事前学習でまとめた自分の意見を述べる。事前学習でまとめた自分の意見を述べる。事前学習でまとめた自分の意見を述べる。事前学習でまとめた自分の意見を述べる。    

ブレーン・ストーミング（用語解説補足の項参照）ブレーン・ストーミング（用語解説補足の項参照）ブレーン・ストーミング（用語解説補足の項参照）ブレーン・ストーミング（用語解説補足の項参照）注１注１注１注１を用いて討議をを用いて討議をを用いて討議をを用いて討議を

行う。行う。行う。行う。    

（３）（３）（３）（３）    グループ内でリーダーを決める。グループ内でリーダーを決める。グループ内でリーダーを決める。グループ内でリーダーを決める。    

リーダーは、司会進行役を務め、最終的な意見を取りまとめる。リーダーは、司会進行役を務め、最終的な意見を取りまとめる。リーダーは、司会進行役を務め、最終的な意見を取りまとめる。リーダーは、司会進行役を務め、最終的な意見を取りまとめる。    

（４）（４）（４）（４）    参加者は対等な関係を保つ。参加者は対等な関係を保つ。参加者は対等な関係を保つ。参加者は対等な関係を保つ。    

（５）（５）（５）（５）    プレゼンテーション（用語解説補足の項参照）にて、グループとしてプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）にて、グループとしてプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）にて、グループとしてプレゼンテーション（用語解説補足の項参照）にて、グループとして

の意見を発表する。の意見を発表する。の意見を発表する。の意見を発表する。    

（６）（６）（６）（６）    研修終了後１週間以内にレポートを提出する。研修終了後１週間以内にレポートを提出する。研修終了後１週間以内にレポートを提出する。研修終了後１週間以内にレポートを提出する。    

    

５．５．５．５．2011201120112011 年における年における年における年における LTDLTDLTDLTD 学習学習学習学習    

    さくら会ではさくら会ではさくら会ではさくら会では 2011201120112011 年に、年に、年に、年に、CSCSCSCS リーダー育成研修を３回（４月、８月、９月）、リーダー育成研修を３回（４月、８月、９月）、リーダー育成研修を３回（４月、８月、９月）、リーダー育成研修を３回（４月、８月、９月）、

CSCSCSCS 全体研修会を１回（６月・７月に分散）開催している。年々研修会のレベ全体研修会を１回（６月・７月に分散）開催している。年々研修会のレベ全体研修会を１回（６月・７月に分散）開催している。年々研修会のレベ全体研修会を１回（６月・７月に分散）開催している。年々研修会のレベ

ルも上がり、プレゼンテーション・スキルも向上している。また、質問も活ルも上がり、プレゼンテーション・スキルも向上している。また、質問も活ルも上がり、プレゼンテーション・スキルも向上している。また、質問も活ルも上がり、プレゼンテーション・スキルも向上している。また、質問も活

発に出るようになってきたのは、個人の学習意欲の高まりではないかと思う。発に出るようになってきたのは、個人の学習意欲の高まりではないかと思う。発に出るようになってきたのは、個人の学習意欲の高まりではないかと思う。発に出るようになってきたのは、個人の学習意欲の高まりではないかと思う。    

    

    最後に、最後に、最後に、最後に、2011201120112011 年年年年 CSCSCSCS アニュアル・リポートに寄稿できたことを感謝し、さアニュアル・リポートに寄稿できたことを感謝し、さアニュアル・リポートに寄稿できたことを感謝し、さアニュアル・リポートに寄稿できたことを感謝し、さ

くら会くら会くら会くら会 LTDLTDLTDLTD についての説明を終わりたい。についての説明を終わりたい。についての説明を終わりたい。についての説明を終わりたい。    

    

    

注１注１注１注１    ブレーンストーミング（ブレーンストーミング（ブレーンストーミング（ブレーンストーミング（BrainstormingBrainstormingBrainstormingBrainstorming）は、アレックス・）は、アレックス・）は、アレックス・）は、アレックス・FFFF・オズボーン・オズボーン・オズボーン・オズボーン    

によって考案された会議方式のひとつであり、集団思考とも呼ばれている。によって考案された会議方式のひとつであり、集団思考とも呼ばれている。によって考案された会議方式のひとつであり、集団思考とも呼ばれている。によって考案された会議方式のひとつであり、集団思考とも呼ばれている。    

    

    

    

    

森田病院森田病院森田病院森田病院    医事課医事課医事課医事課    

 



１６ 
 

    

    

    

    

第第第第 2222 章章章章    

    

さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    
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2222----1111    AAAA チームさくら会チームさくら会チームさくら会チームさくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    

2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度    

    

    

    

『心からの笑顔・ご挨拶をもとめて』『心からの笑顔・ご挨拶をもとめて』『心からの笑顔・ご挨拶をもとめて』『心からの笑顔・ご挨拶をもとめて』    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

AAAA チームチームチームチーム    

一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟    

石立石立石立石立        美和美和美和美和    

    

一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟    

中西中西中西中西    恵恵恵恵    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

医療はサービス業であるという言葉があるように、医療も質が問われる時代医療はサービス業であるという言葉があるように、医療も質が問われる時代医療はサービス業であるという言葉があるように、医療も質が問われる時代医療はサービス業であるという言葉があるように、医療も質が問われる時代

になってきた。有名な医師がいることや看護や介護、療養環境が良いこともになってきた。有名な医師がいることや看護や介護、療養環境が良いこともになってきた。有名な医師がいることや看護や介護、療養環境が良いこともになってきた。有名な医師がいることや看護や介護、療養環境が良いことも

顧客満足を高める要素となりうるが、それ以上に人の対応や態度、顧客満足を高める要素となりうるが、それ以上に人の対応や態度、顧客満足を高める要素となりうるが、それ以上に人の対応や態度、顧客満足を高める要素となりうるが、それ以上に人の対応や態度、MOTMOTMOTMOT（人（人（人（人

と人との接点）が顧客満足に大きな影響を及ぼすことがわかった。と人との接点）が顧客満足に大きな影響を及ぼすことがわかった。と人との接点）が顧客満足に大きな影響を及ぼすことがわかった。と人との接点）が顧客満足に大きな影響を及ぼすことがわかった。（参考・ヤ（参考・ヤ（参考・ヤ（参考・ヤ

ン・カールセン著：真実の瞬間）ン・カールセン著：真実の瞬間）ン・カールセン著：真実の瞬間）ン・カールセン著：真実の瞬間）    

    

さくら会では、患者様に選ばれる病院になるため、さくら会では、患者様に選ばれる病院になるため、さくら会では、患者様に選ばれる病院になるため、さくら会では、患者様に選ばれる病院になるため、2003200320032003 年に年に年に年に CSCSCSCS プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク

トを発足し、現在までトを発足し、現在までトを発足し、現在までトを発足し、現在まで CSCSCSCS 活動を継続してきた。マナー向上分析表を活動を継続してきた。マナー向上分析表を活動を継続してきた。マナー向上分析表を活動を継続してきた。マナー向上分析表を 5555 項目項目項目項目

として毎月職員に配布し評価分析していたが、として毎月職員に配布し評価分析していたが、として毎月職員に配布し評価分析していたが、として毎月職員に配布し評価分析していたが、2011201120112011 年からは新たに「職員同年からは新たに「職員同年からは新たに「職員同年からは新たに「職員同

士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践」というテーマもマナー分析の中に組み士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践」というテーマもマナー分析の中に組み士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践」というテーマもマナー分析の中に組み士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践」というテーマもマナー分析の中に組み

込まれ込まれ込まれ込まれ 6666 項目からなる評価分析をすることとなった。その中で項目からなる評価分析をすることとなった。その中で項目からなる評価分析をすることとなった。その中で項目からなる評価分析をすることとなった。その中で AAAA チームがチームがチームがチームが

2010201020102010 年年年年 4444 月月月月 1111 日から日から日から日から 2011201120112011 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日まで取り組んできた日まで取り組んできた日まで取り組んできた日まで取り組んできた CSCSCSCS 活動を報告活動を報告活動を報告活動を報告

する。する。する。する。    

    

    

１．１．１．１．    2010201020102010 年度（年度（年度（年度（2010201020102010 年年年年 3333 月以前）の状態月以前）の状態月以前）の状態月以前）の状態    

１）１）１）１）AAAA チームとはチームとはチームとはチームとは    

２）２）２）２）AAAA チームの問題点チームの問題点チームの問題点チームの問題点    

３）３）３）３）AAAA チームの現状チームの現状チームの現状チームの現状    

４）４）４）４）AAAA チームの目標（チームの目標（チームの目標（チームの目標（2010201020102010 年年年年 4444 月以降）月以降）月以降）月以降）    

２．２．２．２．    2010201020102010 年度（年度（年度（年度（2010201020102010 年年年年 4444 月～月～月～月～2011201120112011 年年年年 3333 月）の活動と結果月）の活動と結果月）の活動と結果月）の活動と結果    

３．３．３．３．    2011201120112011 年度の活動（年度の活動（年度の活動（年度の活動（2011201120112011 年年年年 4444 月以降）月以降）月以降）月以降）    

１）新規目標１）新規目標１）新規目標１）新規目標    

２）対策と結果２）対策と結果２）対策と結果２）対策と結果    

３）３）３）３）CSCSCSCS 意識調査意識調査意識調査意識調査    

４）内部第４）内部第４）内部第４）内部第 3333 者評価者評価者評価者評価    

５）現状５）現状５）現状５）現状    

４・４・４・４・    結語結語結語結語    

    

    

１．１．１．１．2010201020102010 年度の状態年度の状態年度の状態年度の状態    

    

１）１）１）１）AAAA チームとはチームとはチームとはチームとは    

    

AAAA チームとは、一般病棟のことを示しチームとは、一般病棟のことを示しチームとは、一般病棟のことを示しチームとは、一般病棟のことを示し 21212121 名の看護師で構成されている。一般名の看護師で構成されている。一般名の看護師で構成されている。一般名の看護師で構成されている。一般
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病棟は急性期と亜急性期病棟が混在する病棟で、患者様の高齢化、平均在院病棟は急性期と亜急性期病棟が混在する病棟で、患者様の高齢化、平均在院病棟は急性期と亜急性期病棟が混在する病棟で、患者様の高齢化、平均在院病棟は急性期と亜急性期病棟が混在する病棟で、患者様の高齢化、平均在院

日数の短縮化等のため、日々入退院に伴う看護業務が必要とされ、日数の短縮化等のため、日々入退院に伴う看護業務が必要とされ、日数の短縮化等のため、日々入退院に伴う看護業務が必要とされ、日数の短縮化等のため、日々入退院に伴う看護業務が必要とされ、24242424 時間看時間看時間看時間看

護の必要な患者様やご家族への対応が必要である。護の必要な患者様やご家族への対応が必要である。護の必要な患者様やご家族への対応が必要である。護の必要な患者様やご家族への対応が必要である。    

    

２）チームの問題点２）チームの問題点２）チームの問題点２）チームの問題点    

    

2010201020102010 年年年年 4444 月月月月 AAAA チームの問題を調査するために、チーム全員にアンケートをチームの問題を調査するために、チーム全員にアンケートをチームの問題を調査するために、チーム全員にアンケートをチームの問題を調査するために、チーム全員にアンケートを

実施した。その結果、整理整頓への行動実施した。その結果、整理整頓への行動実施した。その結果、整理整頓への行動実施した。その結果、整理整頓への行動の強い傾向が露見され、調査以前のの強い傾向が露見され、調査以前のの強い傾向が露見され、調査以前のの強い傾向が露見され、調査以前の

AAAA チームは①「心あたたまる挨拶会釈」への行動がやや希薄であった。さらチームは①「心あたたまる挨拶会釈」への行動がやや希薄であった。さらチームは①「心あたたまる挨拶会釈」への行動がやや希薄であった。さらチームは①「心あたたまる挨拶会釈」への行動がやや希薄であった。さら

に、マナー向上プログラム項目②「お客様を・・様とお呼びする」行動もやに、マナー向上プログラム項目②「お客様を・・様とお呼びする」行動もやに、マナー向上プログラム項目②「お客様を・・様とお呼びする」行動もやに、マナー向上プログラム項目②「お客様を・・様とお呼びする」行動もや

や低迷した状態であった。それに加えて、項目③「心のこもった丁寧な言葉や低迷した状態であった。それに加えて、項目③「心のこもった丁寧な言葉や低迷した状態であった。それに加えて、項目③「心のこもった丁寧な言葉や低迷した状態であった。それに加えて、項目③「心のこもった丁寧な言葉

遣いをする」行動にも、努力が必要であった。遣いをする」行動にも、努力が必要であった。遣いをする」行動にも、努力が必要であった。遣いをする」行動にも、努力が必要であった。    

    

３）３）３）３）AAAA チームの現状チームの現状チームの現状チームの現状    

    

業務多忙になると心身共に業務中心となる傾向があり、フリンジ・ヒューマ業務多忙になると心身共に業務中心となる傾向があり、フリンジ・ヒューマ業務多忙になると心身共に業務中心となる傾向があり、フリンジ・ヒューマ業務多忙になると心身共に業務中心となる傾向があり、フリンジ・ヒューマ

ン・サービスである「顧客満足」への視点が揺らぎ、さくら会マナー向上プン・サービスである「顧客満足」への視点が揺らぎ、さくら会マナー向上プン・サービスである「顧客満足」への視点が揺らぎ、さくら会マナー向上プン・サービスである「顧客満足」への視点が揺らぎ、さくら会マナー向上プ

ログラム項目を意識する余裕がなくなる。ログラム項目を意識する余裕がなくなる。ログラム項目を意識する余裕がなくなる。ログラム項目を意識する余裕がなくなる。    

その結果、マナー向上プログラム・その結果、マナー向上プログラム・その結果、マナー向上プログラム・その結果、マナー向上プログラム・自己評価点数は必ずしも満足のいく内容自己評価点数は必ずしも満足のいく内容自己評価点数は必ずしも満足のいく内容自己評価点数は必ずしも満足のいく内容

とならない。この傾向の改善に、チーム全体で改善の努力をしているが、早とならない。この傾向の改善に、チーム全体で改善の努力をしているが、早とならない。この傾向の改善に、チーム全体で改善の努力をしているが、早とならない。この傾向の改善に、チーム全体で改善の努力をしているが、早

急に解決することは容易でないと推察した。急に解決することは容易でないと推察した。急に解決することは容易でないと推察した。急に解決することは容易でないと推察した。    

            

４）４）４）４）AAAA チームの目標チームの目標チームの目標チームの目標    

    

AAAA チームの目標は、①「心あたたまる挨拶、会釈をする」②「お客様を、～チームの目標は、①「心あたたまる挨拶、会釈をする」②「お客様を、～チームの目標は、①「心あたたまる挨拶、会釈をする」②「お客様を、～チームの目標は、①「心あたたまる挨拶、会釈をする」②「お客様を、～

様とお呼びする」③「心のこもった、丁寧な言葉遣いをする」様とお呼びする」③「心のこもった、丁寧な言葉遣いをする」様とお呼びする」③「心のこもった、丁寧な言葉遣いをする」様とお呼びする」③「心のこもった、丁寧な言葉遣いをする」3333 項目の項目の項目の項目の 90909090％％％％

達成と設定し、行動指針「尽くそう心温かなサービス」を掲げ、最高の接遇達成と設定し、行動指針「尽くそう心温かなサービス」を掲げ、最高の接遇達成と設定し、行動指針「尽くそう心温かなサービス」を掲げ、最高の接遇達成と設定し、行動指針「尽くそう心温かなサービス」を掲げ、最高の接遇

サービスを主眼とした。サービスを主眼とした。サービスを主眼とした。サービスを主眼とした。    

    

    

２．２．２．２．2010201020102010 年度の活動と結果年度の活動と結果年度の活動と結果年度の活動と結果    

    

2010201020102010 年年年年 3333 月は、月は、月は、月は、CSCSCSCS への意識低下や、気の緩み、整理・整頓・清掃にばかりへの意識低下や、気の緩み、整理・整頓・清掃にばかりへの意識低下や、気の緩み、整理・整頓・清掃にばかりへの意識低下や、気の緩み、整理・整頓・清掃にばかり

力を入れすぎたことで、マナー向上プログラムの①・②・③の達成度の数値力を入れすぎたことで、マナー向上プログラムの①・②・③の達成度の数値力を入れすぎたことで、マナー向上プログラムの①・②・③の達成度の数値力を入れすぎたことで、マナー向上プログラムの①・②・③の達成度の数値

の低下がみられた。そのため、１）の低下がみられた。そのため、１）の低下がみられた。そのため、１）の低下がみられた。そのため、１）4444 月からチームの達成度のグラフをナー月からチームの達成度のグラフをナー月からチームの達成度のグラフをナー月からチームの達成度のグラフをナー

スセンター内に提示し、２）総リーダーやスセンター内に提示し、２）総リーダーやスセンター内に提示し、２）総リーダーやスセンター内に提示し、２）総リーダーや CSCSCSCS 委員から声かけをし、毎週開委員から声かけをし、毎週開委員から声かけをし、毎週開委員から声かけをし、毎週開

かれる病棟内のミーティングでマナー分析結果の話し合いをして、①②③のかれる病棟内のミーティングでマナー分析結果の話し合いをして、①②③のかれる病棟内のミーティングでマナー分析結果の話し合いをして、①②③のかれる病棟内のミーティングでマナー分析結果の話し合いをして、①②③の
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目標を目標を目標を目標を 90909090％と掲げた。しかし％と掲げた。しかし％と掲げた。しかし％と掲げた。しかし CSCSCSCS 委員の活動不足もあり、委員の活動不足もあり、委員の活動不足もあり、委員の活動不足もあり、4444 月～月～月～月～6666 月は、①月は、①月は、①月は、①    

91919191％→％→％→％→90909090％・②％・②％・②％・②    86868686％→％→％→％→82828282％・③％・③％・③％・③    85858585％→％→％→％→84848484％と達成度は上昇しなかった。％と達成度は上昇しなかった。％と達成度は上昇しなかった。％と達成度は上昇しなかった。    

    

原因は、原因は、原因は、原因は、    

１）１）１）１）4444 月に入った新職員へ月に入った新職員へ月に入った新職員へ月に入った新職員へ業務研修が優先され、業務研修が優先され、業務研修が優先され、業務研修が優先され、CSCSCSCS についての研修が十分にについての研修が十分にについての研修が十分にについての研修が十分に

行われなかった行われなかった行われなかった行われなかった    

２）自己評価シートのチェック項目の内容を明瞭化したことで自己評価を厳２）自己評価シートのチェック項目の内容を明瞭化したことで自己評価を厳２）自己評価シートのチェック項目の内容を明瞭化したことで自己評価を厳２）自己評価シートのチェック項目の内容を明瞭化したことで自己評価を厳

しく採点したしく採点したしく採点したしく採点した    

    

対策として、対策として、対策として、対策として、    

１）朝礼時に、退院患者様の名前をあげ、チェックシートにある退院患者様１）朝礼時に、退院患者様の名前をあげ、チェックシートにある退院患者様１）朝礼時に、退院患者様の名前をあげ、チェックシートにある退院患者様１）朝礼時に、退院患者様の名前をあげ、チェックシートにある退院患者様

のお見送りを必ず行うことを総リーダーより毎朝指示をして全員で確認のお見送りを必ず行うことを総リーダーより毎朝指示をして全員で確認のお見送りを必ず行うことを総リーダーより毎朝指示をして全員で確認のお見送りを必ず行うことを総リーダーより毎朝指示をして全員で確認    

２）またマナー分析の自己評価結果を２）またマナー分析の自己評価結果を２）またマナー分析の自己評価結果を２）またマナー分析の自己評価結果を CSCSCSCS 委員とともに確認し、意識すべき委員とともに確認し、意識すべき委員とともに確認し、意識すべき委員とともに確認し、意識すべき

点を再認識点を再認識点を再認識点を再認識    

    

その結果その結果その結果その結果 9999 月は、①月は、①月は、①月は、①    94949494％、②％、②％、②％、②    84848484％、③％、③％、③％、③    88888888％とマナー向上プログラム達成％とマナー向上プログラム達成％とマナー向上プログラム達成％とマナー向上プログラム達成

度に上昇がみられた。しかし、気の緩みからか度に上昇がみられた。しかし、気の緩みからか度に上昇がみられた。しかし、気の緩みからか度に上昇がみられた。しかし、気の緩みからか 2010201020102010 年年年年 12121212 月に挨拶がないと月に挨拶がないと月に挨拶がないと月に挨拶がないと

の苦情がの苦情がの苦情がの苦情が入院患者様のご家族様から入院患者様のご家族様から入院患者様のご家族様から入院患者様のご家族様からあった。患者様やご家族様が廊下から看あった。患者様やご家族様が廊下から看あった。患者様やご家族様が廊下から看あった。患者様やご家族様が廊下から看

護師に声をかけても対応が遅く、廊下に人が通っても挨拶がなかなか出来な護師に声をかけても対応が遅く、廊下に人が通っても挨拶がなかなか出来な護師に声をかけても対応が遅く、廊下に人が通っても挨拶がなかなか出来な護師に声をかけても対応が遅く、廊下に人が通っても挨拶がなかなか出来な

いなど、日々の業務におわれ、業務優先となっていたため苦情が発生したといなど、日々の業務におわれ、業務優先となっていたため苦情が発生したといなど、日々の業務におわれ、業務優先となっていたため苦情が発生したといなど、日々の業務におわれ、業務優先となっていたため苦情が発生したと

考える。考える。考える。考える。    

そこでそこでそこでそこで 2011201120112011 年年年年 1111 月にナースセンターの配置換えを行った。ナースセンター月にナースセンターの配置換えを行った。ナースセンター月にナースセンターの配置換えを行った。ナースセンター月にナースセンターの配置換えを行った。ナースセンター

は廊下に面しており、ナースセンターの中で仕事をしている看護師の姿が、は廊下に面しており、ナースセンターの中で仕事をしている看護師の姿が、は廊下に面しており、ナースセンターの中で仕事をしている看護師の姿が、は廊下に面しており、ナースセンターの中で仕事をしている看護師の姿が、

常に患者様やご家族様、面会者の視界に入ることを考え、廊下に背を向けた常に患者様やご家族様、面会者の視界に入ることを考え、廊下に背を向けた常に患者様やご家族様、面会者の視界に入ることを考え、廊下に背を向けた常に患者様やご家族様、面会者の視界に入ることを考え、廊下に背を向けた

机の配置から、廊下に背を向けない机の配置とした。机の配置から、廊下に背を向けない机の配置とした。机の配置から、廊下に背を向けない机の配置とした。机の配置から、廊下に背を向けない机の配置とした。2222 月は苦情もあったこ月は苦情もあったこ月は苦情もあったこ月は苦情もあったこ

とで①とで①とで①とで①    89898989％、②％、②％、②％、②    82828282％、③％、③％、③％、③    83838383％と達成度は低下したが、配置換えをしたこ％と達成度は低下したが、配置換えをしたこ％と達成度は低下したが、配置換えをしたこ％と達成度は低下したが、配置換えをしたこ

とでナースセンターの雰囲気は好転した。また、朝礼時に挨拶・会釈するよとでナースセンターの雰囲気は好転した。また、朝礼時に挨拶・会釈するよとでナースセンターの雰囲気は好転した。また、朝礼時に挨拶・会釈するよとでナースセンターの雰囲気は好転した。また、朝礼時に挨拶・会釈するよ

う総リーダーから声かけをし、う総リーダーから声かけをし、う総リーダーから声かけをし、う総リーダーから声かけをし、CSCSCSCS 委員が率先して挨拶することで、皆に委員が率先して挨拶することで、皆に委員が率先して挨拶することで、皆に委員が率先して挨拶することで、皆に CSCSCSCS

への意気込みが感じられるようになった。への意気込みが感じられるようになった。への意気込みが感じられるようになった。への意気込みが感じられるようになった。    

結果として①「挨拶・会釈」は、徐々に数値が上昇した。②「～様とお呼び結果として①「挨拶・会釈」は、徐々に数値が上昇した。②「～様とお呼び結果として①「挨拶・会釈」は、徐々に数値が上昇した。②「～様とお呼び結果として①「挨拶・会釈」は、徐々に数値が上昇した。②「～様とお呼び

する」に関しては数値が伸び悩み、③「丁寧な言葉遣い」には、わずかな数する」に関しては数値が伸び悩み、③「丁寧な言葉遣い」には、わずかな数する」に関しては数値が伸び悩み、③「丁寧な言葉遣い」には、わずかな数する」に関しては数値が伸び悩み、③「丁寧な言葉遣い」には、わずかな数

値の上昇があった。（図１）値の上昇があった。（図１）値の上昇があった。（図１）値の上昇があった。（図１）    

②が伸び悩む原因は普段から「～様」と呼ぶ環境に慣れておらず、「～様とお②が伸び悩む原因は普段から「～様」と呼ぶ環境に慣れておらず、「～様とお②が伸び悩む原因は普段から「～様」と呼ぶ環境に慣れておらず、「～様とお②が伸び悩む原因は普段から「～様」と呼ぶ環境に慣れておらず、「～様とお

呼びする」ことに対しての意識が定呼びする」ことに対しての意識が定呼びする」ことに対しての意識が定呼びする」ことに対しての意識が定着しなかったためと考えた。結果として着しなかったためと考えた。結果として着しなかったためと考えた。結果として着しなかったためと考えた。結果として

①のみが目標の①のみが目標の①のみが目標の①のみが目標の 90909090％に達した。今後も前述の対策を継続し、意識付けの徹底％に達した。今後も前述の対策を継続し、意識付けの徹底％に達した。今後も前述の対策を継続し、意識付けの徹底％に達した。今後も前述の対策を継続し、意識付けの徹底

を行うこととしてを行うこととしてを行うこととしてを行うこととして 2010201020102010 年度の活動を終了した。年度の活動を終了した。年度の活動を終了した。年度の活動を終了した。    

    



２１ 
 

図１図１図１図１                            2010201020102010 年度年度年度年度 AAAA チームチームチームチーム CSCSCSCS 達成度達成度達成度達成度    

 

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    石立美和石立美和石立美和石立美和    作成作成作成作成    

    

    

３．３．３．３．2011201120112011 年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動    

    

１）新規目標１）新規目標１）新規目標１）新規目標    

    

2011201120112011 年度は年度は年度は年度は 2010201020102010 年年年年 12121212 月に「挨拶ができていない」との苦情が寄せられた月に「挨拶ができていない」との苦情が寄せられた月に「挨拶ができていない」との苦情が寄せられた月に「挨拶ができていない」との苦情が寄せられた

こともあり、重点項目を①「心あたたまる挨拶・会釈をする」こともあり、重点項目を①「心あたたまる挨拶・会釈をする」こともあり、重点項目を①「心あたたまる挨拶・会釈をする」こともあり、重点項目を①「心あたたまる挨拶・会釈をする」1111 つにしぼりつにしぼりつにしぼりつにしぼり

込み目標は込み目標は込み目標は込み目標は 95959595％としてチームで取り組むこととした。％としてチームで取り組むこととした。％としてチームで取り組むこととした。％としてチームで取り組むこととした。2011201120112011 年年年年 4444 月の月の月の月の AAAA チーチーチーチー

ムは看護師ムは看護師ムは看護師ムは看護師 19191919 名、看護補助者名、看護補助者名、看護補助者名、看護補助者 2222 名の計名の計名の計名の計 21212121 名で構成されたチームとなる。名で構成されたチームとなる。名で構成されたチームとなる。名で構成されたチームとなる。    

2011201120112011 年度の個人イノベーションでも、年度の個人イノベーションでも、年度の個人イノベーションでも、年度の個人イノベーションでも、AAAA チームのほとんどが「挨拶・笑顔」チームのほとんどが「挨拶・笑顔」チームのほとんどが「挨拶・笑顔」チームのほとんどが「挨拶・笑顔」

を目標項目に選び一年間取り組むこととして、現在に至っている。を目標項目に選び一年間取り組むこととして、現在に至っている。を目標項目に選び一年間取り組むこととして、現在に至っている。を目標項目に選び一年間取り組むこととして、現在に至っている。    

    

    

２）対策と結果２）対策と結果２）対策と結果２）対策と結果    

    

2011201120112011 年年年年 4444 月は①の「挨拶・会釈」が月は①の「挨拶・会釈」が月は①の「挨拶・会釈」が月は①の「挨拶・会釈」が 95959595％の達成度であったのに対し、％の達成度であったのに対し、％の達成度であったのに対し、％の達成度であったのに対し、5555 月月月月

はははは 93939393％までダウンした。その原因を知るために、％までダウンした。その原因を知るために、％までダウンした。その原因を知るために、％までダウンした。その原因を知るために、4444 点をつけたスタッフにヒ点をつけたスタッフにヒ点をつけたスタッフにヒ点をつけたスタッフにヒ

アリングをした。ヒアリングの結果、ほとんどのスタッフに挨拶に対して意アリングをした。ヒアリングの結果、ほとんどのスタッフに挨拶に対して意アリングをした。ヒアリングの結果、ほとんどのスタッフに挨拶に対して意アリングをした。ヒアリングの結果、ほとんどのスタッフに挨拶に対して意

識の低下がみられたため、対策として、朝礼時に挨拶・会釈をするよう、総識の低下がみられたため、対策として、朝礼時に挨拶・会釈をするよう、総識の低下がみられたため、対策として、朝礼時に挨拶・会釈をするよう、総識の低下がみられたため、対策として、朝礼時に挨拶・会釈をするよう、総

リーダーが声かけをして、チーム全員に働きかけた。リーダーが声かけをして、チーム全員に働きかけた。リーダーが声かけをして、チーム全員に働きかけた。リーダーが声かけをして、チーム全員に働きかけた。CSCSCSCS 委員も率先して挨拶委員も率先して挨拶委員も率先して挨拶委員も率先して挨拶
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会釈をし、さらに声かけをし、目標は会釈をし、さらに声かけをし、目標は会釈をし、さらに声かけをし、目標は会釈をし、さらに声かけをし、目標は 95959595％に達成度を戻すこととした。％に達成度を戻すこととした。％に達成度を戻すこととした。％に達成度を戻すこととした。    

この対策の結果、この対策の結果、この対策の結果、この対策の結果、7777 月は①の数値結果は月は①の数値結果は月は①の数値結果は月は①の数値結果は 97979797％に上昇した。考えられる別の数％に上昇した。考えられる別の数％に上昇した。考えられる別の数％に上昇した。考えられる別の数

値上昇の要因は、マナー向上プログラムの自己評価点数値上昇の要因は、マナー向上プログラムの自己評価点数値上昇の要因は、マナー向上プログラムの自己評価点数値上昇の要因は、マナー向上プログラムの自己評価点数 4444 点以下の評価をし点以下の評価をし点以下の評価をし点以下の評価をし

たスタッフ全員にヒアリングしたことで、原因を知り、意識する点を再認識たスタッフ全員にヒアリングしたことで、原因を知り、意識する点を再認識たスタッフ全員にヒアリングしたことで、原因を知り、意識する点を再認識たスタッフ全員にヒアリングしたことで、原因を知り、意識する点を再認識

したことでしたことでしたことでしたことで、個人評価が上昇したためと考えた。さらに、、個人評価が上昇したためと考えた。さらに、、個人評価が上昇したためと考えた。さらに、、個人評価が上昇したためと考えた。さらに、CSCSCSCS 委員による声か委員による声か委員による声か委員による声か

けが定着してきたため、スタッフ全体が挨拶・会釈を意識することで数値がけが定着してきたため、スタッフ全体が挨拶・会釈を意識することで数値がけが定着してきたため、スタッフ全体が挨拶・会釈を意識することで数値がけが定着してきたため、スタッフ全体が挨拶・会釈を意識することで数値が

上昇したと考えた。今後の対策として声かけ・ヒアリングを継続的に行い、上昇したと考えた。今後の対策として声かけ・ヒアリングを継続的に行い、上昇したと考えた。今後の対策として声かけ・ヒアリングを継続的に行い、上昇したと考えた。今後の対策として声かけ・ヒアリングを継続的に行い、

さらなる数値の上昇を目指した。さらなる数値の上昇を目指した。さらなる数値の上昇を目指した。さらなる数値の上昇を目指した。    

    

しかし実際には、しかし実際には、しかし実際には、しかし実際には、9999 月は①が月は①が月は①が月は①が 94949494％と低下し数値が伸び悩んでしまった。その％と低下し数値が伸び悩んでしまった。その％と低下し数値が伸び悩んでしまった。その％と低下し数値が伸び悩んでしまった。その

原因として、評価の仕方がわかりづらい、評価の内容がマンネリ化している原因として、評価の仕方がわかりづらい、評価の内容がマンネリ化している原因として、評価の仕方がわかりづらい、評価の内容がマンネリ化している原因として、評価の仕方がわかりづらい、評価の内容がマンネリ化している

という意見があったため、以下のようにマナー分析の評価表を見直し、変更という意見があったため、以下のようにマナー分析の評価表を見直し、変更という意見があったため、以下のようにマナー分析の評価表を見直し、変更という意見があったため、以下のようにマナー分析の評価表を見直し、変更

することとした。することとした。することとした。することとした。 

    

    

今までは今までは今までは今までは                    ５：よくできた５：よくできた５：よくできた５：よくできた    

４：出来た４：出来た４：出来た４：出来た    

３：どちらともいえない３：どちらともいえない３：どちらともいえない３：どちらともいえない    

２：出来なかった２：出来なかった２：出来なかった２：出来なかった    

１：まったく出来なかった１：まったく出来なかった１：まったく出来なかった１：まったく出来なかった    

    

    

    

    

新しい評価新しい評価新しい評価新しい評価                ５：完璧に出来ている５：完璧に出来ている５：完璧に出来ている５：完璧に出来ている                        95959595％以上％以上％以上％以上    

                                        ４：やや足りないが出来ている４：やや足りないが出来ている４：やや足りないが出来ている４：やや足りないが出来ている        80808080％以上％以上％以上％以上    

                                        ３：３回に３：３回に３：３回に３：３回に 1111 回は出来ている回は出来ている回は出来ている回は出来ている            65656565％以上％以上％以上％以上    

                                        ２：出来ない時の方が多かった２：出来ない時の方が多かった２：出来ない時の方が多かった２：出来ない時の方が多かった        50505050％以上％以上％以上％以上    

                                        １：あまり出来なかった１：あまり出来なかった１：あまり出来なかった１：あまり出来なかった                    30303030％未満％未満％未満％未満        

    

また、毎月の評価表の内容を評価しやすいように、言葉を添えて明確化した。また、毎月の評価表の内容を評価しやすいように、言葉を添えて明確化した。また、毎月の評価表の内容を評価しやすいように、言葉を添えて明確化した。また、毎月の評価表の内容を評価しやすいように、言葉を添えて明確化した。    

    

①心あたたまる挨拶・会釈をする。①心あたたまる挨拶・会釈をする。①心あたたまる挨拶・会釈をする。①心あたたまる挨拶・会釈をする。    

・退・退・退・退院時エレベーター前までお見送りする院時エレベーター前までお見送りする院時エレベーター前までお見送りする院時エレベーター前までお見送りする    

・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する    

・笑顔で挨拶を心がける・笑顔で挨拶を心がける・笑顔で挨拶を心がける・笑顔で挨拶を心がける    

・相手に聞こえるように、相手の目を見て挨拶する・相手に聞こえるように、相手の目を見て挨拶する・相手に聞こえるように、相手の目を見て挨拶する・相手に聞こえるように、相手の目を見て挨拶する    
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②②②② お客様を、～様とお呼びするお客様を、～様とお呼びするお客様を、～様とお呼びするお客様を、～様とお呼びする    

    

③心のこもった、丁寧な言葉遣いをする③心のこもった、丁寧な言葉遣いをする③心のこもった、丁寧な言葉遣いをする③心のこもった、丁寧な言葉遣いをする    

・なれなれしい態度や言葉を言わない・なれなれしい態度や言葉を言わない・なれなれしい態度や言葉を言わない・なれなれしい態度や言葉を言わない    

・入室時、失礼します。退室時、失礼しましたと言う・入室時、失礼します。退室時、失礼しましたと言う・入室時、失礼します。退室時、失礼しましたと言う・入室時、失礼します。退室時、失礼しましたと言う    

・笑顔で対応する・笑顔で対応する・笑顔で対応する・笑顔で対応する    

    

④感じのよい身だしなみに留意する④感じのよい身だしなみに留意する④感じのよい身だしなみに留意する④感じのよい身だしなみに留意する    

・ナースキャップと名札をつける・ナースキャップと名札をつける・ナースキャップと名札をつける・ナースキャップと名札をつける    

・茶髪にしない・茶髪にしない・茶髪にしない・茶髪にしない    

    

⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する    

・オーバーテーブルの上が汚れていないか・オーバーテーブルの上が汚れていないか・オーバーテーブルの上が汚れていないか・オーバーテーブルの上が汚れていないか    

・病室の床等に物を置かない・病室の床等に物を置かない・病室の床等に物を置かない・病室の床等に物を置かない    

・ベッドが直角、平行になっているか・ベッドが直角、平行になっているか・ベッドが直角、平行になっているか・ベッドが直角、平行になっているか    

・ベッドサイドにおいてある不必要なタオルは片付ける・ベッドサイドにおいてある不必要なタオルは片付ける・ベッドサイドにおいてある不必要なタオルは片付ける・ベッドサイドにおいてある不必要なタオルは片付ける    

・床にゴミは落ちていないか・床にゴミは落ちていないか・床にゴミは落ちていないか・床にゴミは落ちていないか    

    

⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践    

・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する・相手からではなく自分から先に挨拶する    

・相手を思いやる気持ちをもち、笑顔で声かけする・相手を思いやる気持ちをもち、笑顔で声かけする・相手を思いやる気持ちをもち、笑顔で声かけする・相手を思いやる気持ちをもち、笑顔で声かけする    

           

 

評価の基準を明確化した結果、一時的に①の数値は上昇したが、やはり数値評価の基準を明確化した結果、一時的に①の数値は上昇したが、やはり数値評価の基準を明確化した結果、一時的に①の数値は上昇したが、やはり数値評価の基準を明確化した結果、一時的に①の数値は上昇したが、やはり数値

は伸び悩んだ。は伸び悩んだ。は伸び悩んだ。は伸び悩んだ。    

    

３）３）３）３）CSCSCSCS 意識調査意識調査意識調査意識調査    

    

そこで、次の対策としてそこで、次の対策としてそこで、次の対策としてそこで、次の対策として AAAA チームチームチームチーム 20202020 名に名に名に名に CSCSCSCS の意識調査のアンケートをおの意識調査のアンケートをおの意識調査のアンケートをおの意識調査のアンケートをお

こなった。（表１）こなった。（表１）こなった。（表１）こなった。（表１）    

挨拶・会釈の意識付けができている人は、挨拶・会釈の意識付けができている人は、挨拶・会釈の意識付けができている人は、挨拶・会釈の意識付けができている人は、20202020 名中名中名中名中 17171717 名との結果に対し、挨名との結果に対し、挨名との結果に対し、挨名との結果に対し、挨

拶・会釈が出来ていると思っている人は拶・会釈が出来ていると思っている人は拶・会釈が出来ていると思っている人は拶・会釈が出来ていると思っている人は 5555 名のみであるという調査結果であ名のみであるという調査結果であ名のみであるという調査結果であ名のみであるという調査結果であ

った。った。った。った。    

    

表表表表 1111    CSCSCSCS 意識調査結果意識調査結果意識調査結果意識調査結果    

・チームの現状はどうですか（挨拶・会釈はできているか）・チームの現状はどうですか（挨拶・会釈はできているか）・チームの現状はどうですか（挨拶・会釈はできているか）・チームの現状はどうですか（挨拶・会釈はできているか）    
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①出来ている①出来ている①出来ている①出来ている    5555 名名名名    

②個人差がある②個人差がある②個人差がある②個人差がある    ５名５名５名５名    

③忙しいと出来ない時がある③忙しいと出来ない時がある③忙しいと出来ない時がある③忙しいと出来ない時がある    7777 名名名名    

④職員間でも出来ない時がある④職員間でも出来ない時がある④職員間でも出来ない時がある④職員間でも出来ない時がある    2222 名名名名    

⑤意識付けできている人はいるが全体的に低い⑤意識付けできている人はいるが全体的に低い⑤意識付けできている人はいるが全体的に低い⑤意識付けできている人はいるが全体的に低い    １名１名１名１名    

・挨拶・会釈の達成度に数値の伸び悩みがある原因は・挨拶・会釈の達成度に数値の伸び悩みがある原因は・挨拶・会釈の達成度に数値の伸び悩みがある原因は・挨拶・会釈の達成度に数値の伸び悩みがある原因は    

①忙しいと気持ちに余裕がなくなる①忙しいと気持ちに余裕がなくなる①忙しいと気持ちに余裕がなくなる①忙しいと気持ちに余裕がなくなる    11111111 名名名名    

②各自の意識付けが低い②各自の意識付けが低い②各自の意識付けが低い②各自の意識付けが低い    5555 名名名名    

③業務を優先してしまう③業務を優先してしまう③業務を優先してしまう③業務を優先してしまう    1111 名名名名    

④差別的な考えがある④差別的な考えがある④差別的な考えがある④差別的な考えがある    1111 名名名名    

⑤わからない⑤わからない⑤わからない⑤わからない    2222 名名名名    

・挨拶・会釈の数値が上昇するための具体的な対策は・挨拶・会釈の数値が上昇するための具体的な対策は・挨拶・会釈の数値が上昇するための具体的な対策は・挨拶・会釈の数値が上昇するための具体的な対策は    

①自ら挨拶・会釈をして意識付けをする①自ら挨拶・会釈をして意識付けをする①自ら挨拶・会釈をして意識付けをする①自ら挨拶・会釈をして意識付けをする    7777 名名名名    

②職員同士がまず挨拶したらどうか②職員同士がまず挨拶したらどうか②職員同士がまず挨拶したらどうか②職員同士がまず挨拶したらどうか    2222 名名名名    

③③③③CSCSCSCS 委員が率先して挨拶するようにしてはどうか委員が率先して挨拶するようにしてはどうか委員が率先して挨拶するようにしてはどうか委員が率先して挨拶するようにしてはどうか    1111 名名名名    

④他部署による内部第３者評価をおこなってほしい④他部署による内部第３者評価をおこなってほしい④他部署による内部第３者評価をおこなってほしい④他部署による内部第３者評価をおこなってほしい    2222 名名名名    

⑤相手の立場を思いやる姿勢をもつ⑤相手の立場を思いやる姿勢をもつ⑤相手の立場を思いやる姿勢をもつ⑤相手の立場を思いやる姿勢をもつ    1111 名名名名    

⑥業務改善をしたらいいのでは⑥業務改善をしたらいいのでは⑥業務改善をしたらいいのでは⑥業務改善をしたらいいのでは    1111 名名名名    

⑦朝礼時挨拶の練習をしたい⑦朝礼時挨拶の練習をしたい⑦朝礼時挨拶の練習をしたい⑦朝礼時挨拶の練習をしたい    3333 名名名名    

⑧わからない⑧わからない⑧わからない⑧わからない    3333 名名名名    

・・・・あなたは挨拶・会釈の意識付けが出来ていますかあなたは挨拶・会釈の意識付けが出来ていますかあなたは挨拶・会釈の意識付けが出来ていますかあなたは挨拶・会釈の意識付けが出来ていますか    

①意識付け出来ている①意識付け出来ている①意識付け出来ている①意識付け出来ている    17171717 名名名名    

②慣れてしまうと、すぐ怠ける②慣れてしまうと、すぐ怠ける②慣れてしまうと、すぐ怠ける②慣れてしまうと、すぐ怠ける    1111 名名名名    

③余裕があると出来ているが、そうでないと出来ない③余裕があると出来ているが、そうでないと出来ない③余裕があると出来ているが、そうでないと出来ない③余裕があると出来ているが、そうでないと出来ない    1111 名名名名    

④個人差がある④個人差がある④個人差がある④個人差がある    1111 名名名名    

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    石立美和石立美和石立美和石立美和    作成作成作成作成    

 

 

    

    

４）内部第４）内部第４）内部第４）内部第 3333 者評価者評価者評価者評価    

    

各自意識付け出来ているのに、挨拶・会釈が出来ていないのならば、他者か各自意識付け出来ているのに、挨拶・会釈が出来ていないのならば、他者か各自意識付け出来ているのに、挨拶・会釈が出来ていないのならば、他者か各自意識付け出来ているのに、挨拶・会釈が出来ていないのならば、他者か

らはどう見られているのか知るために、らはどう見られているのか知るために、らはどう見られているのか知るために、らはどう見られているのか知るために、    

１）さくら会他部署による１）さくら会他部署による１）さくら会他部署による１）さくら会他部署による AAAA チームの内部第チームの内部第チームの内部第チームの内部第 3333 者評価を行い、チーム内にそ者評価を行い、チーム内にそ者評価を行い、チーム内にそ者評価を行い、チーム内にそ

の結果を発表の結果を発表の結果を発表の結果を発表    
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２）朝礼時総リーダーまかせになっていた挨拶を、各自が日替わりで、皆の２）朝礼時総リーダーまかせになっていた挨拶を、各自が日替わりで、皆の２）朝礼時総リーダーまかせになっていた挨拶を、各自が日替わりで、皆の２）朝礼時総リーダーまかせになっていた挨拶を、各自が日替わりで、皆の

前で挨拶出来るよう当番制として、職員間がまず笑顔で挨拶前で挨拶出来るよう当番制として、職員間がまず笑顔で挨拶前で挨拶出来るよう当番制として、職員間がまず笑顔で挨拶前で挨拶出来るよう当番制として、職員間がまず笑顔で挨拶    

３）忙しさを改善するため業務改善を検討３）忙しさを改善するため業務改善を検討３）忙しさを改善するため業務改善を検討３）忙しさを改善するため業務改善を検討    

            

を実施した。を実施した。を実施した。を実施した。    

 

しかし図２のグラフの結果から判断できるように、しかし図２のグラフの結果から判断できるように、しかし図２のグラフの結果から判断できるように、しかし図２のグラフの結果から判断できるように、12121212 月は、①「心あたたま月は、①「心あたたま月は、①「心あたたま月は、①「心あたたま

る挨拶・会釈をする」はる挨拶・会釈をする」はる挨拶・会釈をする」はる挨拶・会釈をする」は 91.491.491.491.4％と数値が低下してしまった。％と数値が低下してしまった。％と数値が低下してしまった。％と数値が低下してしまった。    

    

その原因を、その原因を、その原因を、その原因を、    

    

１）１）１）１）12121212 月に電子カルテが導入されたことで、慣れないパソコンで業務に時間月に電子カルテが導入されたことで、慣れないパソコンで業務に時間月に電子カルテが導入されたことで、慣れないパソコンで業務に時間月に電子カルテが導入されたことで、慣れないパソコンで業務に時間

がかかり、患者様への対応がすぐに出来なかったがかかり、患者様への対応がすぐに出来なかったがかかり、患者様への対応がすぐに出来なかったがかかり、患者様への対応がすぐに出来なかった    

２）電子カルテ導入準備に時間を費やすあまり、２）電子カルテ導入準備に時間を費やすあまり、２）電子カルテ導入準備に時間を費やすあまり、２）電子カルテ導入準備に時間を費やすあまり、CSCSCSCS 委員の活動不足委員の活動不足委員の活動不足委員の活動不足    

３）３）３）３）11111111 月に行ったさくら会他部署による内部第３者評価を、チーム内に発表月に行ったさくら会他部署による内部第３者評価を、チーム内に発表月に行ったさくら会他部署による内部第３者評価を、チーム内に発表月に行ったさくら会他部署による内部第３者評価を、チーム内に発表

（図３）したことにより、過去より厳しく自己評価し採点した（図３）したことにより、過去より厳しく自己評価し採点した（図３）したことにより、過去より厳しく自己評価し採点した（図３）したことにより、過去より厳しく自己評価し採点した    

    

と考えた。と考えた。と考えた。と考えた。    

    

図２図２図２図２                                2011201120112011 年度年度年度年度 AAAA チーム挨拶・会釈チーム挨拶・会釈チーム挨拶・会釈チーム挨拶・会釈 CSCSCSCS 達成度達成度達成度達成度    

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月        石立美和石立美和石立美和石立美和        作成作成作成作成    
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94.0%94.0%94.0%94.0%

91.4%91.4%91.4%91.4%
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図３図３図３図３            さくら会他部署によるさくら会他部署によるさくら会他部署によるさくら会他部署による AAAA チームの第３者評価とチームの第３者評価とチームの第３者評価とチームの第３者評価と    

AAAA チームのマナー分析達成度の比較チームのマナー分析達成度の比較チームのマナー分析達成度の比較チームのマナー分析達成度の比較    

        
①挨拶①挨拶①挨拶①挨拶    

会釈会釈会釈会釈    
②②②②～様～様～様～様    

③③③③言葉言葉言葉言葉    

    遣い遣い遣い遣い    

④④④④身だ身だ身だ身だ

しなみしなみしなみしなみ    

⑤⑤⑤⑤整理整理整理整理    

    整頓整頓整頓整頓    

5555 項目項目項目項目

平均平均平均平均    

⑥⑥⑥⑥挨拶挨拶挨拶挨拶    

    感謝感謝感謝感謝    

11111111 月第月第月第月第 3333 者評価者評価者評価者評価    81.7%81.7%81.7%81.7%    80.0%80.0%80.0%80.0%    78.3%78.3%78.3%78.3%    91.7%91.7%91.7%91.7%    90.0%90.0%90.0%90.0%    84.3%84.3%84.3%84.3%    78.3%78.3%78.3%78.3%    

11111111 月マナー分析月マナー分析月マナー分析月マナー分析    94.0%94.0%94.0%94.0%    95.0%95.0%95.0%95.0%    90.0%90.0%90.0%90.0%    99.0%99.0%99.0%99.0%    94.0%94.0%94.0%94.0%    94.494.494.494.4%%%%    93.0%93.0%93.0%93.0%    

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    石立美和石立美和石立美和石立美和    作成作成作成作成    

図３のさくら会他部署による図３のさくら会他部署による図３のさくら会他部署による図３のさくら会他部署による AAAA チームの内部第３者評価を行ってみて、チームの内部第３者評価を行ってみて、チームの内部第３者評価を行ってみて、チームの内部第３者評価を行ってみて、AAAA チチチチ

ームのマナー分析と内部第３者評価には大きなギャップがあることがわかっームのマナー分析と内部第３者評価には大きなギャップがあることがわかっームのマナー分析と内部第３者評価には大きなギャップがあることがわかっームのマナー分析と内部第３者評価には大きなギャップがあることがわかっ

た。自分達は挨拶できていると思っていても、他者からは挨拶できていないた。自分達は挨拶できていると思っていても、他者からは挨拶できていないた。自分達は挨拶できていると思っていても、他者からは挨拶できていないた。自分達は挨拶できていると思っていても、他者からは挨拶できていない

と評価されている。と評価されている。と評価されている。と評価されている。AAAA チーム内に「挨拶・会釈」の個人差があること（挨拶チーム内に「挨拶・会釈」の個人差があること（挨拶チーム内に「挨拶・会釈」の個人差があること（挨拶チーム内に「挨拶・会釈」の個人差があること（挨拶

出来ている人と出来ていない人がいる。マイナス要素が１つでもあるとゼロ出来ている人と出来ていない人がいる。マイナス要素が１つでもあるとゼロ出来ている人と出来ていない人がいる。マイナス要素が１つでもあるとゼロ出来ている人と出来ていない人がいる。マイナス要素が１つでもあるとゼロ

になってしまう法則「になってしまう法則「になってしまう法則「になってしまう法則「100100100100－－－－1111＝＝＝＝0000 の法則」）や自己評価が甘い、業務が重なるの法則」）や自己評価が甘い、業務が重なるの法則」）や自己評価が甘い、業務が重なるの法則」）や自己評価が甘い、業務が重なる

とととと CSCSCSCS マナー分析評価の数値が低下しまうことをチームの特性とした。マナー分析評価の数値が低下しまうことをチームの特性とした。マナー分析評価の数値が低下しまうことをチームの特性とした。マナー分析評価の数値が低下しまうことをチームの特性とした。    

    

このギャップを縮めるために、このギャップを縮めるために、このギャップを縮めるために、このギャップを縮めるために、    

    

１）朝礼時マナー分析の結果・分析・対策・目標を発表１）朝礼時マナー分析の結果・分析・対策・目標を発表１）朝礼時マナー分析の結果・分析・対策・目標を発表１）朝礼時マナー分析の結果・分析・対策・目標を発表    

２）他部署の職員に会っても挨拶・会釈するように声かけ２）他部署の職員に会っても挨拶・会釈するように声かけ２）他部署の職員に会っても挨拶・会釈するように声かけ２）他部署の職員に会っても挨拶・会釈するように声かけ    

３）朝礼時の挨拶司会当番となった人が挨拶以外に一言付け加えた３）朝礼時の挨拶司会当番となった人が挨拶以外に一言付け加えた３）朝礼時の挨拶司会当番となった人が挨拶以外に一言付け加えた３）朝礼時の挨拶司会当番となった人が挨拶以外に一言付け加えた    

１分間スピーチ１分間スピーチ１分間スピーチ１分間スピーチ    

    

をすることにした。これはをすることにした。これはをすることにした。これはをすることにした。これは AAAA チームすべての人が挑戦中である。チームすべての人が挑戦中である。チームすべての人が挑戦中である。チームすべての人が挑戦中である。    

    

70%70%70%70%

80%80%80%80%

90%90%90%90%

100%100%100%100%
11111111月第３者月第３者月第３者月第３者 11111111月マナー月マナー月マナー月マナー

①①①① ②②②② ③③③③ ④④④④ ⑤⑤⑤⑤ ５項目５項目５項目５項目 ⑥⑥⑥⑥

平均平均平均平均
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５）現状５）現状５）現状５）現状    

    

私達は人と接する職場で働いていて、常に人に自分の考えを伝える力が必要私達は人と接する職場で働いていて、常に人に自分の考えを伝える力が必要私達は人と接する職場で働いていて、常に人に自分の考えを伝える力が必要私達は人と接する職場で働いていて、常に人に自分の考えを伝える力が必要

とされる。医師への報告やスタッフへの申し送り、患者様への十分な説明、とされる。医師への報告やスタッフへの申し送り、患者様への十分な説明、とされる。医師への報告やスタッフへの申し送り、患者様への十分な説明、とされる。医師への報告やスタッフへの申し送り、患者様への十分な説明、

患者様の悩みや相談に対する対応、ご家族への説明と気くばり、ミーティン患者様の悩みや相談に対する対応、ご家族への説明と気くばり、ミーティン患者様の悩みや相談に対する対応、ご家族への説明と気くばり、ミーティン患者様の悩みや相談に対する対応、ご家族への説明と気くばり、ミーティン

グ、会議、他部署職員とのコミュニケーション、様々な場面で人に言葉などグ、会議、他部署職員とのコミュニケーション、様々な場面で人に言葉などグ、会議、他部署職員とのコミュニケーション、様々な場面で人に言葉などグ、会議、他部署職員とのコミュニケーション、様々な場面で人に言葉など

を通して自分の意思を伝えなくてはいけない。言葉が伝わらないとアクシデを通して自分の意思を伝えなくてはいけない。言葉が伝わらないとアクシデを通して自分の意思を伝えなくてはいけない。言葉が伝わらないとアクシデを通して自分の意思を伝えなくてはいけない。言葉が伝わらないとアクシデ

ントやヒヤリハットにもつながってしまい患者様に被害が及んでしまう。電ントやヒヤリハットにもつながってしまい患者様に被害が及んでしまう。電ントやヒヤリハットにもつながってしまい患者様に被害が及んでしまう。電ントやヒヤリハットにもつながってしまい患者様に被害が及んでしまう。電

子カルテが導入され、メールが盛んに使われるようになっても子カルテが導入され、メールが盛んに使われるようになっても子カルテが導入され、メールが盛んに使われるようになっても子カルテが導入され、メールが盛んに使われるようになっても人に意思を伝人に意思を伝人に意思を伝人に意思を伝

える能力は永遠に必要とされる。そのためえる能力は永遠に必要とされる。そのためえる能力は永遠に必要とされる。そのためえる能力は永遠に必要とされる。そのため AAAA チームは朝礼時に、１分間スピチームは朝礼時に、１分間スピチームは朝礼時に、１分間スピチームは朝礼時に、１分間スピ

ーチで人に伝える力を磨くことを対策とした。ーチで人に伝える力を磨くことを対策とした。ーチで人に伝える力を磨くことを対策とした。ーチで人に伝える力を磨くことを対策とした。2011201120112011 年の活動と結果の報告は年の活動と結果の報告は年の活動と結果の報告は年の活動と結果の報告は

ここで終了するが、対策を継続しチーム全員で協力し、①の「心あたたまるここで終了するが、対策を継続しチーム全員で協力し、①の「心あたたまるここで終了するが、対策を継続しチーム全員で協力し、①の「心あたたまるここで終了するが、対策を継続しチーム全員で協力し、①の「心あたたまる

挨拶・会釈をする」を挨拶・会釈をする」を挨拶・会釈をする」を挨拶・会釈をする」を 2012201220122012 年年年年 3333 月までに目標でもある月までに目標でもある月までに目標でもある月までに目標でもある 95959595％にしていきたい。％にしていきたい。％にしていきたい。％にしていきたい。    

 

 

４．結語４．結語４．結語４．結語    

    

AAAA チームでは、月・火・金曜日が手術日である。患者様への対応、例えば高チームでは、月・火・金曜日が手術日である。患者様への対応、例えば高チームでは、月・火・金曜日が手術日である。患者様への対応、例えば高チームでは、月・火・金曜日が手術日である。患者様への対応、例えば高

度な術前・術後看護、介護の施行、ご家族へのアカウンタビリテイ（説明責度な術前・術後看護、介護の施行、ご家族へのアカウンタビリテイ（説明責度な術前・術後看護、介護の施行、ご家族へのアカウンタビリテイ（説明責度な術前・術後看護、介護の施行、ご家族へのアカウンタビリテイ（説明責

任）、それに加えて、日々の看護・介護業務が重なり病棟全体が緊張の任）、それに加えて、日々の看護・介護業務が重なり病棟全体が緊張の任）、それに加えて、日々の看護・介護業務が重なり病棟全体が緊張の任）、それに加えて、日々の看護・介護業務が重なり病棟全体が緊張の張りつ張りつ張りつ張りつ

めた環境となる。そこにさらなる入院が重なると看護師の絶対的人手不足がめた環境となる。そこにさらなる入院が重なると看護師の絶対的人手不足がめた環境となる。そこにさらなる入院が重なると看護師の絶対的人手不足がめた環境となる。そこにさらなる入院が重なると看護師の絶対的人手不足が

発生し、頻度の高い電話などの業務が最優先になる。発生し、頻度の高い電話などの業務が最優先になる。発生し、頻度の高い電話などの業務が最優先になる。発生し、頻度の高い電話などの業務が最優先になる。    

またまたまたまた 2011201120112011 年度は電子カルテ導入のため、年度は電子カルテ導入のため、年度は電子カルテ導入のため、年度は電子カルテ導入のため、CSCSCSCS 活動よりも電子カルテ導入の準活動よりも電子カルテ導入の準活動よりも電子カルテ導入の準活動よりも電子カルテ導入の準

備が優先となり、電子カルテに時間を費やすことで、備が優先となり、電子カルテに時間を費やすことで、備が優先となり、電子カルテに時間を費やすことで、備が優先となり、電子カルテに時間を費やすことで、CSCSCSCS 委員の本来の委員の本来の委員の本来の委員の本来の CSCSCSCS 活活活活

動が十分に発揮できず、マナー向上項目数値の伸び悩みが観察された。この動が十分に発揮できず、マナー向上項目数値の伸び悩みが観察された。この動が十分に発揮できず、マナー向上項目数値の伸び悩みが観察された。この動が十分に発揮できず、マナー向上項目数値の伸び悩みが観察された。この

ことはことはことはことは AAAA チームの今後の大きな課題であり、問題でもある。チームの今後の大きな課題であり、問題でもある。チームの今後の大きな課題であり、問題でもある。チームの今後の大きな課題であり、問題でもある。    

    

AAAA チームは看護師が大半で、知識と技術は十分に備わっている専門職の集団チームは看護師が大半で、知識と技術は十分に備わっている専門職の集団チームは看護師が大半で、知識と技術は十分に備わっている専門職の集団チームは看護師が大半で、知識と技術は十分に備わっている専門職の集団

である。プロとしての技術を認めてもらいたい願望が強くである。プロとしての技術を認めてもらいたい願望が強くである。プロとしての技術を認めてもらいたい願望が強くである。プロとしての技術を認めてもらいたい願望が強くあり、過去に蓄積あり、過去に蓄積あり、過去に蓄積あり、過去に蓄積

された経験から立脚した個々の考えを持っている。された経験から立脚した個々の考えを持っている。された経験から立脚した個々の考えを持っている。された経験から立脚した個々の考えを持っている。AAAA チームでは挨拶・会釈チームでは挨拶・会釈チームでは挨拶・会釈チームでは挨拶・会釈

が重要であると理解はしているが、間違いなく看護・介護業務が優先になるが重要であると理解はしているが、間違いなく看護・介護業務が優先になるが重要であると理解はしているが、間違いなく看護・介護業務が優先になるが重要であると理解はしているが、間違いなく看護・介護業務が優先になる

傾向がある。傾向がある。傾向がある。傾向がある。CSCSCSCS への認識度と、行動係数にばらつきのあることを、アンケーへの認識度と、行動係数にばらつきのあることを、アンケーへの認識度と、行動係数にばらつきのあることを、アンケーへの認識度と、行動係数にばらつきのあることを、アンケー

トから考察した。トから考察した。トから考察した。トから考察した。    

    

このような意識や気持ちをこのような意識や気持ちをこのような意識や気持ちをこのような意識や気持ちを CSCSCSCS 行動に転化するには、行動に転化するには、行動に転化するには、行動に転化するには、AAAA チームの環境を十分チームの環境を十分チームの環境を十分チームの環境を十分

理解したうえ、リーダーは理解したうえ、リーダーは理解したうえ、リーダーは理解したうえ、リーダーは CSCSCSCS 活動へのモチベーションが上がるよう、意見活動へのモチベーションが上がるよう、意見活動へのモチベーションが上がるよう、意見活動へのモチベーションが上がるよう、意見

や提案などへの傾聴を重ね、や提案などへの傾聴を重ね、や提案などへの傾聴を重ね、や提案などへの傾聴を重ね、CSCSCSCS 行動が自然に起きる環境作りが必要である。行動が自然に起きる環境作りが必要である。行動が自然に起きる環境作りが必要である。行動が自然に起きる環境作りが必要である。
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人の行動は他人によって変わらないと言われているが、人の行動は他人によって変わらないと言われているが、人の行動は他人によって変わらないと言われているが、人の行動は他人によって変わらないと言われているが、CSCSCSCS 委員が個人委員が個人委員が個人委員が個人個人の個人の個人の個人の

特性を理解し、コーチングにより、リーダーとの相互理解を深め、対人関係特性を理解し、コーチングにより、リーダーとの相互理解を深め、対人関係特性を理解し、コーチングにより、リーダーとの相互理解を深め、対人関係特性を理解し、コーチングにより、リーダーとの相互理解を深め、対人関係

への関わり方を共に考えながら意識を変えていく必要がある。への関わり方を共に考えながら意識を変えていく必要がある。への関わり方を共に考えながら意識を変えていく必要がある。への関わり方を共に考えながら意識を変えていく必要がある。    

    

AAAA チームの現状は目標に達していない。ギャップを埋める努力、行動計画（アチームの現状は目標に達していない。ギャップを埋める努力、行動計画（アチームの現状は目標に達していない。ギャップを埋める努力、行動計画（アチームの現状は目標に達していない。ギャップを埋める努力、行動計画（ア

クション・プラン）の実行を徹底し、さくら会ビジョン『地域住民から高いクション・プラン）の実行を徹底し、さくら会ビジョン『地域住民から高いクション・プラン）の実行を徹底し、さくら会ビジョン『地域住民から高いクション・プラン）の実行を徹底し、さくら会ビジョン『地域住民から高い

評価を受け、職員が生きがいを感じて職務に励む、温かなさくら会』を目指評価を受け、職員が生きがいを感じて職務に励む、温かなさくら会』を目指評価を受け、職員が生きがいを感じて職務に励む、温かなさくら会』を目指評価を受け、職員が生きがいを感じて職務に励む、温かなさくら会』を目指

して、弛まない継続的な努力をすることが重要である。して、弛まない継続的な努力をすることが重要である。して、弛まない継続的な努力をすることが重要である。して、弛まない継続的な努力をすることが重要である。    

    

    

今回のレポート執筆の機会を与えて頂いた森田今回のレポート執筆の機会を与えて頂いた森田今回のレポート執筆の機会を与えて頂いた森田今回のレポート執筆の機会を与えて頂いた森田    孝文院長、アニュアル・リポ孝文院長、アニュアル・リポ孝文院長、アニュアル・リポ孝文院長、アニュアル・リポ

ート作成にご指導頂いた牛島ート作成にご指導頂いた牛島ート作成にご指導頂いた牛島ート作成にご指導頂いた牛島    秀一ディレクター、秀一ディレクター、秀一ディレクター、秀一ディレクター、奥濱奥濱奥濱奥濱    義孝氏（編集責任者）、義孝氏（編集責任者）、義孝氏（編集責任者）、義孝氏（編集責任者）、

中西中西中西中西    建司氏、チームのスタッフに感謝する。建司氏、チームのスタッフに感謝する。建司氏、チームのスタッフに感謝する。建司氏、チームのスタッフに感謝する。    

    

参考文献：参考文献：参考文献：参考文献：    

１）医療法人社団さくら会１）医療法人社団さくら会１）医療法人社団さくら会１）医療法人社団さくら会 2006200620062006 年度年度年度年度 CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    

２）医療法人社団さくら会２）医療法人社団さくら会２）医療法人社団さくら会２）医療法人社団さくら会 2008200820082008 年・年・年・年・2009200920092009 年度年度年度年度 CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート 
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2222----2222    BBBB チームさくら会チームさくら会チームさくら会チームさくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    

2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度    

    

    

    

『巡視と視覚化による『巡視と視覚化による『巡視と視覚化による『巡視と視覚化による 5S5S5S5S 活動』活動』活動』活動』    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

BBBB チームチームチームチーム    

療養病棟療養病棟療養病棟療養病棟    

銭田銭田銭田銭田    万里子万里子万里子万里子    

    

療養病棟療養病棟療養病棟療養病棟    

坂本坂本坂本坂本    容子容子容子容子    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

さくら会は、さくら会は、さくら会は、さくら会は、2003200320032003 年年年年 1111 月にさくら会月にさくら会月にさくら会月にさくら会 CSCSCSCS プロジェクトを発足し、筆者はプロジェクトを発足し、筆者はプロジェクトを発足し、筆者はプロジェクトを発足し、筆者は 2006200620062006

年年年年 9999 月より活動に参加した。月より活動に参加した。月より活動に参加した。月より活動に参加した。CSCSCSCS プロジェクトとは、さくら会ミッション「地プロジェクトとは、さくら会ミッション「地プロジェクトとは、さくら会ミッション「地プロジェクトとは、さくら会ミッション「地

域住民の健康を守り、その増進に専念する」を最重要目標に、加えて、さく域住民の健康を守り、その増進に専念する」を最重要目標に、加えて、さく域住民の健康を守り、その増進に専念する」を最重要目標に、加えて、さく域住民の健康を守り、その増進に専念する」を最重要目標に、加えて、さく

ら会行動指針である「尽くそう心温かなサービス」を具体的に指標化したさら会行動指針である「尽くそう心温かなサービス」を具体的に指標化したさら会行動指針である「尽くそう心温かなサービス」を具体的に指標化したさら会行動指針である「尽くそう心温かなサービス」を具体的に指標化したさ

くら会が独自に開発したくら会が独自に開発したくら会が独自に開発したくら会が独自に開発した CSCSCSCS（顧客満足）活動の仕組みである。（顧客満足）活動の仕組みである。（顧客満足）活動の仕組みである。（顧客満足）活動の仕組みである。2009200920092009 年度ま年度ま年度ま年度ま

での活動は、さくら会アニュアルレポートでの活動は、さくら会アニュアルレポートでの活動は、さくら会アニュアルレポートでの活動は、さくら会アニュアルレポート 2006200620062006・・・・2007200720072007 年度版、年度版、年度版、年度版、2008200820082008・・・・2009200920092009

年度版を参照にして頂きたい。年度版を参照にして頂きたい。年度版を参照にして頂きたい。年度版を参照にして頂きたい。    

    筆者の筆者の筆者の筆者の BBBB チームは、チームは、チームは、チームは、2009200920092009 年度に引き続き、年度に引き続き、年度に引き続き、年度に引き続き、CSCSCSCS マナー分析のマナー分析のマナー分析のマナー分析の    ⑤「妥協⑤「妥協⑤「妥協⑤「妥協のののの

無い整理・整頓・清掃に留意する」を重点項目として無い整理・整頓・清掃に留意する」を重点項目として無い整理・整頓・清掃に留意する」を重点項目として無い整理・整頓・清掃に留意する」を重点項目として 2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2011201120112011 年度年度年度年度

を活動してきた。今回はを活動してきた。今回はを活動してきた。今回はを活動してきた。今回は 2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2011201120112011 年度の年度の年度の年度の 2222 年間にわたる活動内容に年間にわたる活動内容に年間にわたる活動内容に年間にわたる活動内容に

ついてまとめ、以下の通り報告する。ついてまとめ、以下の通り報告する。ついてまとめ、以下の通り報告する。ついてまとめ、以下の通り報告する。    

    

報告内容報告内容報告内容報告内容    

１１１１    2010201020102010 年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み    

２２２２    2011201120112011 年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み    

３３３３    まとめまとめまとめまとめ    

４４４４    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

１１１１    2010201020102010 年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み    

    

BBBB チームでは、チームでは、チームでは、チームでは、2008200820082008 年度より年度より年度より年度より CSCSCSCS マナー分析のマナー分析のマナー分析のマナー分析の    ⑤「妥協の無い整理・整頓・⑤「妥協の無い整理・整頓・⑤「妥協の無い整理・整頓・⑤「妥協の無い整理・整頓・

清掃に留意する」を重点項目として活動してきた。活動を続けるうちに職員清掃に留意する」を重点項目として活動してきた。活動を続けるうちに職員清掃に留意する」を重点項目として活動してきた。活動を続けるうちに職員清掃に留意する」を重点項目として活動してきた。活動を続けるうちに職員

の意識も向上し、の意識も向上し、の意識も向上し、の意識も向上し、2009200920092009 年年年年 9999 月には月には月には月には 100100100100％達成することができた。その結果か％達成することができた。その結果か％達成することができた。その結果か％達成することができた。その結果か

ら、より高いレベルで５ら、より高いレベルで５ら、より高いレベルで５ら、より高いレベルで５SSSS を実施し、向上し続けることを目的に、目標の変を実施し、向上し続けることを目的に、目標の変を実施し、向上し続けることを目的に、目標の変を実施し、向上し続けることを目的に、目標の変

更ではなく、５Ｓ評価基準の内容を厳しくすることにした。更ではなく、５Ｓ評価基準の内容を厳しくすることにした。更ではなく、５Ｓ評価基準の内容を厳しくすることにした。更ではなく、５Ｓ評価基準の内容を厳しくすることにした。    

2009200920092009 年度の年度の年度の年度の    ⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移

は図１の通りである。は図１の通りである。は図１の通りである。は図１の通りである。    

    

図１からも明らかなように図１からも明らかなように図１からも明らかなように図１からも明らかなように 10101010 月、月、月、月、11111111 月と達成度は下降し、それ以降も月と達成度は下降し、それ以降も月と達成度は下降し、それ以降も月と達成度は下降し、それ以降も 2009200920092009

年度（年度（年度（年度（2010201020102010 年年年年 3333 月まで）内に月まで）内に月まで）内に月まで）内に 100100100100％達成には至らなかった。そこで％達成には至らなかった。そこで％達成には至らなかった。そこで％達成には至らなかった。そこで BBBB チーチーチーチー

ムでは、ムでは、ムでは、ムでは、2010201020102010 年度（年度（年度（年度（2010201020102010 年年年年 4444 月から）のマナー向上プログラム中、最重要月から）のマナー向上プログラム中、最重要月から）のマナー向上プログラム中、最重要月から）のマナー向上プログラム中、最重要

項目として⑤「妥協の無い整理・整頓・清項目として⑤「妥協の無い整理・整頓・清項目として⑤「妥協の無い整理・整頓・清項目として⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」を揚げ、達成度掃に留意する」を揚げ、達成度掃に留意する」を揚げ、達成度掃に留意する」を揚げ、達成度 95959595％％％％

を目標に活動を行った。を目標に活動を行った。を目標に活動を行った。を目標に活動を行った。    

2010201020102010 年度の⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移は年度の⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移は年度の⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移は年度の⑤「妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価推移は

図２の通りである。図２の通りである。図２の通りである。図２の通りである。    
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図１図１図１図１    

 

2009200920092009 年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移 

2010201020102010 年年年年 1111 月月月月    中西中西中西中西    恵恵恵恵    作成作成作成作成    

    

    

図２図２図２図２    

2010201020102010 年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移年度⑤自己評価推移    

    

2011201120112011 年４月年４月年４月年４月    銭田銭田銭田銭田    万里子万里子万里子万里子    作成作成作成作成    
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4444 月は月は月は月は 93.393.393.393.3％と低く、その原因は新入職員が不慣れであったと考え、新職員％と低く、その原因は新入職員が不慣れであったと考え、新職員％と低く、その原因は新入職員が不慣れであったと考え、新職員％と低く、その原因は新入職員が不慣れであったと考え、新職員

にはチェックシートの項目を各自ノートに控え、確認しながら環境整備をすにはチェックシートの項目を各自ノートに控え、確認しながら環境整備をすにはチェックシートの項目を各自ノートに控え、確認しながら環境整備をすにはチェックシートの項目を各自ノートに控え、確認しながら環境整備をす

ることとした。その結果、ることとした。その結果、ることとした。その結果、ることとした。その結果、5555 月は月は月は月は 94.594.594.594.5％と少し改善した。しかし、病棟スタ％と少し改善した。しかし、病棟スタ％と少し改善した。しかし、病棟スタ％と少し改善した。しかし、病棟スタ

ッフからは「以前より環境整備が雑になったように感じる」との意見もあり、ッフからは「以前より環境整備が雑になったように感じる」との意見もあり、ッフからは「以前より環境整備が雑になったように感じる」との意見もあり、ッフからは「以前より環境整備が雑になったように感じる」との意見もあり、

調査の結果、自己評価調査の結果、自己評価調査の結果、自己評価調査の結果、自己評価 5555 点だったスタッフの中に、点だったスタッフの中に、点だったスタッフの中に、点だったスタッフの中に、4444 点をつける人がいた。点をつける人がいた。点をつける人がいた。点をつける人がいた。

そこで、そこで、そこで、そこで、6666 月より以前環境整備時に使用していたチェックシート板を再度活月より以前環境整備時に使用していたチェックシート板を再度活月より以前環境整備時に使用していたチェックシート板を再度活月より以前環境整備時に使用していたチェックシート板を再度活

用したところ、用したところ、用したところ、用したところ、6666 月は月は月は月は 97.497.497.497.4％と大きくアップし、目標である％と大きくアップし、目標である％と大きくアップし、目標である％と大きくアップし、目標である 95959595％をキープし％をキープし％をキープし％をキープし

たまま上半期を終えることができた。たまま上半期を終えることができた。たまま上半期を終えることができた。たまま上半期を終えることができた。    

    

下半期は、下半期は、下半期は、下半期は、10101010 月に少しの低下がみられたが、翌月には改善した。しかし、月に少しの低下がみられたが、翌月には改善した。しかし、月に少しの低下がみられたが、翌月には改善した。しかし、月に少しの低下がみられたが、翌月には改善した。しかし、2011201120112011

年年年年 1111 月には月には月には月には 93.193.193.193.1％と％と％と％と 2010201020102010 年度で一番低い数値となった。年度で一番低い数値となった。年度で一番低い数値となった。年度で一番低い数値となった。CSCSCSCS 委員が点数の低委員が点数の低委員が点数の低委員が点数の低

いスタッフにヒアリングと個別指導を行い、最いスタッフにヒアリングと個別指導を行い、最いスタッフにヒアリングと個別指導を行い、最いスタッフにヒアリングと個別指導を行い、最終的には終的には終的には終的には 97.197.197.197.1％と目標達成す％と目標達成す％と目標達成す％と目標達成す

ることができた。しかし、５ることができた。しかし、５ることができた。しかし、５ることができた。しかし、５SSSS の巡視（以下に「説明」）ではの巡視（以下に「説明」）ではの巡視（以下に「説明」）ではの巡視（以下に「説明」）では 88.488.488.488.4％とマナー％とマナー％とマナー％とマナー

分析の前記結果と比較して、大きなギャップがあった。分析の前記結果と比較して、大きなギャップがあった。分析の前記結果と比較して、大きなギャップがあった。分析の前記結果と比較して、大きなギャップがあった。    

    

「「「「5S5S5S5S の巡視とは、毎月院内の巡視とは、毎月院内の巡視とは、毎月院内の巡視とは、毎月院内 5S5S5S5S 委員が各部署を回り、チェック項目に基づい委員が各部署を回り、チェック項目に基づい委員が各部署を回り、チェック項目に基づい委員が各部署を回り、チェック項目に基づい

て評価し、それを点数化する院内巡視である。これを巡視第三者評価と称すて評価し、それを点数化する院内巡視である。これを巡視第三者評価と称すて評価し、それを点数化する院内巡視である。これを巡視第三者評価と称すて評価し、それを点数化する院内巡視である。これを巡視第三者評価と称す

る。」る。」る。」る。」    

    

２２２２    2011201120112011 年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み年度の取り組み    

    

2010201020102010 年度の活動は、最終的に目標年度の活動は、最終的に目標年度の活動は、最終的に目標年度の活動は、最終的に目標 95959595％に対し、％に対し、％に対し、％に対し、97,97,97,97,１％の達成であった。し１％の達成であった。し１％の達成であった。し１％の達成であった。し

かし、上記巡視第三者評価ではかし、上記巡視第三者評価ではかし、上記巡視第三者評価ではかし、上記巡視第三者評価では 88,88,88,88,４％と大きなギャップがあり、新たな問４％と大きなギャップがあり、新たな問４％と大きなギャップがあり、新たな問４％と大きなギャップがあり、新たな問

題点が判明した。そこで、Ｂチームでは題点が判明した。そこで、Ｂチームでは題点が判明した。そこで、Ｂチームでは題点が判明した。そこで、Ｂチームでは 2011201120112011 年度も引き続き重点項目に⑤年度も引き続き重点項目に⑤年度も引き続き重点項目に⑤年度も引き続き重点項目に⑤

「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」を揚げ活動した。「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」を揚げ活動した。「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」を揚げ活動した。「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」を揚げ活動した。    

    

2010201020102010 年度までは自己評価のみで達成度を評価していたが、巡視第三者評価と年度までは自己評価のみで達成度を評価していたが、巡視第三者評価と年度までは自己評価のみで達成度を評価していたが、巡視第三者評価と年度までは自己評価のみで達成度を評価していたが、巡視第三者評価と

比較するほうがより確実に達成度を客観的に評価できると判断し、比較するほうがより確実に達成度を客観的に評価できると判断し、比較するほうがより確実に達成度を客観的に評価できると判断し、比較するほうがより確実に達成度を客観的に評価できると判断し、2011201120112011 年度年度年度年度

は自己評価と新たに加えた巡視第三者評価による二方向からの達成度は自己評価と新たに加えた巡視第三者評価による二方向からの達成度は自己評価と新たに加えた巡視第三者評価による二方向からの達成度は自己評価と新たに加えた巡視第三者評価による二方向からの達成度 95959595％％％％

を目標とし活動を行った。を目標とし活動を行った。を目標とし活動を行った。を目標とし活動を行った。    

2011201120112011 年度の⑤「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価、巡視年度の⑤「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価、巡視年度の⑤「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価、巡視年度の⑤「妥協のない整理・整頓・清掃に留意する」の自己評価、巡視

第三者評価の推移は図３の通りである。第三者評価の推移は図３の通りである。第三者評価の推移は図３の通りである。第三者評価の推移は図３の通りである。    
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図３図３図３図３                        2011201120112011 年度⑤自己評価、巡視第三者評価推移年度⑤自己評価、巡視第三者評価推移年度⑤自己評価、巡視第三者評価推移年度⑤自己評価、巡視第三者評価推移    

    
2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    銭田銭田銭田銭田    万里子万里子万里子万里子    作成作成作成作成    

    

まず初めに、自己評価と巡視第三者評価に大きなギャップが生じた原因につまず初めに、自己評価と巡視第三者評価に大きなギャップが生じた原因につまず初めに、自己評価と巡視第三者評価に大きなギャップが生じた原因につまず初めに、自己評価と巡視第三者評価に大きなギャップが生じた原因につ

いて考えた。いて考えた。いて考えた。いて考えた。    

マナー分析でマナー分析でマナー分析でマナー分析で BBBB チーム内で使用するチェック項目と、５チーム内で使用するチェック項目と、５チーム内で使用するチェック項目と、５チーム内で使用するチェック項目と、５SSSS の巡視時に使用すの巡視時に使用すの巡視時に使用すの巡視時に使用す

る第三者チェック項目に違いがあるので評価に向けての正しい行動がとれなる第三者チェック項目に違いがあるので評価に向けての正しい行動がとれなる第三者チェック項目に違いがあるので評価に向けての正しい行動がとれなる第三者チェック項目に違いがあるので評価に向けての正しい行動がとれな

い。その理由から、チェック項目の変更と環境整備の方法について再検討すい。その理由から、チェック項目の変更と環境整備の方法について再検討すい。その理由から、チェック項目の変更と環境整備の方法について再検討すい。その理由から、チェック項目の変更と環境整備の方法について再検討す

ることとした。ることとした。ることとした。ることとした。    

マナー分析で使用するマナー分析で使用するマナー分析で使用するマナー分析で使用する BBBB チーム５チーム５チーム５チーム５SSSS チェックシートと、５チェックシートと、５チェックシートと、５チェックシートと、５SSSS の巡視時に使用の巡視時に使用の巡視時に使用の巡視時に使用

するチェック項目は、別添資料するチェック項目は、別添資料するチェック項目は、別添資料するチェック項目は、別添資料１参照、別添資料２参照。１参照、別添資料２参照。１参照、別添資料２参照。１参照、別添資料２参照。    

    

BBBB チーム・５チーム・５チーム・５チーム・５SSSS チェックシート項目チェックシート項目チェックシート項目チェックシート項目 3,4,5,6,7,8,93,4,5,6,7,8,93,4,5,6,7,8,93,4,5,6,7,8,9 は、「○○は拭いているか」は、「○○は拭いているか」は、「○○は拭いているか」は、「○○は拭いているか」

という清掃に対する項目が多いのに対して、別添資料２の５という清掃に対する項目が多いのに対して、別添資料２の５という清掃に対する項目が多いのに対して、別添資料２の５という清掃に対する項目が多いのに対して、別添資料２の５SSSS の巡視時に使の巡視時に使の巡視時に使の巡視時に使

用するチェック項目用するチェック項目用するチェック項目用するチェック項目 2,3,8,9,102,3,8,9,102,3,8,9,102,3,8,9,10 は、｢○○は所定の場所においてあるか｣といは、｢○○は所定の場所においてあるか｣といは、｢○○は所定の場所においてあるか｣といは、｢○○は所定の場所においてあるか｣とい

う整理・整頓に対する項目であった。その結果、５う整理・整頓に対する項目であった。その結果、５う整理・整頓に対する項目であった。その結果、５う整理・整頓に対する項目であった。その結果、５SSSS チェックシートの項目チェックシートの項目チェックシートの項目チェックシートの項目

を見直し、新たにを見直し、新たにを見直し、新たにを見直し、新たに 15151515 項目を揚げた。項目を揚げた。項目を揚げた。項目を揚げた。    

新しく作成した５新しく作成した５新しく作成した５新しく作成した５SSSS チェックシートは、別添資料３の通りである。チェックシートは、別添資料３の通りである。チェックシートは、別添資料３の通りである。チェックシートは、別添資料３の通りである。    

    

毎日の環境整備では、毎週土曜日を「整理・整頓の日」とし、拭き掃除では毎日の環境整備では、毎週土曜日を「整理・整頓の日」とし、拭き掃除では毎日の環境整備では、毎週土曜日を「整理・整頓の日」とし、拭き掃除では毎日の環境整備では、毎週土曜日を「整理・整頓の日」とし、拭き掃除では

なく、整理・整頓なく、整理・整頓なく、整理・整頓なく、整理・整頓を中心に環境整備を行うこととしを中心に環境整備を行うこととしを中心に環境整備を行うこととしを中心に環境整備を行うこととし 5555 月より実施した。その月より実施した。その月より実施した。その月より実施した。その

結果、結果、結果、結果、5555 月の自己評価は月の自己評価は月の自己評価は月の自己評価は 4444 月より月より月より月より 4.14.14.14.1％、巡視第三者評価では％、巡視第三者評価では％、巡視第三者評価では％、巡視第三者評価では 10.110.110.110.1％もの上％もの上％もの上％もの上

昇となった。昇となった。昇となった。昇となった。    
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しかし、翌月は自己評価、巡視第三者評価ともに低下したため、点数の低かしかし、翌月は自己評価、巡視第三者評価ともに低下したため、点数の低かしかし、翌月は自己評価、巡視第三者評価ともに低下したため、点数の低かしかし、翌月は自己評価、巡視第三者評価ともに低下したため、点数の低か

ったスタッフにヒアリングしたところ、「自分に厳しく評価した」と前向きなったスタッフにヒアリングしたところ、「自分に厳しく評価した」と前向きなったスタッフにヒアリングしたところ、「自分に厳しく評価した」と前向きなったスタッフにヒアリングしたところ、「自分に厳しく評価した」と前向きな

意見のほか、「項目がまだ頭に入っておらず、つい忘れてしまう」といった意意見のほか、「項目がまだ頭に入っておらず、つい忘れてしまう」といった意意見のほか、「項目がまだ頭に入っておらず、つい忘れてしまう」といった意意見のほか、「項目がまだ頭に入っておらず、つい忘れてしまう」といった意

見を得た。これは、予定していた新チェックシート板の完成が遅れていたこ見を得た。これは、予定していた新チェックシート板の完成が遅れていたこ見を得た。これは、予定していた新チェックシート板の完成が遅れていたこ見を得た。これは、予定していた新チェックシート板の完成が遅れていたこ

とも、数値低下の原因のとも、数値低下の原因のとも、数値低下の原因のとも、数値低下の原因の 1111 つであった。また、新人スタッフの中には、５つであった。また、新人スタッフの中には、５つであった。また、新人スタッフの中には、５つであった。また、新人スタッフの中には、５SSSS

に対する理解不足があり、個別に対する理解不足があり、個別に対する理解不足があり、個別に対する理解不足があり、個別に個人指導する必要があった。に個人指導する必要があった。に個人指導する必要があった。に個人指導する必要があった。    

対策として、新人スタッフは二人ペアで環境整備を行い、適宜説明、声かけ対策として、新人スタッフは二人ペアで環境整備を行い、適宜説明、声かけ対策として、新人スタッフは二人ペアで環境整備を行い、適宜説明、声かけ対策として、新人スタッフは二人ペアで環境整備を行い、適宜説明、声かけ

をしていくこととした。加えて、新たに作成した５をしていくこととした。加えて、新たに作成した５をしていくこととした。加えて、新たに作成した５をしていくこととした。加えて、新たに作成した５SSSS チェックシート（別添チェックシート（別添チェックシート（別添チェックシート（別添

資料３）に沿った、チェックシート板（別添資料４－１、２）を作成し、ワ資料３）に沿った、チェックシート板（別添資料４－１、２）を作成し、ワ資料３）に沿った、チェックシート板（別添資料４－１、２）を作成し、ワ資料３）に沿った、チェックシート板（別添資料４－１、２）を作成し、ワ

ゴンに乗せて常に視覚化による継続的努力をした（別添資料５）。さらにゴンに乗せて常に視覚化による継続的努力をした（別添資料５）。さらにゴンに乗せて常に視覚化による継続的努力をした（別添資料５）。さらにゴンに乗せて常に視覚化による継続的努力をした（別添資料５）。さらに 8888

月からの環境整備時に活用することも同時に行った。その後、チェックシー月からの環境整備時に活用することも同時に行った。その後、チェックシー月からの環境整備時に活用することも同時に行った。その後、チェックシー月からの環境整備時に活用することも同時に行った。その後、チェックシー

ト板だけでは、きちんと出来ている人と、出来ていない人と、スタッフ間でト板だけでは、きちんと出来ている人と、出来ていない人と、スタッフ間でト板だけでは、きちんと出来ている人と、出来ていない人と、スタッフ間でト板だけでは、きちんと出来ている人と、出来ていない人と、スタッフ間で

差が生じたことが明らかとなった。そこで、見本として写真（別添資料６－差が生じたことが明らかとなった。そこで、見本として写真（別添資料６－差が生じたことが明らかとなった。そこで、見本として写真（別添資料６－差が生じたことが明らかとなった。そこで、見本として写真（別添資料６－

１，２１，２１，２１，２）を撮り、チェックシート板と一緒に環境整備時に活用することにし）を撮り、チェックシート板と一緒に環境整備時に活用することにし）を撮り、チェックシート板と一緒に環境整備時に活用することにし）を撮り、チェックシート板と一緒に環境整備時に活用することにし

た。写真での視覚化により、スタッフ間で統一した「整理・整頓・清掃」がた。写真での視覚化により、スタッフ間で統一した「整理・整頓・清掃」がた。写真での視覚化により、スタッフ間で統一した「整理・整頓・清掃」がた。写真での視覚化により、スタッフ間で統一した「整理・整頓・清掃」が

できる結果となった。できる結果となった。できる結果となった。できる結果となった。    

    

その数値的効果は、その数値的効果は、その数値的効果は、その数値的効果は、8888 月の巡視第三者評価は月の巡視第三者評価は月の巡視第三者評価は月の巡視第三者評価は 98.598.598.598.5％と、％と、％と、％と、7777 月より月より月より月より 2.52.52.52.5％上昇し％上昇し％上昇し％上昇し

て現れた。て現れた。て現れた。て現れた。10101010 月の巡視第三者評価内容は降下したが、翌月には上昇し、最終月の巡視第三者評価内容は降下したが、翌月には上昇し、最終月の巡視第三者評価内容は降下したが、翌月には上昇し、最終月の巡視第三者評価内容は降下したが、翌月には上昇し、最終

的に的に的に的に 12121212 月の自己評価は月の自己評価は月の自己評価は月の自己評価は 97.197.197.197.1％、巡視第三者評価は％、巡視第三者評価は％、巡視第三者評価は％、巡視第三者評価は 95.595.595.595.5％と、目標％と、目標％と、目標％と、目標 95959595％を達％を達％を達％を達

成した。成した。成した。成した。    

    

３３３３    まとめまとめまとめまとめ    

    

BBBB チームでは、チームでは、チームでは、チームでは、2008200820082008 年度より５年度より５年度より５年度より５SSSS に対して活動を行ってきた。に対して活動を行ってきた。に対して活動を行ってきた。に対して活動を行ってきた。CSCSCSCS 委員が中委員が中委員が中委員が中

心となって様々な計画を立てて実行し、数値の評価と検討を行い、新たな行心となって様々な計画を立てて実行し、数値の評価と検討を行い、新たな行心となって様々な計画を立てて実行し、数値の評価と検討を行い、新たな行心となって様々な計画を立てて実行し、数値の評価と検討を行い、新たな行

動計画を立てる事を繰り返し行った。（動計画を立てる事を繰り返し行った。（動計画を立てる事を繰り返し行った。（動計画を立てる事を繰り返し行った。（PDCAPDCAPDCAPDCA サイクル実践）サイクル実践）サイクル実践）サイクル実践）    

その結果、スタッフの５その結果、スタッフの５その結果、スタッフの５その結果、スタッフの５SSSS に対する意識も高まり、「習慣化」へと導くことがに対する意識も高まり、「習慣化」へと導くことがに対する意識も高まり、「習慣化」へと導くことがに対する意識も高まり、「習慣化」へと導くことが

できた。それに伴って、自己評価の数値も上昇し、できた。それに伴って、自己評価の数値も上昇し、できた。それに伴って、自己評価の数値も上昇し、できた。それに伴って、自己評価の数値も上昇し、2010201020102010 年度の達成度は平均年度の達成度は平均年度の達成度は平均年度の達成度は平均

でででで 95.695.695.695.6％であった。％であった。％であった。％であった。    

2011201120112011 年度は、自分達の自己評価だけで満足するのではなく、巡視第三者評価年度は、自分達の自己評価だけで満足するのではなく、巡視第三者評価年度は、自分達の自己評価だけで満足するのではなく、巡視第三者評価年度は、自分達の自己評価だけで満足するのではなく、巡視第三者評価

の結果も重要視し、その数値的差を縮めることを目的に活動を行った。の結果も重要視し、その数値的差を縮めることを目的に活動を行った。の結果も重要視し、その数値的差を縮めることを目的に活動を行った。の結果も重要視し、その数値的差を縮めることを目的に活動を行った。    

2011201120112011 年年年年 3333 月は、自己評価月は、自己評価月は、自己評価月は、自己評価 97.197.197.197.1％に対して巡視第三者評価％に対して巡視第三者評価％に対して巡視第三者評価％に対して巡視第三者評価 88.488.488.488.4％と、％と、％と、％と、8.78.78.78.7％の％の％の％の

大差があった。大差があった。大差があった。大差があった。2011201120112011 年年年年 12121212 月現在は、自己評価月現在は、自己評価月現在は、自己評価月現在は、自己評価 97.197.197.197.1％、巡視第三者評価％、巡視第三者評価％、巡視第三者評価％、巡視第三者評価 95.595.595.595.5％％％％

と、その差はと、その差はと、その差はと、その差は 1.61.61.61.6％まで縮めることができた。このような結果がでたのは、％まで縮めることができた。このような結果がでたのは、％まで縮めることができた。このような結果がでたのは、％まで縮めることができた。このような結果がでたのは、

５５５５SSSS に関する重点項目を視覚化し、記憶にとどめ継続的な行動が出来たからに関する重点項目を視覚化し、記憶にとどめ継続的な行動が出来たからに関する重点項目を視覚化し、記憶にとどめ継続的な行動が出来たからに関する重点項目を視覚化し、記憶にとどめ継続的な行動が出来たから

である。である。である。である。    
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４４４４    おわりにおわりにおわりにおわりに    

    

2008200820082008 年度より現在まで、５Ｓに力を入れて活動してきた。「自己満足」とな年度より現在まで、５Ｓに力を入れて活動してきた。「自己満足」とな年度より現在まで、５Ｓに力を入れて活動してきた。「自己満足」とな年度より現在まで、５Ｓに力を入れて活動してきた。「自己満足」とな

らないよう、らないよう、らないよう、らないよう、2011201120112011 年度、チーム内自己評価と巡視第三者評価を比較したこと年度、チーム内自己評価と巡視第三者評価を比較したこと年度、チーム内自己評価と巡視第三者評価を比較したこと年度、チーム内自己評価と巡視第三者評価を比較したこと

は、ＣＳ活動を継続するにあたり良い刺激材料となった。は、ＣＳ活動を継続するにあたり良い刺激材料となった。は、ＣＳ活動を継続するにあたり良い刺激材料となった。は、ＣＳ活動を継続するにあたり良い刺激材料となった。    

長い道のりの中で、思うような結果が得られず苦悩する日々もあ長い道のりの中で、思うような結果が得られず苦悩する日々もあ長い道のりの中で、思うような結果が得られず苦悩する日々もあ長い道のりの中で、思うような結果が得られず苦悩する日々もあった。今日った。今日った。今日った。今日

まで活動を継続できたのは、Ｂチーム全員の協力のおかげと、深く感謝するまで活動を継続できたのは、Ｂチーム全員の協力のおかげと、深く感謝するまで活動を継続できたのは、Ｂチーム全員の協力のおかげと、深く感謝するまで活動を継続できたのは、Ｂチーム全員の協力のおかげと、深く感謝する

とともに、チームワークの大切さを実感した。とともに、チームワークの大切さを実感した。とともに、チームワークの大切さを実感した。とともに、チームワークの大切さを実感した。    

ＣＳ活動には決して終わりは無い。今後もさらなる持続可能な向上を目指し、ＣＳ活動には決して終わりは無い。今後もさらなる持続可能な向上を目指し、ＣＳ活動には決して終わりは無い。今後もさらなる持続可能な向上を目指し、ＣＳ活動には決して終わりは無い。今後もさらなる持続可能な向上を目指し、

チーム全員で協力していきたい。この一歩一歩の努力の結果が地域の医療、チーム全員で協力していきたい。この一歩一歩の努力の結果が地域の医療、チーム全員で協力していきたい。この一歩一歩の努力の結果が地域の医療、チーム全員で協力していきたい。この一歩一歩の努力の結果が地域の医療、

看護、介護、福祉への貢献に結び付くと信じている。看護、介護、福祉への貢献に結び付くと信じている。看護、介護、福祉への貢献に結び付くと信じている。看護、介護、福祉への貢献に結び付くと信じている。    
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別添資料別添資料別添資料別添資料 1111    

 

   月  ５Ｓチェックシート  氏名 

 1.コンセントが抜けていないか確認しているか   

 2.ベッドの位置を確認しているか   

 3.窓の下の木の部分を拭いているか   

 4.床頭台は拭いているか   

 5.テレビは拭いているか   

 6.ポールは拭いているか   

 7.オーバーテーブルは拭いているか   

 8.椅子は拭いているか   

 9.戸棚および引き出しの取っ手は拭いているか   

10.整理・整頓が習慣化されているか   

11.ゴミの分別を徹底しているか   

  

（チェックの仕方）  

該当する場合、横の欄に出来ていたら○をする  

○が 11 個の場合は５     ○が 6～5 の場合は２  

○が 10～9 個の場合は４    ○が 4 以下の場合は１  

○が 8～7個の場合は３  
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部署名：療養病棟 評価日

評価者

合　計

評価　⇒　3：十分出来ている　　2：出来ている　1：不足している　0：出来ていない

Ｎｏ 評価点数

1 ベッドは真っ直ぐになっているか

2 カゴが所定の場所に置いてあるか

3 ブルートレイが所定の場所に置いてあるか

4 衣類、タオルが置きっ放しになっていないか

5 ティッシュは袋のまま置いてないか

6 コンセントはきちんと差し込まれているか

7 オーバーテーブルの上は整理されているか

8 歯ブラシ、コップは所定の場所にあるか

9 軟膏、体温計は所定の場所に入っているか

10 気切・口腔缶は所定通り置いてあるか

11 掲示物は正しく掲示されているか

５Ｓチェックリスト

備考

チェック項目

項目

指摘、減点箇所は出来るだけ指摘場所も記載してください
（○○○号室の床、○○の棚・・・等）
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   月  ５Ｓチェックシート  氏名 

 1.コンセントがしっかりささっているか確認しているか   

 2.ベッドの位置（直角平行）、車輪、ストッパーを確認しているか   

 3.手回しベッドのハンドルを使用後たたんでいるか   

 4.床頭台は拭いているか   

 5.オーバーテーブルをしっかり拭いているか   

 6.椅子は拭いているか   

 7.戸棚、引き出しの取っ手は拭いているか   

 8.クリーニングは片付けているか   

 9.ティッシュの外袋のナイロン捨てているか   

10.整理整頓が習慣化されているか（軟膏、体温計、ラップなど）   

11.ごみの分別を徹底しているか   

12.ゴミが落ちていたら拾っているか   

13.ポールを拭いているか   

14.不要な物品は片付けているか（軟膏、酸素の流量計など）   

15.酸素、吸痰のパイピングのふたがしまっているか確認しているか   

  

（チェックの仕方）  

該当する場合、横の欄に出来ていたら○をする  

○が 14～15→５   ○が 12～13→4   ○が 10～11→3  

○が 8～9→2     ○が 7 以下→１  
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チェック項目 201 202 203 205 206 207 208 210 211 212 213 215

ベッドの位置

カゴ

ブルートレイ

衣類・タオル

ティッシュ

コンセント

オーバーテーブル

歯ブラシ・コップ

軟膏・体温計

気切・口腔缶

ストッパー

清掃箇所 201 202 203 205 206 207 208 210 211 212 213 215

窓の下

床頭台

テレビ

オーバーテーブル

取っ手

柵

ポール

イス

スライドテーブル
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201201201201 202202202202 203203203203 205205205205 206206206206 207207207207 208208208208 210210210210 211211211211 212212212212 213213213213 215215215215

ベッド周り（ハンドル・ストッベッド周り（ハンドル・ストッベッド周り（ハンドル・ストッベッド周り（ハンドル・ストッ
パー・タイヤの向き）パー・タイヤの向き）パー・タイヤの向き）パー・タイヤの向き）

カゴ・ブルートレイの位置カゴ・ブルートレイの位置カゴ・ブルートレイの位置カゴ・ブルートレイの位置
（床頭台）（床頭台）（床頭台）（床頭台）

不要な衣類・タオルの片付け不要な衣類・タオルの片付け不要な衣類・タオルの片付け不要な衣類・タオルの片付け

コンセントがしっかりコンセントがしっかりコンセントがしっかりコンセントがしっかり
差し込まれているか差し込まれているか差し込まれているか差し込まれているか

オーバーテーブルの上のオーバーテーブルの上のオーバーテーブルの上のオーバーテーブルの上の
片付け・位置片付け・位置片付け・位置片付け・位置

軟膏・体温計・ラップの軟膏・体温計・ラップの軟膏・体温計・ラップの軟膏・体温計・ラップの
個数と位置個数と位置個数と位置個数と位置

パイピングのフタ閉めパイピングのフタ閉めパイピングのフタ閉めパイピングのフタ閉め

ティッシュの外袋を外すティッシュの外袋を外すティッシュの外袋を外すティッシュの外袋を外す

クリーニングの片付けクリーニングの片付けクリーニングの片付けクリーニングの片付け

整理整頓シート整理整頓シート整理整頓シート整理整頓シート
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2222----3333    CCCC チームさくら会チームさくら会チームさくら会チームさくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    

2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度    

    

    

    

『理想の外来『理想の外来『理想の外来『理想の外来 MOTMOTMOTMOT』』』』    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

CCCC チームチームチームチーム    

リハビリテーション部リハビリテーション部リハビリテーション部リハビリテーション部            

角川正展角川正展角川正展角川正展    

    

放射線部放射線部放射線部放射線部    

奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

1993199319931993 年に医療法人の認可を受けたさくら会森田病院は年に医療法人の認可を受けたさくら会森田病院は年に医療法人の認可を受けたさくら会森田病院は年に医療法人の認可を受けたさくら会森田病院は 2003200320032003 年にビジョン年にビジョン年にビジョン年にビジョン

「職員が生きがいを感じ、職務に励む温かなさくら会」を掲げた。このビジ「職員が生きがいを感じ、職務に励む温かなさくら会」を掲げた。このビジ「職員が生きがいを感じ、職務に励む温かなさくら会」を掲げた。このビジ「職員が生きがいを感じ、職務に励む温かなさくら会」を掲げた。このビジ

ョンを達成するために顧客（患者様、入所者様）の満足度の向上がョンを達成するために顧客（患者様、入所者様）の満足度の向上がョンを達成するために顧客（患者様、入所者様）の満足度の向上がョンを達成するために顧客（患者様、入所者様）の満足度の向上が最最最最重要重要重要重要課課課課

題題題題であるという結論に達した。ビジョンの明示後、さくら会であるという結論に達した。ビジョンの明示後、さくら会であるという結論に達した。ビジョンの明示後、さくら会であるという結論に達した。ビジョンの明示後、さくら会はははは CSCSCSCS マネジメマネジメマネジメマネジメ

ント委員会を発足ント委員会を発足ント委員会を発足ント委員会を発足し、し、し、し、2012201220122012 年年年年 1111 月現在までの月現在までの月現在までの月現在までの 9999 年間、年間、年間、年間、CSCSCSCS    (Customer  (Customer  (Customer  (Customer  

SatisfactionSatisfactionSatisfactionSatisfaction）活動を継続し）活動を継続し）活動を継続し）活動を継続し行なってきた行なってきた行なってきた行なってきた。この。この。この。この CSCSCSCS 活動の記録としてさくら活動の記録としてさくら活動の記録としてさくら活動の記録としてさくら

会では会では会では会では 2009200920092009 年度までに年度までに年度までに年度までに 3333 冊のさくら会冊のさくら会冊のさくら会冊のさくら会 CSCSCSCS アニュアルリポート（以下アニュアルリポート（以下アニュアルリポート（以下アニュアルリポート（以下 AAAA．．．．RRRR

とする）を発刊した。とする）を発刊した。とする）を発刊した。とする）を発刊した。本刊は本刊は本刊は本刊は 2010201020102010、、、、2011201120112011 年度のさくら会年度のさくら会年度のさくら会年度のさくら会 CSCSCSCS 活動をまとめ活動をまとめ活動をまとめ活動をまとめ

たたたた 4444 冊目の冊目の冊目の冊目の AAAA．．．．RRRR である。である。である。である。    

下記に下記に下記に下記に CCCC チームのチームのチームのチームの 2011201120112011 年度年度年度年度 AAAA．．．．RRRR の内容を記す。の内容を記す。の内容を記す。の内容を記す。    

    

１１１１    2010201020102010 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS 活動活動活動活動    

1)1)1)1)     理想的な外来理想的な外来理想的な外来理想的な外来 MOTMOTMOTMOT サイクルへ向けてサイクルへ向けてサイクルへ向けてサイクルへ向けて    

2)2)2)2)     自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価    

２２２２    2011201120112011 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS 活動活動活動活動    

        1)1)1)1)        CSCSCSCS マナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」の 100100100100％達成％達成％達成％達成    

2)2)2)2)    2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2020202011111111 年度での年度での年度での年度での ESESESES によるによるによるによる CSCSCSCS の効果の違いの効果の違いの効果の違いの効果の違い    

3)3)3)3)    2012201220122012 年度の対策年度の対策年度の対策年度の対策    

３３３３    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望    

    

以上以上以上以上 3333 点のリポートを記述する。点のリポートを記述する。点のリポートを記述する。点のリポートを記述する。    

    

2010201020102010 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS 活動を記述する前に、現在の活動を記述する前に、現在の活動を記述する前に、現在の活動を記述する前に、現在の CCCC チームの現状について説明すチームの現状について説明すチームの現状について説明すチームの現状について説明す

る。さくら会が現在のる。さくら会が現在のる。さくら会が現在のる。さくら会が現在の AAAA～～～～EEEE、、、、5555 チーム編成でチーム編成でチーム編成でチーム編成で CSCSCSCS 活動を始めたのは活動を始めたのは活動を始めたのは活動を始めたのは 2006200620062006 年年年年

度の度の度の度の 4444 月からである。（月からである。（月からである。（月からである。（本刊本刊本刊本刊第第第第 1111 章章章章    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS マナー分析を参照）マナー分析を参照）マナー分析を参照）マナー分析を参照）    

筆者の所属する筆者の所属する筆者の所属する筆者の所属する CCCC チームは外来看護部チームは外来看護部チームは外来看護部チームは外来看護部 12121212 名、外来診療部名、外来診療部名、外来診療部名、外来診療部 20202020 名のスタッフか名のスタッフか名のスタッフか名のスタッフか

らなる。（らなる。（らなる。（らなる。（2010201020102010 年年年年 4444 月現在）月現在）月現在）月現在）さらに外来診療部は放射線部門さらに外来診療部は放射線部門さらに外来診療部は放射線部門さらに外来診療部は放射線部門 3333 名名名名    リハビリリハビリリハビリリハビリ

テーション部門テーション部門テーション部門テーション部門 7777 名、通所リハビリテーション部門名、通所リハビリテーション部門名、通所リハビリテーション部門名、通所リハビリテーション部門 7777 名、臨床検査部門、薬名、臨床検査部門、薬名、臨床検査部門、薬名、臨床検査部門、薬

剤部門、栄養部門がそれぞれ剤部門、栄養部門がそれぞれ剤部門、栄養部門がそれぞれ剤部門、栄養部門がそれぞれ 1111 名の構成で、チーム総勢名の構成で、チーム総勢名の構成で、チーム総勢名の構成で、チーム総勢 32323232 名である。この名である。この名である。この名である。この

いくつかの部門から構成されるいくつかの部門から構成されるいくつかの部門から構成されるいくつかの部門から構成される CCCC チームは他のチームにはない現状がいくつチームは他のチームにはない現状がいくつチームは他のチームにはない現状がいくつチームは他のチームにはない現状がいくつ

か見られる。それらを以下に列挙する。か見られる。それらを以下に列挙する。か見られる。それらを以下に列挙する。か見られる。それらを以下に列挙する。    

    

AAAA．チーム内の各部門がそれぞれ異なった場所で業務を行なっている．チーム内の各部門がそれぞれ異なった場所で業務を行なっている．チーム内の各部門がそれぞれ異なった場所で業務を行なっている．チーム内の各部門がそれぞれ異なった場所で業務を行なっている    

BBBB．チーム内の各部門の業務は多様で高い専門性を有している．チーム内の各部門の業務は多様で高い専門性を有している．チーム内の各部門の業務は多様で高い専門性を有している．チーム内の各部門の業務は多様で高い専門性を有している    

CCCC．チーム内の各部門にはそれぞれ責任者が配置されている．チーム内の各部門にはそれぞれ責任者が配置されている．チーム内の各部門にはそれぞれ責任者が配置されている．チーム内の各部門にはそれぞれ責任者が配置されている    
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DDDD．業務の専門性が高いため部門間の繋がり、関わり．業務の専門性が高いため部門間の繋がり、関わり．業務の専門性が高いため部門間の繋がり、関わり．業務の専門性が高いため部門間の繋がり、関わり合いに差が見られる合いに差が見られる合いに差が見られる合いに差が見られる    

EEEE．チーム全体の第三者評価、チーム全員のスタッフ間評価が困難．チーム全体の第三者評価、チーム全員のスタッフ間評価が困難．チーム全体の第三者評価、チーム全員のスタッフ間評価が困難．チーム全体の第三者評価、チーム全員のスタッフ間評価が困難    

FFFF．伝達事項がチーム内に迅速に伝わりにくく、部門間でタイムラグがあ．伝達事項がチーム内に迅速に伝わりにくく、部門間でタイムラグがあ．伝達事項がチーム内に迅速に伝わりにくく、部門間でタイムラグがあ．伝達事項がチーム内に迅速に伝わりにくく、部門間でタイムラグがあ    

るるるる    

上記上記上記上記 A～～～～F の現状からの現状からの現状からの現状から C チームはチームはチームはチームは 2006200620062006 年のチーム編成以来、他のチームよ年のチーム編成以来、他のチームよ年のチーム編成以来、他のチームよ年のチーム編成以来、他のチームよ

りも連携、コミュニケーションを充実させることが困難な状況にあったことりも連携、コミュニケーションを充実させることが困難な状況にあったことりも連携、コミュニケーションを充実させることが困難な状況にあったことりも連携、コミュニケーションを充実させることが困難な状況にあったこと

を理解していただけるだろう。を理解していただけるだろう。を理解していただけるだろう。を理解していただけるだろう。    

    

１１１１    2010201020102010 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS 活動活動活動活動    

    

2010201020102010年度の年度の年度の年度のCSCSCSCS活動を記述する前に、活動を記述する前に、活動を記述する前に、活動を記述する前に、過去過去過去過去 4444年間の年間の年間の年間のCSCSCSCS活動内容を記述する。活動内容を記述する。活動内容を記述する。活動内容を記述する。    

    

①①①① 2006200620062006 年度「外来（年度「外来（年度「外来（年度「外来（CCCC チーム）における人間関係の構築」チーム）における人間関係の構築」チーム）における人間関係の構築」チーム）における人間関係の構築」    

②②②② 2007200720072007 年度「人間関係の始まりは丁寧な言葉遣い」年度「人間関係の始まりは丁寧な言葉遣い」年度「人間関係の始まりは丁寧な言葉遣い」年度「人間関係の始まりは丁寧な言葉遣い」    

③③③③ 2008200820082008 年度「チーム内各部署における問題解決」年度「チーム内各部署における問題解決」年度「チーム内各部署における問題解決」年度「チーム内各部署における問題解決」    

④④④④ 2009200920092009 年度「理想的な年度「理想的な年度「理想的な年度「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」    

    

上記の①から④が過去上記の①から④が過去上記の①から④が過去上記の①から④が過去 4444 年間のチーム年間のチーム年間のチーム年間のチーム CSCSCSCS 活動テーマの変遷である。他のチ活動テーマの変遷である。他のチ活動テーマの変遷である。他のチ活動テーマの変遷である。他のチ

ームにはないテーマの変遷は前述したチームの現状によるものである。ームにはないテーマの変遷は前述したチームの現状によるものである。ームにはないテーマの変遷は前述したチームの現状によるものである。ームにはないテーマの変遷は前述したチームの現状によるものである。2010201020102010

年度は年度は年度は年度は CCCC チームが様々な専門性を有する部門の集団であることを認識したうチームが様々な専門性を有する部門の集団であることを認識したうチームが様々な専門性を有する部門の集団であることを認識したうチームが様々な専門性を有する部門の集団であることを認識したう

えで前年度よりさらに充実した「理想的なえで前年度よりさらに充実した「理想的なえで前年度よりさらに充実した「理想的なえで前年度よりさらに充実した「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」

を実現すべくチームのを実現すべくチームのを実現すべくチームのを実現すべくチームの CSCSCSCS 活動テーマ継続を決定した。活動テーマ継続を決定した。活動テーマ継続を決定した。活動テーマ継続を決定した。    

        

ここでチームのキーワードともいえる「ここでチームのキーワードともいえる「ここでチームのキーワードともいえる「ここでチームのキーワードともいえる「ＭＭＭＭOOOOＴＴＴＴ」について簡単に説明してお」について簡単に説明してお」について簡単に説明してお」について簡単に説明してお

く。一般的に「く。一般的に「く。一般的に「く。一般的に「ＭＭＭＭOOOOＴＴＴＴ」は技術経営の略として知られているが、」は技術経営の略として知られているが、」は技術経営の略として知られているが、」は技術経営の略として知られているが、CSCSCSCS（顧客満（顧客満（顧客満（顧客満

足）で使用される「足）で使用される「足）で使用される「足）で使用される「ＭＭＭＭOOOOＴＴＴＴ」は「」は「」は「」は「MOMENT  OF  TRUTHMOMENT  OF  TRUTHMOMENT  OF  TRUTHMOMENT  OF  TRUTH」決定的瞬間の」決定的瞬間の」決定的瞬間の」決定的瞬間の

略である。スカンジナビア航空の略である。スカンジナビア航空の略である。スカンジナビア航空の略である。スカンジナビア航空の CEOCEOCEOCEO であったヤン・カールソンは著書『真であったヤン・カールソンは著書『真であったヤン・カールソンは著書『真であったヤン・カールソンは著書『真

実の瞬間』で従業員が顧客と接するわずかな時間のことを実の瞬間』で従業員が顧客と接するわずかな時間のことを実の瞬間』で従業員が顧客と接するわずかな時間のことを実の瞬間』で従業員が顧客と接するわずかな時間のことを MOTMOTMOTMOT と呼んでいと呼んでいと呼んでいと呼んでい

る。このる。このる。このる。この MOTMOTMOTMOT は顧客にとって企業全体の印象や評価を決定する瞬間となる。は顧客にとって企業全体の印象や評価を決定する瞬間となる。は顧客にとって企業全体の印象や評価を決定する瞬間となる。は顧客にとって企業全体の印象や評価を決定する瞬間となる。

したがってさくら会外来部門の理想的なしたがってさくら会外来部門の理想的なしたがってさくら会外来部門の理想的なしたがってさくら会外来部門の理想的なＭＭＭＭOOOOＴＴＴＴサイクルは、患者様や外部のサイクルは、患者様や外部のサイクルは、患者様や外部のサイクルは、患者様や外部の

方に感動を与えられる方に感動を与えられる方に感動を与えられる方に感動を与えられるレベルの対応・サービスを行なうことで実現する。レベルの対応・サービスを行なうことで実現する。レベルの対応・サービスを行なうことで実現する。レベルの対応・サービスを行なうことで実現する。    

    

2)2)2)2)    理想的な外来理想的な外来理想的な外来理想的な外来 MOTMOTMOTMOT サイクルへ向けてサイクルへ向けてサイクルへ向けてサイクルへ向けて    

    

「理想的な「理想的な「理想的な「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクル」実現のためにサイクル」実現のためにサイクル」実現のためにサイクル」実現のために CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目の中で『挨拶・会項目の中で『挨拶・会項目の中で『挨拶・会項目の中で『挨拶・会

釈』『～様』『丁寧な言葉遣い』の釈』『～様』『丁寧な言葉遣い』の釈』『～様』『丁寧な言葉遣い』の釈』『～様』『丁寧な言葉遣い』の 3333 項目を重視した。項目を重視した。項目を重視した。項目を重視した。2010201020102010 年度前期の年度前期の年度前期の年度前期の 3333 項目項目項目項目

の達成度推移を表したのが（グラフ１）である。の達成度推移を表したのが（グラフ１）である。の達成度推移を表したのが（グラフ１）である。の達成度推移を表したのが（グラフ１）である。2010201020102010 年度前期年度前期年度前期年度前期は筆者の作成は筆者の作成は筆者の作成は筆者の作成
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した毎月のした毎月のした毎月のした毎月の CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目達成度の分析結果を各部門と筆者とのコミュニ項目達成度の分析結果を各部門と筆者とのコミュニ項目達成度の分析結果を各部門と筆者とのコミュニ項目達成度の分析結果を各部門と筆者とのコミュニ

ケーション向上のため自分自身で各部門の責任者に配布し、改善事項の提供ケーション向上のため自分自身で各部門の責任者に配布し、改善事項の提供ケーション向上のため自分自身で各部門の責任者に配布し、改善事項の提供ケーション向上のため自分自身で各部門の責任者に配布し、改善事項の提供

継続を行なった。しかしこの対策は部門責任者とのコミュニケーション向継続を行なった。しかしこの対策は部門責任者とのコミュニケーション向継続を行なった。しかしこの対策は部門責任者とのコミュニケーション向継続を行なった。しかしこの対策は部門責任者とのコミュニケーション向上上上上

に有効であったが、部門スタッフとのコミュニケーション向上は十分果たせに有効であったが、部門スタッフとのコミュニケーション向上は十分果たせに有効であったが、部門スタッフとのコミュニケーション向上は十分果たせに有効であったが、部門スタッフとのコミュニケーション向上は十分果たせ

ず、ず、ず、ず、CSCSCSCS マナー項目の達成度上昇に繋がらなかった。マナー項目の達成度上昇に繋がらなかった。マナー項目の達成度上昇に繋がらなかった。マナー項目の達成度上昇に繋がらなかった。    

    

    

グラフ１グラフ１グラフ１グラフ１                2010201020102010 年度前期年度前期年度前期年度前期 CSCSCSCS マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）    

    

      

    

    作成者作成者作成者作成者    奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（2010201020102010 年年年年 10101010 月）月）月）月）    

        

2)2)2)2)    自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価自己評価とスタッフ間評価    

        

2010201020102010 年の年の年の年の 10101010 月には月には月には月には CSCSCSCS マナーマナーマナーマナー5555 項目のスタッフ間評価を実施した。項目のスタッフ間評価を実施した。項目のスタッフ間評価を実施した。項目のスタッフ間評価を実施した。((((資料１資料１資料１資料１))))

スタッフ間評価と自己評価によって各部門でスタッフ同士の状況を把握するスタッフ間評価と自己評価によって各部門でスタッフ同士の状況を把握するスタッフ間評価と自己評価によって各部門でスタッフ同士の状況を把握するスタッフ間評価と自己評価によって各部門でスタッフ同士の状況を把握する

ためである。両評価を部門別にグラフ化し比較した。（グラフ２）ためである。両評価を部門別にグラフ化し比較した。（グラフ２）ためである。両評価を部門別にグラフ化し比較した。（グラフ２）ためである。両評価を部門別にグラフ化し比較した。（グラフ２）    
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作成者作成者作成者作成者    奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（2010201020102010 年年年年 10101010 月）月）月）月）    

　　グラフ２　2010年10月自己評価とスタッフ間評価の比較　　グラフ２　2010年10月自己評価とスタッフ間評価の比較　　グラフ２　2010年10月自己評価とスタッフ間評価の比較　　グラフ２　2010年10月自己評価とスタッフ間評価の比較

挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈 ～様～様～様～様 言葉遣い言葉遣い言葉遣い言葉遣い

言葉遣い言葉遣い言葉遣い言葉遣い挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈 ～様～様～様～様

挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈 ～様～様～様～様 言葉遣い言葉遣い言葉遣い言葉遣い

98.498.498.498.4 98.098.098.098.0 91.691.691.691.6

94.094.094.094.0

98.098.098.098.0

92.092.092.092.0

90 .090 .090 .090 .0

92 .092 .092 .092 .0

94 .094 .094 .094 .0

96 .096 .096 .096 .0

98 .098 .098 .098 .0

100 .0100 .0100 .0100 .0 自己評価自己評価自己評価自己評価

スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価

100 .0100 .0100 .0100 .0 95 .695 .695 .695 .6 90 .090 .090 .090 .0

98 .898 .898 .898 .8 98 .498 .498 .498 .4

95 .095 .095 .095 .0

85 .085 .085 .085 .0

90 .090 .090 .090 .0

95 .095 .095 .095 .0

100 .0100 .0100 .0100 .0
自己評価自己評価自己評価自己評価

スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価

100.0100.0100.0100.0 82.082.082.082.0 88.088.088.088.0

89.489.489.489.4 90.090.090.090.0

97.297.297.297.2

80.080.080.080.0

85.085.085.085.0

90.090.090.090.0

95.095.095.095.0

100.0100.0100.0100.0
自己評価自己評価自己評価自己評価

スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価スタッフ間評価

外来看護部（％）外来看護部（％）外来看護部（％）外来看護部（％）

リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科（％）（％）（％）（％）

通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ（％）（％）（％）（％）
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このグラフを分析すると、このグラフを分析すると、このグラフを分析すると、このグラフを分析すると、3333 部門すべてにおいて部門すべてにおいて部門すべてにおいて部門すべてにおいて自己評価よりスタッフ間評価の自己評価よりスタッフ間評価の自己評価よりスタッフ間評価の自己評価よりスタッフ間評価の

ほうが高い。しかし挨拶・会釈の項目だけがほうが高い。しかし挨拶・会釈の項目だけがほうが高い。しかし挨拶・会釈の項目だけがほうが高い。しかし挨拶・会釈の項目だけが 3333 部門ともスタッフ間評価のほうが低い。部門ともスタッフ間評価のほうが低い。部門ともスタッフ間評価のほうが低い。部門ともスタッフ間評価のほうが低い。

これは自分自身ではできていると思っている挨拶・会釈が他のスタッフからみるとこれは自分自身ではできていると思っている挨拶・会釈が他のスタッフからみるとこれは自分自身ではできていると思っている挨拶・会釈が他のスタッフからみるとこれは自分自身ではできていると思っている挨拶・会釈が他のスタッフからみると

「心あたたまる挨拶・会釈」になっていないということである。このことからチームにお「心あたたまる挨拶・会釈」になっていないということである。このことからチームにお「心あたたまる挨拶・会釈」になっていないということである。このことからチームにお「心あたたまる挨拶・会釈」になっていないということである。このことからチームにお

ける問題点が明確となった。ける問題点が明確となった。ける問題点が明確となった。ける問題点が明確となった。    

    

そこでそこでそこでそこで 2010201020102010 年度後期は前期に重視していた年度後期は前期に重視していた年度後期は前期に重視していた年度後期は前期に重視していた 3333 つのつのつのつのCSCSCSCSマナー項目のうち、「心マナー項目のうち、「心マナー項目のうち、「心マナー項目のうち、「心

あたたまる挨拶・会釈をする」の達成度をあたたまる挨拶・会釈をする」の達成度をあたたまる挨拶・会釈をする」の達成度をあたたまる挨拶・会釈をする」の達成度を 100100100100％にすることが「理想的な％にすることが「理想的な％にすることが「理想的な％にすることが「理想的な MOTMOTMOTMOT

サイクルを持った外来部門」に近づくと推断した。そこで各部門責任者と筆サイクルを持った外来部門」に近づくと推断した。そこで各部門責任者と筆サイクルを持った外来部門」に近づくと推断した。そこで各部門責任者と筆サイクルを持った外来部門」に近づくと推断した。そこで各部門責任者と筆

者との面談にて対策を決定した。下記が各部門の達成度者との面談にて対策を決定した。下記が各部門の達成度者との面談にて対策を決定した。下記が各部門の達成度者との面談にて対策を決定した。下記が各部門の達成度 100100100100％への対策であ％への対策であ％への対策であ％への対策であ

る。る。る。る。    

                                                                            

・外来看護部・外来看護部・外来看護部・外来看護部    

        対策：まず職員同士の挨拶から徹底していく対策：まず職員同士の挨拶から徹底していく対策：まず職員同士の挨拶から徹底していく対策：まず職員同士の挨拶から徹底していく    

・リハビリテーション部・リハビリテーション部・リハビリテーション部・リハビリテーション部    

    対策：挨拶と言葉遣いは相関関係にあり、まず敬語をマスターする対策：挨拶と言葉遣いは相関関係にあり、まず敬語をマスターする対策：挨拶と言葉遣いは相関関係にあり、まず敬語をマスターする対策：挨拶と言葉遣いは相関関係にあり、まず敬語をマスターする    

・通所リハビリテーション部・通所リハビリテーション部・通所リハビリテーション部・通所リハビリテーション部    

    対策：挨拶とともに～様の呼称を徹底、終礼でチェック対策：挨拶とともに～様の呼称を徹底、終礼でチェック対策：挨拶とともに～様の呼称を徹底、終礼でチェック対策：挨拶とともに～様の呼称を徹底、終礼でチェック    

    

各部門約各部門約各部門約各部門約 5555 ヶ月間、上記の対策を実行し達成度上昇を目指した。その結果がヶ月間、上記の対策を実行し達成度上昇を目指した。その結果がヶ月間、上記の対策を実行し達成度上昇を目指した。その結果がヶ月間、上記の対策を実行し達成度上昇を目指した。その結果が

下の下の下の下の 2010201020102010 年度後半の年度後半の年度後半の年度後半の CSCSCSCS マナー項目の達成度（グラフマナー項目の達成度（グラフマナー項目の達成度（グラフマナー項目の達成度（グラフ 3333）である。）である。）である。）である。    

    

グラフグラフグラフグラフ 3333        2010201020102010 年年年年 10101010 月～月～月～月～2011201120112011 年年年年 3333 月の月の月の月の CSCSCSCS マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）マナー項目達成度（％）    

            

    

作成者作成者作成者作成者    奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（2011201120112011 年年年年 4444 月）月）月）月）    
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    2010201020102010 年度前半に比して各部署で重点項目に取り組んだ年度前半に比して各部署で重点項目に取り組んだ年度前半に比して各部署で重点項目に取り組んだ年度前半に比して各部署で重点項目に取り組んだ 2010201020102010 年年年年 11111111 月から月から月から月から

2011201120112011 年年年年 3333 月までの月までの月までの月までの CSCSCSCS マナー項目はマナー項目はマナー項目はマナー項目は 90909090％という高い達成度を維持できた。％という高い達成度を維持できた。％という高い達成度を維持できた。％という高い達成度を維持できた。

しかし「理想的なしかし「理想的なしかし「理想的なしかし「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」を実現するために重要サイクルを持った外来部門」を実現するために重要サイクルを持った外来部門」を実現するために重要サイクルを持った外来部門」を実現するために重要

であると結論付けたであると結論付けたであると結論付けたであると結論付けた CSCSCSCS マナー項目の「心あたたまるご挨拶・会釈をする」マナー項目の「心あたたまるご挨拶・会釈をする」マナー項目の「心あたたまるご挨拶・会釈をする」マナー項目の「心あたたまるご挨拶・会釈をする」

は達成度は達成度は達成度は達成度 100100100100％に到達しなかった。これは最初に記述したチームの現状によ％に到達しなかった。これは最初に記述したチームの現状によ％に到達しなかった。これは最初に記述したチームの現状によ％に到達しなかった。これは最初に記述したチームの現状によ

るさまざまな制約があったことが大きな要因である。しかし今年度実施したるさまざまな制約があったことが大きな要因である。しかし今年度実施したるさまざまな制約があったことが大きな要因である。しかし今年度実施したるさまざまな制約があったことが大きな要因である。しかし今年度実施した

対策は、チーム対策は、チーム対策は、チーム対策は、チーム 32323232 人の全スタッフがテーマ「理想的な人の全スタッフがテーマ「理想的な人の全スタッフがテーマ「理想的な人の全スタッフがテーマ「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持っサイクルを持っサイクルを持っサイクルを持っ

た外来部門」の意味を同じレベルで理解し、テーマの実現に向かって行動をた外来部門」の意味を同じレベルで理解し、テーマの実現に向かって行動をた外来部門」の意味を同じレベルで理解し、テーマの実現に向かって行動をた外来部門」の意味を同じレベルで理解し、テーマの実現に向かって行動を

起こすには不十分であった。来年度、各部門の責任者は今年度の起こすには不十分であった。来年度、各部門の責任者は今年度の起こすには不十分であった。来年度、各部門の責任者は今年度の起こすには不十分であった。来年度、各部門の責任者は今年度の CSCSCSCS 活動を活動を活動を活動を

分析し、新たな対策をたて「理想的な分析し、新たな対策をたて「理想的な分析し、新たな対策をたて「理想的な分析し、新たな対策をたて「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」のサイクルを持った外来部門」のサイクルを持った外来部門」のサイクルを持った外来部門」の

実現に向かって前進する。実現に向かって前進する。実現に向かって前進する。実現に向かって前進する。    

    

    

２２２２    2011201120112011 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS 活動活動活動活動    

    

    新年度の新年度の新年度の新年度の 2011201120112011 年度をむかえ、さくら会ではビジョン「年度をむかえ、さくら会ではビジョン「年度をむかえ、さくら会ではビジョン「年度をむかえ、さくら会ではビジョン「職員が生きがいを職員が生きがいを職員が生きがいを職員が生きがいを

感じ、職務に励む温かなさくら会」を実現するため、感じ、職務に励む温かなさくら会」を実現するため、感じ、職務に励む温かなさくら会」を実現するため、感じ、職務に励む温かなさくら会」を実現するため、CSCSCSCS 活動をさらに深めて活動をさらに深めて活動をさらに深めて活動をさらに深めて

いった。そしていった。そしていった。そしていった。そして 2011201120112011 年最初の研修会がきっかけで年最初の研修会がきっかけで年最初の研修会がきっかけで年最初の研修会がきっかけで ESESESES（従業員満足）の重要（従業員満足）の重要（従業員満足）の重要（従業員満足）の重要

性を学んだ。性を学んだ。性を学んだ。性を学んだ。    

CCCC チームでは、チームでは、チームでは、チームでは、2011201120112011 年度は前年度、チームのメンバー全員が「理想的な年度は前年度、チームのメンバー全員が「理想的な年度は前年度、チームのメンバー全員が「理想的な年度は前年度、チームのメンバー全員が「理想的な MOTMOTMOTMOT

サイクルを持った外来部門」の意義を理解できなかったという結論から、サイクルを持った外来部門」の意義を理解できなかったという結論から、サイクルを持った外来部門」の意義を理解できなかったという結論から、サイクルを持った外来部門」の意義を理解できなかったという結論から、

MOTMOTMOTMOT の重要性を再認識する必要性を感じた。の重要性を再認識する必要性を感じた。の重要性を再認識する必要性を感じた。の重要性を再認識する必要性を感じた。さくら会に訪れる方々に感動さくら会に訪れる方々に感動さくら会に訪れる方々に感動さくら会に訪れる方々に感動

を与えられるレベルの対応とは顧客満足を高めることである。を与えられるレベルの対応とは顧客満足を高めることである。を与えられるレベルの対応とは顧客満足を高めることである。を与えられるレベルの対応とは顧客満足を高めることである。つまり、つまり、つまり、つまり、CS5CS5CS5CS5

項目の中の「項目の中の「項目の中の「項目の中の「心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」

のののの 2222 項目が、「理想的な項目が、「理想的な項目が、「理想的な項目が、「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」すなわち顧客満足サイクルを持った外来部門」すなわち顧客満足サイクルを持った外来部門」すなわち顧客満足サイクルを持った外来部門」すなわち顧客満足

度を高めるうえで重要であるという結論に至った。そこで度を高めるうえで重要であるという結論に至った。そこで度を高めるうえで重要であるという結論に至った。そこで度を高めるうえで重要であるという結論に至った。そこで 2011201120112011 年度のチー年度のチー年度のチー年度のチー

ムの目標を上記ムの目標を上記ムの目標を上記ムの目標を上記 2222 項目とし活動を継続していくこととした。項目とし活動を継続していくこととした。項目とし活動を継続していくこととした。項目とし活動を継続していくこととした。    

    

1111））））CSCSCSCS マナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」のマナー項目の「挨拶・会釈」「丁寧な言葉遣い」の 100100100100％達成％達成％達成％達成    

さくら会さくら会さくら会さくら会 ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001 品質マネジメントシステムでは「顧客」の定義を、「社内品質マネジメントシステムでは「顧客」の定義を、「社内品質マネジメントシステムでは「顧客」の定義を、「社内品質マネジメントシステムでは「顧客」の定義を、「社内

顧客と社外顧客」としている。「顧客と社外顧客」としている。「顧客と社外顧客」としている。「顧客と社外顧客」としている。「理想的な理想的な理想的な理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」サイクルを持った外来部門」

を実現するには、まずチーム内連携の充実が必要を実現するには、まずチーム内連携の充実が必要を実現するには、まずチーム内連携の充実が必要を実現するには、まずチーム内連携の充実が必要である。そこでである。そこでである。そこでである。そこで 2011201120112011 年度年度年度年度

はさくら会問題解決手法（本刊第はさくら会問題解決手法（本刊第はさくら会問題解決手法（本刊第はさくら会問題解決手法（本刊第 1111 章章章章    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS マナー分析を参照）をマナー分析を参照）をマナー分析を参照）をマナー分析を参照）を

用い用い用い用い「「「「心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」の心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」の心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」の心あたたまる、ご挨拶・会釈」「心のこもった丁寧な言葉遣い」の 2222

項目を項目を項目を項目を 100100100100％にすることを目標にスタートした。これら％にすることを目標にスタートした。これら％にすることを目標にスタートした。これら％にすることを目標にスタートした。これら 2222 項目の達成度アッ項目の達成度アッ項目の達成度アッ項目の達成度アッ

プを目指した結果及び考察を記述する。プを目指した結果及び考察を記述する。プを目指した結果及び考察を記述する。プを目指した結果及び考察を記述する。    

まず、まず、まず、まず、2011201120112011 年年年年 4444～～～～12121212 月の月の月の月の CSCSCSCS マナー項目の達成度①「心あたたまるご挨拶・マナー項目の達成度①「心あたたまるご挨拶・マナー項目の達成度①「心あたたまるご挨拶・マナー項目の達成度①「心あたたまるご挨拶・
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会釈」②「心のこもった丁寧な言葉遣い」（グラフ４）を掲載する。会釈」②「心のこもった丁寧な言葉遣い」（グラフ４）を掲載する。会釈」②「心のこもった丁寧な言葉遣い」（グラフ４）を掲載する。会釈」②「心のこもった丁寧な言葉遣い」（グラフ４）を掲載する。    

    

グラフグラフグラフグラフ 4444        

2011201120112011 年年年年 4444 月～月～月～月～12121212 月月月月    ①「挨拶・会釈」②「丁寧な言葉遣い」達成度（％）①「挨拶・会釈」②「丁寧な言葉遣い」達成度（％）①「挨拶・会釈」②「丁寧な言葉遣い」達成度（％）①「挨拶・会釈」②「丁寧な言葉遣い」達成度（％）    

    
作成者作成者作成者作成者    奥濱奥濱奥濱奥濱義孝（義孝（義孝（義孝（2012201220122012 年年年年 1111 月）月）月）月）    

    

グラフグラフグラフグラフ 4444 を分析するとを分析するとを分析するとを分析すると CSCSCSCS 項目①は達成度項目①は達成度項目①は達成度項目①は達成度 94949494％から％から％から％から 98989898％の間を上下した。％の間を上下した。％の間を上下した。％の間を上下した。

これは外来これは外来これは外来これは外来 MOTMOTMOTMOT の重要性がチームのスタッフに浸透し挨拶・会釈が徐々にの重要性がチームのスタッフに浸透し挨拶・会釈が徐々にの重要性がチームのスタッフに浸透し挨拶・会釈が徐々にの重要性がチームのスタッフに浸透し挨拶・会釈が徐々に

心あたたまるものになってきたと推断できる。心あたたまるものになってきたと推断できる。心あたたまるものになってきたと推断できる。心あたたまるものになってきたと推断できる。CSCSCSCS 項目②は年度前半の達成度項目②は年度前半の達成度項目②は年度前半の達成度項目②は年度前半の達成度

がががが 90909090％を下回る月もあったが後半は安定して％を下回る月もあったが後半は安定して％を下回る月もあったが後半は安定して％を下回る月もあったが後半は安定して 90909090％台を維持できた。これは％台を維持できた。これは％台を維持できた。これは％台を維持できた。これは

丁寧語の知識の習得だけでなくチームの丁寧語の知識の習得だけでなくチームの丁寧語の知識の習得だけでなくチームの丁寧語の知識の習得だけでなくチームの CSCSCSCS 委員が率先して丁寧語を日常的委員が率先して丁寧語を日常的委員が率先して丁寧語を日常的委員が率先して丁寧語を日常的

に使用した結果であると判断した。しかし最終目標であるに使用した結果であると判断した。しかし最終目標であるに使用した結果であると判断した。しかし最終目標であるに使用した結果であると判断した。しかし最終目標である 100100100100％には％には％には％には 2222 項目項目項目項目

とも達しなかった。とも達しなかった。とも達しなかった。とも達しなかった。    

    

100100100100％に達しなかった要因はまず外部監査や電子カ％に達しなかった要因はまず外部監査や電子カ％に達しなかった要因はまず外部監査や電子カ％に達しなかった要因はまず外部監査や電子カルテの導入などが重なりルテの導入などが重なりルテの導入などが重なりルテの導入などが重なり

外来部門の連携が一時的に悪くなったこと。またチーム内の各部署間で専門外来部門の連携が一時的に悪くなったこと。またチーム内の各部署間で専門外来部門の連携が一時的に悪くなったこと。またチーム内の各部署間で専門外来部門の連携が一時的に悪くなったこと。またチーム内の各部署間で専門

性の違いから他のチームに比して業務連携に課題が発生しやすい状態であっ性の違いから他のチームに比して業務連携に課題が発生しやすい状態であっ性の違いから他のチームに比して業務連携に課題が発生しやすい状態であっ性の違いから他のチームに比して業務連携に課題が発生しやすい状態であっ

たためと考えられる。これらの要因は連携の重要性と、それが「顧客」のたたためと考えられる。これらの要因は連携の重要性と、それが「顧客」のたたためと考えられる。これらの要因は連携の重要性と、それが「顧客」のたたためと考えられる。これらの要因は連携の重要性と、それが「顧客」のた

めに必要であるという気づきをもたらしてくれた。まず「顧客」ありきといめに必要であるという気づきをもたらしてくれた。まず「顧客」ありきといめに必要であるという気づきをもたらしてくれた。まず「顧客」ありきといめに必要であるという気づきをもたらしてくれた。まず「顧客」ありきとい

うことに気付かされた。うことに気付かされた。うことに気付かされた。うことに気付かされた。    

    

P.F.P.F.P.F.P.F.ドラッカードラッカードラッカードラッカーは、は、は、は、著著著著作作作作『現代の経営』『現代の経営』『現代の経営』『現代の経営』でででで「「「「顧客はだれか顧客はだれか顧客はだれか顧客はだれか」」」」という問いを発という問いを発という問いを発という問いを発

することすることすることすることが重要であると述べているが重要であると述べているが重要であると述べているが重要であると述べている。。。。さくら会ではさくら会ではさくら会ではさくら会では顧客とはもちろん第一に顧客とはもちろん第一に顧客とはもちろん第一に顧客とはもちろん第一に

患者様ではあるが、患者様ではあるが、患者様ではあるが、患者様ではあるが、サービス業では顧客満足は社員の満足度と強い相関性がサービス業では顧客満足は社員の満足度と強い相関性がサービス業では顧客満足は社員の満足度と強い相関性がサービス業では顧客満足は社員の満足度と強い相関性が

あることも知られている。つまり社内顧客（職員）の満足度（働きやすい職あることも知られている。つまり社内顧客（職員）の満足度（働きやすい職あることも知られている。つまり社内顧客（職員）の満足度（働きやすい職あることも知られている。つまり社内顧客（職員）の満足度（働きやすい職

場連携）を向上させない限り場連携）を向上させない限り場連携）を向上させない限り場連携）を向上させない限り CSCSCSCS 項目の達成度向上はありえず、「項目の達成度向上はありえず、「項目の達成度向上はありえず、「項目の達成度向上はありえず、「理想的な理想的な理想的な理想的な

MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」を実現することはできない。すなわち患サイクルを持った外来部門」を実現することはできない。すなわち患サイクルを持った外来部門」を実現することはできない。すなわち患サイクルを持った外来部門」を実現することはできない。すなわち患

者様が満足することはないということになる。者様が満足することはないということになる。者様が満足することはないということになる。者様が満足することはないということになる。    
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この論証から「理想的なこの論証から「理想的なこの論証から「理想的なこの論証から「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクルを持った外来部門」を実現し、目標サイクルを持った外来部門」を実現し、目標サイクルを持った外来部門」を実現し、目標サイクルを持った外来部門」を実現し、目標

を達成するためを達成するためを達成するためを達成するため 2222 つの対策を実行した。つの対策を実行した。つの対策を実行した。つの対策を実行した。    

    

AAAA．外来看護部・診療部・医事課による業務連携のミーティングを．外来看護部・診療部・医事課による業務連携のミーティングを．外来看護部・診療部・医事課による業務連携のミーティングを．外来看護部・診療部・医事課による業務連携のミーティングを 1111 か月おか月おか月おか月お

きに開催。現状の問題点や課題を話し合いきに開催。現状の問題点や課題を話し合いきに開催。現状の問題点や課題を話し合いきに開催。現状の問題点や課題を話し合いより連携強化を図る。より連携強化を図る。より連携強化を図る。より連携強化を図る。    

    

BBBB．．．．6666 月に外来・診療部内で部門間の連携の向上を図るため、思いついた意見月に外来・診療部内で部門間の連携の向上を図るため、思いついた意見月に外来・診療部内で部門間の連携の向上を図るため、思いついた意見月に外来・診療部内で部門間の連携の向上を図るため、思いついた意見

や対策をチーム内の他部門に提案。提案を受けた部門は問題点の共有、認識や対策をチーム内の他部門に提案。提案を受けた部門は問題点の共有、認識や対策をチーム内の他部門に提案。提案を受けた部門は問題点の共有、認識や対策をチーム内の他部門に提案。提案を受けた部門は問題点の共有、認識

をしたうえで、提案を検討し実行する。この一連の作業をスムースに行えるをしたうえで、提案を検討し実行する。この一連の作業をスムースに行えるをしたうえで、提案を検討し実行する。この一連の作業をスムースに行えるをしたうえで、提案を検討し実行する。この一連の作業をスムースに行える

ように｢よくなるのではシート｣（資料ように｢よくなるのではシート｣（資料ように｢よくなるのではシート｣（資料ように｢よくなるのではシート｣（資料 2222）を作成した。）を作成した。）を作成した。）を作成した。    

        

AAAA．の対策の結果、正面玄関に車椅子だけでなく、歩行器も設置されること．の対策の結果、正面玄関に車椅子だけでなく、歩行器も設置されること．の対策の結果、正面玄関に車椅子だけでなく、歩行器も設置されること．の対策の結果、正面玄関に車椅子だけでなく、歩行器も設置されること

となった。これは診察室まで歩く不自由な外来患者様の姿が幾度となく見らとなった。これは診察室まで歩く不自由な外来患者様の姿が幾度となく見らとなった。これは診察室まで歩く不自由な外来患者様の姿が幾度となく見らとなった。これは診察室まで歩く不自由な外来患者様の姿が幾度となく見ら

れたことから出された案であった。これにより外来患者様から、歩行器があれたことから出された案であった。これにより外来患者様から、歩行器があれたことから出された案であった。これにより外来患者様から、歩行器があれたことから出された案であった。これにより外来患者様から、歩行器があ

ると非常に助かるというお言葉をいただいた。ると非常に助かるというお言葉をいただいた。ると非常に助かるというお言葉をいただいた。ると非常に助かるというお言葉をいただいた。    

また、同様に放射線科からも救急外来入口に車椅子設置の提案があり車椅子また、同様に放射線科からも救急外来入口に車椅子設置の提案があり車椅子また、同様に放射線科からも救急外来入口に車椅子設置の提案があり車椅子また、同様に放射線科からも救急外来入口に車椅子設置の提案があり車椅子

が設置された。これに関しても患者様から高い評価をいただき、具体的な対が設置された。これに関しても患者様から高い評価をいただき、具体的な対が設置された。これに関しても患者様から高い評価をいただき、具体的な対が設置された。これに関しても患者様から高い評価をいただき、具体的な対

策が功を奏した例である。策が功を奏した例である。策が功を奏した例である。策が功を奏した例である。    

    

BBBB．の対策である｢よくなるのではシート｣は記入するという煩雑さもあって．の対策である｢よくなるのではシート｣は記入するという煩雑さもあって．の対策である｢よくなるのではシート｣は記入するという煩雑さもあって．の対策である｢よくなるのではシート｣は記入するという煩雑さもあって

か、か、か、か、1111 つ目の対策のミーティングほつ目の対策のミーティングほつ目の対策のミーティングほつ目の対策のミーティングほど活用頻度はなかった。ど活用頻度はなかった。ど活用頻度はなかった。ど活用頻度はなかった。    

    

    

2)2)2)2)    2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2020202011111111 年度での年度での年度での年度での ESESESES によるによるによるによる CSCSCSCS の効果の違いの効果の違いの効果の違いの効果の違い    

CCCC チームチームチームチーム AAAA．．．．RRRR のののの 2222 の項の最初に記述した通り、の項の最初に記述した通り、の項の最初に記述した通り、の項の最初に記述した通り、2011201120112011 年最初の年最初の年最初の年最初の CSCSCSCS 研修会に研修会に研修会に研修会に

おいておいておいておいて ESESESES（職員満足）の重要性を学んだ。そして（職員満足）の重要性を学んだ。そして（職員満足）の重要性を学んだ。そして（職員満足）の重要性を学んだ。そして 2011201120112011 年度年度年度年度 4444 月より月より月より月より ESESESES 目目目目

標③「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」が新たに標③「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」が新たに標③「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」が新たに標③「職員同士の挨拶と感謝の言葉の実践」が新たに CSCSCSCS・・・・ESESESES 自己評価項目自己評価項目自己評価項目自己評価項目

に加わることとなった。この項目が理想的なに加わることとなった。この項目が理想的なに加わることとなった。この項目が理想的なに加わることとなった。この項目が理想的な MOTMOTMOTMOT につながる①挨拶・会釈、につながる①挨拶・会釈、につながる①挨拶・会釈、につながる①挨拶・会釈、

②言葉遣いの②言葉遣いの②言葉遣いの②言葉遣いの CSCSCSCS 項目にどのように影響を与えたのかを考察するために項目にどのように影響を与えたのかを考察するために項目にどのように影響を与えたのかを考察するために項目にどのように影響を与えたのかを考察するために ESESESES

目標設定以前の目標設定以前の目標設定以前の目標設定以前の 2010201020102010 年年年年 4444 月から月から月から月から 2011201120112011 年年年年 3333 月の達成度（平均）と月の達成度（平均）と月の達成度（平均）と月の達成度（平均）と 2020202011111111 年年年年 4444

月から月から月から月から 12121212 月の達成度平均をそれぞれ比較した。（グラフ月の達成度平均をそれぞれ比較した。（グラフ月の達成度平均をそれぞれ比較した。（グラフ月の達成度平均をそれぞれ比較した。（グラフ 5555））））    
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グラフグラフグラフグラフ 5555    

2010201020102010 年年年年 4444 月～月～月～月～2011201120112011 年年年年 3333 月月月月 CSCSCSCS 項目平均及び項目平均及び項目平均及び項目平均及び    

2011201120112011 年年年年 4444 月～月～月～月～12121212 月月月月 CSCSCSCS 項目平均、項目平均、項目平均、項目平均、ESESESES 目標平均の比較（％）目標平均の比較（％）目標平均の比較（％）目標平均の比較（％）    

    

作成者作成者作成者作成者    奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（奥濱義孝（2012201220122012 年年年年 1111 月）月）月）月）    

    

CSCSCSCS 項目の項目の項目の項目の 2011201120112011 年度の平均は、年度の平均は、年度の平均は、年度の平均は、2010201020102010 年に比してやや低いが、年に比してやや低いが、年に比してやや低いが、年に比してやや低いが、ESESESES 目標導入の目標導入の目標導入の目標導入の

直接的な影響はグラフからは読み取れない。しかし社内顧客（患者様）と社直接的な影響はグラフからは読み取れない。しかし社内顧客（患者様）と社直接的な影響はグラフからは読み取れない。しかし社内顧客（患者様）と社直接的な影響はグラフからは読み取れない。しかし社内顧客（患者様）と社

外顧客（職員）という違いだけで（①と③）達成度平均が外顧客（職員）という違いだけで（①と③）達成度平均が外顧客（職員）という違いだけで（①と③）達成度平均が外顧客（職員）という違いだけで（①と③）達成度平均が 5555％以上の差があ％以上の差があ％以上の差があ％以上の差があ

り、必ずしもり、必ずしもり、必ずしもり、必ずしも CSCSCSCS とととと ESESESES は相乗効果を及ぼすものではないと結論付は相乗効果を及ぼすものではないと結論付は相乗効果を及ぼすものではないと結論付は相乗効果を及ぼすものではないと結論付けた。けた。けた。けた。    

    

3)3)3)3)    2012201220122012 年の対策年の対策年の対策年の対策    

①「挨拶・会釈」と②「丁寧な言葉遣い」の①「挨拶・会釈」と②「丁寧な言葉遣い」の①「挨拶・会釈」と②「丁寧な言葉遣い」の①「挨拶・会釈」と②「丁寧な言葉遣い」の CS2CS2CS2CS2 項目と③の項目と③の項目と③の項目と③の ESESESES 目標の年度目標の年度目標の年度目標の年度

比較のグラフ比較のグラフ比較のグラフ比較のグラフ 5555 でででで CSCSCSCS とととと ESESESES は必ずしも同時には達成できないことを認識では必ずしも同時には達成できないことを認識では必ずしも同時には達成できないことを認識では必ずしも同時には達成できないことを認識で

きた。しかし真の意味でのきた。しかし真の意味でのきた。しかし真の意味でのきた。しかし真の意味での CSCSCSCS に対する認識不足がに対する認識不足がに対する認識不足がに対する認識不足が ESESESES 向上を妨げる原因に向上を妨げる原因に向上を妨げる原因に向上を妨げる原因に

なっておりなっておりなっておりなっており CSCSCSCS、、、、ESESESES どちらか一方を向上させることでタイムラグがあったとどちらか一方を向上させることでタイムラグがあったとどちらか一方を向上させることでタイムラグがあったとどちらか一方を向上させることでタイムラグがあったと

しても最終的に両方が向上していくのではないかとの考えに至った。しても最終的に両方が向上していくのではないかとの考えに至った。しても最終的に両方が向上していくのではないかとの考えに至った。しても最終的に両方が向上していくのではないかとの考えに至った。    

ESESESES を向上させながらを向上させながらを向上させながらを向上させながら CSCSCSCS 向上にも効果があるのは、前に述べた対策の向上にも効果があるのは、前に述べた対策の向上にも効果があるのは、前に述べた対策の向上にも効果があるのは、前に述べた対策の 2222 つ目つ目つ目つ目

｢よくなるのではシート｣（資料｢よくなるのではシート｣（資料｢よくなるのではシート｣（資料｢よくなるのではシート｣（資料 2222）である。）である。）である。）である。2011201120112011 年度では年度では年度では年度では 100100100100％の有効活用％の有効活用％の有効活用％の有効活用

できなかった。そのためできなかった。そのためできなかった。そのためできなかった。そのため 2012201220122012 年は現状を改善するため、年は現状を改善するため、年は現状を改善するため、年は現状を改善するため、        １）意見を出１）意見を出１）意見を出１）意見を出

しやすい環境作りしやすい環境作りしやすい環境作りしやすい環境作り    ２）個人個人の意識作りの土台構築に留意し下記の２）個人個人の意識作りの土台構築に留意し下記の２）個人個人の意識作りの土台構築に留意し下記の２）個人個人の意識作りの土台構築に留意し下記の 3333 つつつつ

のステップを基に、実行することを決定した。のステップを基に、実行することを決定した。のステップを基に、実行することを決定した。のステップを基に、実行することを決定した。    

    

ステップステップステップステップ 1111        提案提案提案提案    

ステップステップステップステップ 2222        検討と回答検討と回答検討と回答検討と回答    

86

88

90

92

94

96

98

①挨拶・会釈 ②言葉遣い ③ES目標

２０１０年度

２０１１年度
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ステップステップステップステップ 3333        追跡と検証追跡と検証追跡と検証追跡と検証    

    

ステップステップステップステップ 1111    

思い浮かんだ対策を提案し、どういう理由でその対策を挙げたのか、その対思い浮かんだ対策を提案し、どういう理由でその対策を挙げたのか、その対思い浮かんだ対策を提案し、どういう理由でその対策を挙げたのか、その対思い浮かんだ対策を提案し、どういう理由でその対策を挙げたのか、その対

策による効果とどの部門がこれによりメリットを得られるのかとの仮説を立策による効果とどの部門がこれによりメリットを得られるのかとの仮説を立策による効果とどの部門がこれによりメリットを得られるのかとの仮説を立策による効果とどの部門がこれによりメリットを得られるのかとの仮説を立

てる。てる。てる。てる。    

    

ステップステップステップステップ 2222    

その対策を検討し、それを実行するかどうかを回答する。回答はその対策を検討し、それを実行するかどうかを回答する。回答はその対策を検討し、それを実行するかどうかを回答する。回答はその対策を検討し、それを実行するかどうかを回答する。回答は AAAA～～～～CCCC のののの    3333

種種種種類のいずれかを選択してもらう。類のいずれかを選択してもらう。類のいずれかを選択してもらう。類のいずれかを選択してもらう。    

    

AAAA    そのまま実行するそのまま実行するそのまま実行するそのまま実行する    

BBBB    一部変更して実行する一部変更して実行する一部変更して実行する一部変更して実行する    

CCCC    実行できない実行できない実行できない実行できない    

    

この検討の際に予想される効果を記入し、その後に対象部門責任者よりこの検討の際に予想される効果を記入し、その後に対象部門責任者よりこの検討の際に予想される効果を記入し、その後に対象部門責任者よりこの検討の際に予想される効果を記入し、その後に対象部門責任者より        

回答する。回答が回答する。回答が回答する。回答が回答する。回答が BBBB およびおよびおよびおよび CCCC である場合はその理由も付け加える。話し合いである場合はその理由も付け加える。話し合いである場合はその理由も付け加える。話し合いである場合はその理由も付け加える。話し合い

で回答が出ない場合は他の部門に立ち会ってもらうことも視野にいれる。で回答が出ない場合は他の部門に立ち会ってもらうことも視野にいれる。で回答が出ない場合は他の部門に立ち会ってもらうことも視野にいれる。で回答が出ない場合は他の部門に立ち会ってもらうことも視野にいれる。    

    

ステップステップステップステップ 3333    

実行した対策を追跡評価（第三者評価）し、実行した対策を追跡評価（第三者評価）し、実行した対策を追跡評価（第三者評価）し、実行した対策を追跡評価（第三者評価）し、1111 ヶ月もしくはヶ月もしくはヶ月もしくはヶ月もしくは 3333 ヶ月後のヶ月後のヶ月後のヶ月後の 4444 半半半半

期ごとに予想していた効果と比較してどうかを検証する。期ごとに予想していた効果と比較してどうかを検証する。期ごとに予想していた効果と比較してどうかを検証する。期ごとに予想していた効果と比較してどうかを検証する。    

このステップを踏むことで、このステップを踏むことで、このステップを踏むことで、このステップを踏むことで、ESESESES の向上とともにの向上とともにの向上とともにの向上とともに CSCSCSCS の向上を得られると考えの向上を得られると考えの向上を得られると考えの向上を得られると考え

た。た。た。た。    

    

    

3333    今後の展望今後の展望今後の展望今後の展望    

    

2011201120112011 年度はチームの連携が少しずつだが良くなり、「理想的な年度はチームの連携が少しずつだが良くなり、「理想的な年度はチームの連携が少しずつだが良くなり、「理想的な年度はチームの連携が少しずつだが良くなり、「理想的な MOTMOTMOTMOT サイクサイクサイクサイク

ルを持った外来部門」にルを持った外来部門」にルを持った外来部門」にルを持った外来部門」に 1111 歩近づいたと感じた。しかし、「よくなるのではな歩近づいたと感じた。しかし、「よくなるのではな歩近づいたと感じた。しかし、「よくなるのではな歩近づいたと感じた。しかし、「よくなるのではな

いかシート」の有効活用はまだまだである。この大きな原因は一人一人の“少いかシート」の有効活用はまだまだである。この大きな原因は一人一人の“少いかシート」の有効活用はまだまだである。この大きな原因は一人一人の“少いかシート」の有効活用はまだまだである。この大きな原因は一人一人の“少

しでもよくなるのではないか？”という意識の不足である。チームのしでもよくなるのではないか？”という意識の不足である。チームのしでもよくなるのではないか？”という意識の不足である。チームのしでもよくなるのではないか？”という意識の不足である。チームの CSCSCSCS 活活活活

動は一人一人が支えているのである。今後は｢よくなるのではシート｣を活用動は一人一人が支えているのである。今後は｢よくなるのではシート｣を活用動は一人一人が支えているのである。今後は｢よくなるのではシート｣を活用動は一人一人が支えているのである。今後は｢よくなるのではシート｣を活用

し効果判定、検証を充実させていくことが目標となる。その結果、部門間のし効果判定、検証を充実させていくことが目標となる。その結果、部門間のし効果判定、検証を充実させていくことが目標となる。その結果、部門間のし効果判定、検証を充実させていくことが目標となる。その結果、部門間の

連携がとれ職場環境がよくなることで、連携がとれ職場環境がよくなることで、連携がとれ職場環境がよくなることで、連携がとれ職場環境がよくなることで、ESESESES の向上が期待でき、それに伴の向上が期待でき、それに伴の向上が期待でき、それに伴の向上が期待でき、それに伴ってってってって

さくら会ビジョンに基づくさくら会ビジョンに基づくさくら会ビジョンに基づくさくら会ビジョンに基づく CSCSCSCS の向上（患者様満足）にもつながっていくとの向上（患者様満足）にもつながっていくとの向上（患者様満足）にもつながっていくとの向上（患者様満足）にもつながっていくと

考えた。考えた。考えた。考えた。    
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終わりに終わりに終わりに終わりに    

    

    AAAA．．．．RRRR    2011201120112011 年度の稿を書き終えとりあえずホッとしたというのが現在の年度の稿を書き終えとりあえずホッとしたというのが現在の年度の稿を書き終えとりあえずホッとしたというのが現在の年度の稿を書き終えとりあえずホッとしたというのが現在の

心境である。心境である。心境である。心境である。2010201020102010 年度からの引き継ぎとして書かせていただいたが、この年度からの引き継ぎとして書かせていただいたが、この年度からの引き継ぎとして書かせていただいたが、この年度からの引き継ぎとして書かせていただいたが、この 1111

年間は自分自身年間は自分自身年間は自分自身年間は自分自身 CSCSCSCS・・・・ESESESES とは何かを改めて考えた良い経験となった。そして、とは何かを改めて考えた良い経験となった。そして、とは何かを改めて考えた良い経験となった。そして、とは何かを改めて考えた良い経験となった。そして、

このような機会を与えてくださった森田院長並びに牛島ディレクターに感謝このような機会を与えてくださった森田院長並びに牛島ディレクターに感謝このような機会を与えてくださった森田院長並びに牛島ディレクターに感謝このような機会を与えてくださった森田院長並びに牛島ディレクターに感謝

する。今後チームの更なる発展にこのリポートが少しでもヒントになることする。今後チームの更なる発展にこのリポートが少しでもヒントになることする。今後チームの更なる発展にこのリポートが少しでもヒントになることする。今後チームの更なる発展にこのリポートが少しでもヒントになること

を祈りつつ、このリポートを終える。を祈りつつ、このリポートを終える。を祈りつつ、このリポートを終える。を祈りつつ、このリポートを終える。    
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資料資料資料資料 1111    

Ｈ２２年Ｈ２２年Ｈ２２年Ｈ２２年    第１回ＣＳスタッフ間評価第１回ＣＳスタッフ間評価第１回ＣＳスタッフ間評価第１回ＣＳスタッフ間評価    

    

９月はＣＳ自己評価といっしょにスタッフ間評価を実施します。ご協力をお９月はＣＳ自己評価といっしょにスタッフ間評価を実施します。ご協力をお９月はＣＳ自己評価といっしょにスタッフ間評価を実施します。ご協力をお９月はＣＳ自己評価といっしょにスタッフ間評価を実施します。ご協力をお

願いします。願いします。願いします。願いします。    

今回のスタッフ間評価は各部署内で実施します。今回のスタッフ間評価は各部署内で実施します。今回のスタッフ間評価は各部署内で実施します。今回のスタッフ間評価は各部署内で実施します。    

5555 段階の評価基準は自己評価に準じます。段階の評価基準は自己評価に準じます。段階の評価基準は自己評価に準じます。段階の評価基準は自己評価に準じます。    

挨拶・会釈、言葉遣いの項目については、患者様に対してだけでなく、スタ挨拶・会釈、言葉遣いの項目については、患者様に対してだけでなく、スタ挨拶・会釈、言葉遣いの項目については、患者様に対してだけでなく、スタ挨拶・会釈、言葉遣いの項目については、患者様に対してだけでなく、スタ

ッフ間についても評価して下さい。ッフ間についても評価して下さい。ッフ間についても評価して下さい。ッフ間についても評価して下さい。    

    

CS5CS5CS5CS5 項目項目項目項目    挨拶会釈挨拶会釈挨拶会釈挨拶会釈    ～様～様～様～様    言葉遣い言葉遣い言葉遣い言葉遣い    
身だし身だし身だし身だし    

なみなみなみなみ    
整理整頓整理整頓整理整頓整理整頓    合計合計合計合計    

氏名氏名氏名氏名                            

AAAA                            

BBBB                            

CCCC                            

DDDD                            

EEEE                            

FFFF                            

GGGG                            

HHHH                            

                            

                            

                            

                            

    

記入後は各部署のＣＳ委員まで提出して下さい記入後は各部署のＣＳ委員まで提出して下さい記入後は各部署のＣＳ委員まで提出して下さい記入後は各部署のＣＳ委員まで提出して下さい    
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資料資料資料資料 2222            

１１１１StepStepStepStep    提案提案提案提案    

よくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シート    

NO.           NO.           NO.           NO.               

○○部へ○○部へ○○部へ○○部へ    

    

                                                                                                                                            

    

内容（概要内容（概要内容（概要内容（概要    よくなるのでは？という提案）よくなるのでは？という提案）よくなるのでは？という提案）よくなるのでは？という提案）    

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

    

問題点・疑問点（提案したことに対する考えられる問題点や疑問点）問題点・疑問点（提案したことに対する考えられる問題点や疑問点）問題点・疑問点（提案したことに対する考えられる問題点や疑問点）問題点・疑問点（提案したことに対する考えられる問題点や疑問点）    

    

                                                                                                                                                        

    

                                                                                                                                                    

解決策・改善策解決策・改善策解決策・改善策解決策・改善策    （こうしたらよくなるのではないでしょうか？）（こうしたらよくなるのではないでしょうか？）（こうしたらよくなるのではないでしょうか？）（こうしたらよくなるのではないでしょうか？）    

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                

メリットメリットメリットメリット    （予想される効果）（予想される効果）（予想される効果）（予想される効果）    

    

                                                                                                                                                

メリットを受ける対象メリットを受ける対象メリットを受ける対象メリットを受ける対象    （誰のためか）（誰のためか）（誰のためか）（誰のためか）    

    

                                                                                                                                                

提案者提案者提案者提案者    

                                                                

提案日提案日提案日提案日    
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資料資料資料資料 2222        

2Step2Step2Step2Step    検討と回答検討と回答検討と回答検討と回答    

    

よくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シート    

NO.           NO.           NO.           NO.               

○○部へ○○部へ○○部へ○○部へ    

    

                                                                                                                                            

    

回答および検討内容回答および検討内容回答および検討内容回答および検討内容    （検討した結果）（検討した結果）（検討した結果）（検討した結果）    

回答回答回答回答    

                                                                                                                                            

    

検討内容検討内容検討内容検討内容    

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

    

改善点や導入した対策改善点や導入した対策改善点や導入した対策改善点や導入した対策    

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

メリットメリットメリットメリット((((予想される効果予想される効果予想される効果予想される効果))))    

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

メリットを受ける対象者および部署（誰のためか）メリットを受ける対象者および部署（誰のためか）メリットを受ける対象者および部署（誰のためか）メリットを受ける対象者および部署（誰のためか）    

    

                                                                                                                                            

回答者回答者回答者回答者                                                            

    

検討日検討日検討日検討日                                            
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資料資料資料資料 2222            

3Step3Step3Step3Step    追跡追跡追跡追跡    

よくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シートよくなるのでは？シート    

NO.           NO.           NO.           NO.               

○○部へ○○部へ○○部へ○○部へ    

    

                                                                                                                                            

採用案の内容採用案の内容採用案の内容採用案の内容    

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

    

採用の結果（感想）採用の結果（感想）採用の結果（感想）採用の結果（感想）    

予想していた効果と比較しての良否予想していた効果と比較しての良否予想していた効果と比較しての良否予想していた効果と比較しての良否    

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                    

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                

    

回答者回答者回答者回答者    

                                                                                                

    

検討日検討日検討日検討日    

                                                                

    

作成者作成者作成者作成者    放射線部放射線部放射線部放射線部    奥野智規奥野智規奥野智規奥野智規    
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2222----4444    DDDD チームさくら会チームさくら会チームさくら会チームさくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    

2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度    

    

    

    

『気づきへの模索』『気づきへの模索』『気づきへの模索』『気づきへの模索』    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

DDDD チームチームチームチーム    

医事課医事課医事課医事課    

林林林林    幸代幸代幸代幸代    

    

医事課医事課医事課医事課    

道下道下道下道下    直美直美直美直美    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

    2003200320032003 年年年年 1111 月にさくら会月にさくら会月にさくら会月にさくら会 CSCSCSCS プロジェクトが発足してから、プロジェクトが発足してから、プロジェクトが発足してから、プロジェクトが発足してから、9999 年間が経過し年間が経過し年間が経過し年間が経過し

た。そのた。そのた。そのた。その CSCSCSCS 活動内容は活動内容は活動内容は活動内容は 2006200620062006 年度、年度、年度、年度、2007200720072007 年度、年度、年度、年度、2009200920092009 年度のさくら会アニュ年度のさくら会アニュ年度のさくら会アニュ年度のさくら会アニュ

アルレポートに記載した。現在もアルレポートに記載した。現在もアルレポートに記載した。現在もアルレポートに記載した。現在も CSCSCSCS 重点項目に改善、変化を加えながら重点項目に改善、変化を加えながら重点項目に改善、変化を加えながら重点項目に改善、変化を加えながら CSCSCSCS

活動を継続している。活動を継続している。活動を継続している。活動を継続している。    

    このこのこのこの 9999 年間年間年間年間 CSCSCSCS 活動を継続できたのは、さくら会ビジョン「地域社会から活動を継続できたのは、さくら会ビジョン「地域社会から活動を継続できたのは、さくら会ビジョン「地域社会から活動を継続できたのは、さくら会ビジョン「地域社会から

高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、職務に励む温かなさくら会」を高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、職務に励む温かなさくら会」を高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、職務に励む温かなさくら会」を高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、職務に励む温かなさくら会」を

目標に、さくら会全職員が日々患者様中心の目標に、さくら会全職員が日々患者様中心の目標に、さくら会全職員が日々患者様中心の目標に、さくら会全職員が日々患者様中心の CSCSCSCS 活動に努力を重ねてきたか活動に努力を重ねてきたか活動に努力を重ねてきたか活動に努力を重ねてきたか

らである。らである。らである。らである。    

    筆者を含む筆者を含む筆者を含む筆者を含む DDDD チームはチームはチームはチームは 2007200720072007 年度から年度から年度から年度から 2009200920092009 年度まで年度まで年度まで年度まで 3333 年間年間年間年間 CSCSCSCS マナー向上マナー向上マナー向上マナー向上

プログラムのプログラムのプログラムのプログラムの⑤⑤⑤⑤『妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する』を重点項目とし『妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する』を重点項目とし『妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する』を重点項目とし『妥協の無い整理・整頓・清掃に留意する』を重点項目とし

て活動した。今回、重点項目を新たにして取り組んだて活動した。今回、重点項目を新たにして取り組んだて活動した。今回、重点項目を新たにして取り組んだて活動した。今回、重点項目を新たにして取り組んだ 2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2011201120112011 年度年度年度年度

の活動内容を時系列にまとめ、報告することとする。の活動内容を時系列にまとめ、報告することとする。の活動内容を時系列にまとめ、報告することとする。の活動内容を時系列にまとめ、報告することとする。    

    

【報告内容】【報告内容】【報告内容】【報告内容】    

１．１．１．１．2010201020102010 年度活動内容年度活動内容年度活動内容年度活動内容    （記（記（記（記：道下直美）：道下直美）：道下直美）：道下直美）    

２．２．２．２．2011201120112011 年度活動内容年度活動内容年度活動内容年度活動内容    （記：林（記：林（記：林（記：林    幸代）幸代）幸代）幸代）    

    

    

１．１．１．１．2010201020102010 年度活動報告年度活動報告年度活動報告年度活動報告    

1111））））2007200720072007 年度～年度～年度～年度～2009200920092009 年度（年度（年度（年度（3333 年間）年間）年間）年間）CSCSCSCS 重点項目重点項目重点項目重点項目    

2222））））2010201020102010 年年年年 CSCSCSCS 重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入    

3333））））2010201020102010 年度要約と結語年度要約と結語年度要約と結語年度要約と結語    

    

1) 20071) 20071) 20071) 2007 年度～年度～年度～年度～2009200920092009 年度（年度（年度（年度（3333 年間）年間）年間）年間）CSCSCSCS 重点項目重点項目重点項目重点項目    

2007200720072007 年度から年度から年度から年度から 2009200920092009 年度までの年度までの年度までの年度までの 3333 年間、さくら会全体が「年間、さくら会全体が「年間、さくら会全体が「年間、さくら会全体が「5555SSSS」に取り組んだ」に取り組んだ」に取り組んだ」に取り組んだ

ことをきっかけにことをきっかけにことをきっかけにことをきっかけに DDDD チームも『５チームも『５チームも『５チームも『５SSSS』を重点項目として活動した。その結果、』を重点項目として活動した。その結果、』を重点項目として活動した。その結果、』を重点項目として活動した。その結果、

CSCSCSCS マナー項目の『妥協のない整理・整頓・清掃に留意する』の項目以外へのマナー項目の『妥協のない整理・整頓・清掃に留意する』の項目以外へのマナー項目の『妥協のない整理・整頓・清掃に留意する』の項目以外へのマナー項目の『妥協のない整理・整頓・清掃に留意する』の項目以外への

傾注度が低かったとの結論を得た。傾注度が低かったとの結論を得た。傾注度が低かったとの結論を得た。傾注度が低かったとの結論を得た。    

2010201020102010 年年年年 3333 月の「受付アンケート調査」（外部第月の「受付アンケート調査」（外部第月の「受付アンケート調査」（外部第月の「受付アンケート調査」（外部第 3333 者評価）において者評価）において者評価）において者評価）において DDDD チームチームチームチーム

の「挨拶・会釈」のアンケート数値が低く、さらにの「挨拶・会釈」のアンケート数値が低く、さらにの「挨拶・会釈」のアンケート数値が低く、さらにの「挨拶・会釈」のアンケート数値が低く、さらに 2010201020102010 年年年年 5555 月に実施した月に実施した月に実施した月に実施した

アンケート（前述外部評価）においては「笑顔」についての評価も高くはなアンケート（前述外部評価）においては「笑顔」についての評価も高くはなアンケート（前述外部評価）においては「笑顔」についての評価も高くはなアンケート（前述外部評価）においては「笑顔」についての評価も高くはな

かった。かった。かった。かった。    

    

2) 20102) 20102) 20102) 2010 年年年年 CSCSCSCS 重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入重点項目と新規評価基準導入    

2010201020102010 年度の重点項目を年度の重点項目を年度の重点項目を年度の重点項目を CSCSCSCS 活動の原点に戻り『挨拶・会釈・笑顔・みだしな活動の原点に戻り『挨拶・会釈・笑顔・みだしな活動の原点に戻り『挨拶・会釈・笑顔・みだしな活動の原点に戻り『挨拶・会釈・笑顔・みだしな



６２ 
 

み』とし、特に「笑顔」についてはみ』とし、特に「笑顔」についてはみ』とし、特に「笑顔」についてはみ』とし、特に「笑顔」については DDDD チーム独自に「笑顔を意識しているか？チーム独自に「笑顔を意識しているか？チーム独自に「笑顔を意識しているか？チーム独自に「笑顔を意識しているか？」」」」

という項目をという項目をという項目をという項目を DDDD チーム・マナー自己分析に追加した。チーム・マナー自己分析に追加した。チーム・マナー自己分析に追加した。チーム・マナー自己分析に追加した。    

2010201020102010 年度の活動方針として毎月の自己分析とともに、年度の活動方針として毎月の自己分析とともに、年度の活動方針として毎月の自己分析とともに、年度の活動方針として毎月の自己分析とともに、ISOISOISOISO の外部第３者アンの外部第３者アンの外部第３者アンの外部第３者アン

ケート調査、及びケート調査、及びケート調査、及びケート調査、及び DDDD チームによる「事務職員に対するアンケート」（外部第チームによる「事務職員に対するアンケート」（外部第チームによる「事務職員に対するアンケート」（外部第チームによる「事務職員に対するアンケート」（外部第 3333

者評価）も実施し、毎月外部からの第者評価）も実施し、毎月外部からの第者評価）も実施し、毎月外部からの第者評価）も実施し、毎月外部からの第 3333 者評価を得た。者評価を得た。者評価を得た。者評価を得た。    

1111 年間のマナー自己分析及び「笑顔」に対する外部第年間のマナー自己分析及び「笑顔」に対する外部第年間のマナー自己分析及び「笑顔」に対する外部第年間のマナー自己分析及び「笑顔」に対する外部第 3333 者評価の結果は以下者評価の結果は以下者評価の結果は以下者評価の結果は以下

のとおりである。毎月のとおりである。毎月のとおりである。毎月のとおりである。毎月 100100100100 名の外来患者様にアンケートを依頼する労力が予名の外来患者様にアンケートを依頼する労力が予名の外来患者様にアンケートを依頼する労力が予名の外来患者様にアンケートを依頼する労力が予

想以上に大きかったことより、想以上に大きかったことより、想以上に大きかったことより、想以上に大きかったことより、10101010 月以降は予定を変更し、月以降は予定を変更し、月以降は予定を変更し、月以降は予定を変更し、ISOISOISOISO のアンケートのアンケートのアンケートのアンケート

（（（（ISOISOISOISO 外部第外部第外部第外部第 3333 者評価）と同時期に行うことに変更した。者評価）と同時期に行うことに変更した。者評価）と同時期に行うことに変更した。者評価）と同時期に行うことに変更した。    

    

3333））））2010201020102010 年度要約と結語年度要約と結語年度要約と結語年度要約と結語    

    

図図図図 1111    2010201020102010 年度年度年度年度 DDDD チームチームチームチーム    マナー分析結果マナー分析結果マナー分析結果マナー分析結果    

    

     2012201220122012 年１月年１月年１月年１月    道下直美作成道下直美作成道下直美作成道下直美作成    

    

図図図図 1111 のグラフより「笑顔」に対しては全体的に自己評価より第のグラフより「笑顔」に対しては全体的に自己評価より第のグラフより「笑顔」に対しては全体的に自己評価より第のグラフより「笑顔」に対しては全体的に自己評価より第 3333 者評価の方者評価の方者評価の方者評価の方

が良い結果であった。自己評価、外部第が良い結果であった。自己評価、外部第が良い結果であった。自己評価、外部第が良い結果であった。自己評価、外部第 3333 者評価の数値に上下の変動はある者評価の数値に上下の変動はある者評価の数値に上下の変動はある者評価の数値に上下の変動はある

が、総合的にはよい数値の結果を得た。が、総合的にはよい数値の結果を得た。が、総合的にはよい数値の結果を得た。が、総合的にはよい数値の結果を得た。    

また、アンケートに記入された「ご意見」（別添資料また、アンケートに記入された「ご意見」（別添資料また、アンケートに記入された「ご意見」（別添資料また、アンケートに記入された「ご意見」（別添資料 1111）は数字での評価以上）は数字での評価以上）は数字での評価以上）は数字での評価以上

にメンバーに対し好影響を与えた。外部からの「生の声」はにメンバーに対し好影響を与えた。外部からの「生の声」はにメンバーに対し好影響を与えた。外部からの「生の声」はにメンバーに対し好影響を与えた。外部からの「生の声」は DDDD チームのモチチームのモチチームのモチチームのモチ

ベーション向上に寄与した。ベーション向上に寄与した。ベーション向上に寄与した。ベーション向上に寄与した。    

    

2010201020102010 年度は「笑顔」に集中した活動であった。年度は「笑顔」に集中した活動であった。年度は「笑顔」に集中した活動であった。年度は「笑顔」に集中した活動であった。2011201120112011 年度は年度は年度は年度は 2010201020102010 年度の活動年度の活動年度の活動年度の活動

を基盤として活動を広げていくこととなった。を基盤として活動を広げていくこととなった。を基盤として活動を広げていくこととなった。を基盤として活動を広げていくこととなった。    
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２．２．２．２．2011201120112011 年度活動報告年度活動報告年度活動報告年度活動報告    

    1) 2011 1) 2011 1) 2011 1) 2011 年度年度年度年度 CSCSCSCS 重点項目と目標重点項目と目標重点項目と目標重点項目と目標    

    2) 20112) 20112) 20112) 2011 年現状年現状年現状年現状    

    3) 3) 3) 3) 行動計画と実施方法行動計画と実施方法行動計画と実施方法行動計画と実施方法    

    4) 4) 4) 4) マナー分析結果と考察マナー分析結果と考察マナー分析結果と考察マナー分析結果と考察    

    5) 5) 5) 5) 要約と結語要約と結語要約と結語要約と結語    

6) 6) 6) 6) さいごにさいごにさいごにさいごに    

    

１）１）１）１）2011201120112011 年度年度年度年度 CSCSCSCS 重点項目と目標重点項目と目標重点項目と目標重点項目と目標    

2010201020102010 年度では『笑顔』を年度では『笑顔』を年度では『笑顔』を年度では『笑顔』を DDDD チームのチームのチームのチームの CSCSCSCS 重点項目とした。この基盤をもとに重点項目とした。この基盤をもとに重点項目とした。この基盤をもとに重点項目とした。この基盤をもとに

2011201120112011 年度では年度では年度では年度では““““明るい職場づくり明るい職場づくり明るい職場づくり明るい職場づくり””””をテーマにし、『挨拶・会釈』を重点項目をテーマにし、『挨拶・会釈』を重点項目をテーマにし、『挨拶・会釈』を重点項目をテーマにし、『挨拶・会釈』を重点項目

とした。明るい職場であれば、自然とその雰囲気が患者様にも伝わると判断とした。明るい職場であれば、自然とその雰囲気が患者様にも伝わると判断とした。明るい職場であれば、自然とその雰囲気が患者様にも伝わると判断とした。明るい職場であれば、自然とその雰囲気が患者様にも伝わると判断

した。明るい職場に必要不可欠なのはＣＳ活動が始まった９年前の原点であした。明るい職場に必要不可欠なのはＣＳ活動が始まった９年前の原点であした。明るい職場に必要不可欠なのはＣＳ活動が始まった９年前の原点であした。明るい職場に必要不可欠なのはＣＳ活動が始まった９年前の原点であ

る「挨拶・会釈」と考え、その徹底が必要であると結論した。る「挨拶・会釈」と考え、その徹底が必要であると結論した。る「挨拶・会釈」と考え、その徹底が必要であると結論した。る「挨拶・会釈」と考え、その徹底が必要であると結論した。    

さらにさらにさらにさらに 2011201120112011 年度より初めてさくら会でのＥＳ目標が掲げられた。年度より初めてさくら会でのＥＳ目標が掲げられた。年度より初めてさくら会でのＥＳ目標が掲げられた。年度より初めてさくら会でのＥＳ目標が掲げられた。““““飛びかう飛びかう飛びかう飛びかう

挨拶・感謝挨拶・感謝挨拶・感謝挨拶・感謝の言葉、そこに広がるの言葉、そこに広がるの言葉、そこに広がるの言葉、そこに広がる明るい職場明るい職場明るい職場明るい職場””””である。である。である。である。DDDD チームのテーマと偶チームのテーマと偶チームのテーマと偶チームのテーマと偶

然にも合致した。そこで然にも合致した。そこで然にも合致した。そこで然にも合致した。そこで DDDD チームでは、チームでは、チームでは、チームでは、CSCSCSCS 重点項目と重点項目と重点項目と重点項目と ESESESES 目標を並行して目標を並行して目標を並行して目標を並行して

活動することにより、相乗効果を得ると判断した。（図活動することにより、相乗効果を得ると判断した。（図活動することにより、相乗効果を得ると判断した。（図活動することにより、相乗効果を得ると判断した。（図 2222 参照）参照）参照）参照）    

またまたまたまた 2011201120112011 年度では目標を数値化した評価をせず、チームメンバーの自己意年度では目標を数値化した評価をせず、チームメンバーの自己意年度では目標を数値化した評価をせず、チームメンバーの自己意年度では目標を数値化した評価をせず、チームメンバーの自己意

識を尊重し、自己管理内容に重点をおいた。識を尊重し、自己管理内容に重点をおいた。識を尊重し、自己管理内容に重点をおいた。識を尊重し、自己管理内容に重点をおいた。    

    

図２図２図２図２    CSCSCSCS とととと ESESESES の関係と職場環境の関係と職場環境の関係と職場環境の関係と職場環境    

    

    

    

    

    

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    林林林林    幸代作成幸代作成幸代作成幸代作成    

    

２）２）２）２）2011201120112011 年現状年現状年現状年現状    

2011201120112011 年度より新たに『職員間挨拶・感謝の言葉』の項目でも自己評価を実施年度より新たに『職員間挨拶・感謝の言葉』の項目でも自己評価を実施年度より新たに『職員間挨拶・感謝の言葉』の項目でも自己評価を実施年度より新たに『職員間挨拶・感謝の言葉』の項目でも自己評価を実施

した。図した。図した。図した。図 3333 は初めて自己評価を行ったは初めて自己評価を行ったは初めて自己評価を行ったは初めて自己評価を行った 2011201120112011 年年年年 4444 月の結果である。他チーム月の結果である。他チーム月の結果である。他チーム月の結果である。他チーム

との比較で最も低い数値（との比較で最も低い数値（との比較で最も低い数値（との比較で最も低い数値（77.8%77.8%77.8%77.8%）であった。また、）であった。また、）であった。また、）であった。また、2011201120112011 年度年度年度年度 DDDD チームの重チームの重チームの重チームの重

点項目とした『挨拶・会釈』の項目が点項目とした『挨拶・会釈』の項目が点項目とした『挨拶・会釈』の項目が点項目とした『挨拶・会釈』の項目が 4444 月スタート時は過去にない低い数値月スタート時は過去にない低い数値月スタート時は過去にない低い数値月スタート時は過去にない低い数値

（（（（88.988.988.988.9％）であった。（図％）であった。（図％）であった。（図％）であった。（図 4444））））    

    

    

CSCSCSCS    

ESESESES 

 

挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈挨拶・会釈    

職員間挨拶と感謝職員間挨拶と感謝職員間挨拶と感謝職員間挨拶と感謝    

 

    明るい明るい明るい明るい    
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図図図図 3333「職員間挨拶と感謝の言葉」「職員間挨拶と感謝の言葉」「職員間挨拶と感謝の言葉」「職員間挨拶と感謝の言葉」    

全チーム比較全チーム比較全チーム比較全チーム比較    2011201120112011 年年年年 4444 月月月月    

    

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    林林林林    幸代作成幸代作成幸代作成幸代作成    

    

３）３）３）３）2011201120112011 年度行動計画と実施方法年度行動計画と実施方法年度行動計画と実施方法年度行動計画と実施方法    

2011201120112011 年度は年度は年度は年度は 3333 項目の行動計画をたてた。項目の行動計画をたてた。項目の行動計画をたてた。項目の行動計画をたてた。    

    

ＡＡＡＡ    意識づけ意識づけ意識づけ意識づけ    

2010201020102010 年度までの年度までの年度までの年度までの CSCSCSCS マナー分析項目『笑顔』を『挨拶・会釈』項目に組み入マナー分析項目『笑顔』を『挨拶・会釈』項目に組み入マナー分析項目『笑顔』を『挨拶・会釈』項目に組み入マナー分析項目『笑顔』を『挨拶・会釈』項目に組み入

れた。「挨拶・会釈のポイント」としてアイコンタクト、声の大きさ、声のトれた。「挨拶・会釈のポイント」としてアイコンタクト、声の大きさ、声のトれた。「挨拶・会釈のポイント」としてアイコンタクト、声の大きさ、声のトれた。「挨拶・会釈のポイント」としてアイコンタクト、声の大きさ、声のト

ーン、笑顔を強調し、意識づけのために「挨拶・会釈ーン、笑顔を強調し、意識づけのために「挨拶・会釈ーン、笑顔を強調し、意識づけのために「挨拶・会釈ーン、笑顔を強調し、意識づけのために「挨拶・会釈    意識するポイント」意識するポイント」意識するポイント」意識するポイント」

のポスターを部署に掲示した。のポスターを部署に掲示した。のポスターを部署に掲示した。のポスターを部署に掲示した。((((写真写真写真写真 1111 参照参照参照参照))))    

    

        写真写真写真写真 1111    医事課内掲示ポスター医事課内掲示ポスター医事課内掲示ポスター医事課内掲示ポスター    

    

    

    

図４「心あたたまるご挨拶・会釈」推移図４「心あたたまるご挨拶・会釈」推移図４「心あたたまるご挨拶・会釈」推移図４「心あたたまるご挨拶・会釈」推移    

DDDD チーム（チーム（チーム（チーム（H22.12H22.12H22.12H22.12～～～～H23.10H23.10H23.10H23.10））））    
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ＢＢＢＢ    第３者評価第３者評価第３者評価第３者評価    

年に３回の患者様からのアンケート評価と他チームからのアンケート評価を年に３回の患者様からのアンケート評価と他チームからのアンケート評価を年に３回の患者様からのアンケート評価と他チームからのアンケート評価を年に３回の患者様からのアンケート評価と他チームからのアンケート評価を

実施することとした。（別添資料実施することとした。（別添資料実施することとした。（別添資料実施することとした。（別添資料 1111・・・・2222））））    

    

ＣＣＣＣ    個人イノベーション個人イノベーション個人イノベーション個人イノベーション    

『個人イノベーション』（別添資料『個人イノベーション』（別添資料『個人イノベーション』（別添資料『個人イノベーション』（別添資料 3333）では）では）では）では““““明るい職場明るい職場明るい職場明るい職場””””をテーマとし、さくをテーマとし、さくをテーマとし、さくをテーマとし、さく

ら会問題解決モデルを活用して自分の問題点、それに対する解決策を考え、ら会問題解決モデルを活用して自分の問題点、それに対する解決策を考え、ら会問題解決モデルを活用して自分の問題点、それに対する解決策を考え、ら会問題解決モデルを活用して自分の問題点、それに対する解決策を考え、

継続してマナー分析時に自己評価をした。継続してマナー分析時に自己評価をした。継続してマナー分析時に自己評価をした。継続してマナー分析時に自己評価をした。    

    

４）マナー分析結果・考察４）マナー分析結果・考察４）マナー分析結果・考察４）マナー分析結果・考察    

    

図図図図 5555    重点項目の推移（重点項目の推移（重点項目の推移（重点項目の推移（H23.4H23.4H23.4H23.4～～～～H23.12H23.12H23.12H23.12））））    

 

2012201220122012 年年年年 1111 月月月月    林林林林    幸代作成幸代作成幸代作成幸代作成 

    

2011201120112011 年度は重点項目年度は重点項目年度は重点項目年度は重点項目①①①①『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、②②②②『職員間挨拶・感謝の言葉』、『職員間挨拶・感謝の言葉』、『職員間挨拶・感謝の言葉』、『職員間挨拶・感謝の言葉』、③③③③『イ『イ『イ『イ

ノベーション』は低い内容からのスタートとなった。しかしその低い結果かノベーション』は低い内容からのスタートとなった。しかしその低い結果かノベーション』は低い内容からのスタートとなった。しかしその低い結果かノベーション』は低い内容からのスタートとなった。しかしその低い結果か

らスタートしたことが、メンバーのモチベーションを上げる要因となり、らスタートしたことが、メンバーのモチベーションを上げる要因となり、らスタートしたことが、メンバーのモチベーションを上げる要因となり、らスタートしたことが、メンバーのモチベーションを上げる要因となり、CSCSCSCS

活動への意識を高めるとなった。活動への意識を高めるとなった。活動への意識を高めるとなった。活動への意識を高めるとなった。    

    

さらに、６月の中間地点において、マナー分析と第三者評価の結果を観ると、さらに、６月の中間地点において、マナー分析と第三者評価の結果を観ると、さらに、６月の中間地点において、マナー分析と第三者評価の結果を観ると、さらに、６月の中間地点において、マナー分析と第三者評価の結果を観ると、

意外な事実が分かった。（図意外な事実が分かった。（図意外な事実が分かった。（図意外な事実が分かった。（図 5555 参照）参照）参照）参照）2011201120112011 年度年度年度年度 CSCSCSCS マナー分析がスタートしマナー分析がスタートしマナー分析がスタートしマナー分析がスタートし

たたたた 4444 月当初は、月当初は、月当初は、月当初は、①①①①『挨拶・会釈』と『挨拶・会釈』と『挨拶・会釈』と『挨拶・会釈』と②②②②『職員間挨拶・感謝の言葉』の『職員間挨拶・感謝の言葉』の『職員間挨拶・感謝の言葉』の『職員間挨拶・感謝の言葉』の 2222 つのつのつのつの

グラフは並行すると判断した。同じ「挨拶」行動であるので意識変更の必要グラフは並行すると判断した。同じ「挨拶」行動であるので意識変更の必要グラフは並行すると判断した。同じ「挨拶」行動であるので意識変更の必要グラフは並行すると判断した。同じ「挨拶」行動であるので意識変更の必要

性はないとした。しかし、性はないとした。しかし、性はないとした。しかし、性はないとした。しかし、6666 月の結果では、月の結果では、月の結果では、月の結果では、②②②②『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』

は上昇し、は上昇し、は上昇し、は上昇し、①①①①『挨拶・会釈』は下降の現象となった。その結果内容より、メ『挨拶・会釈』は下降の現象となった。その結果内容より、メ『挨拶・会釈』は下降の現象となった。その結果内容より、メ『挨拶・会釈』は下降の現象となった。その結果内容より、メ

ンバーが社外顧客に向けての挨拶と社内顧客（職員）への挨拶の対応を区別ンバーが社外顧客に向けての挨拶と社内顧客（職員）への挨拶の対応を区別ンバーが社外顧客に向けての挨拶と社内顧客（職員）への挨拶の対応を区別ンバーが社外顧客に向けての挨拶と社内顧客（職員）への挨拶の対応を区別

しているとの仮説を立てた。しているとの仮説を立てた。しているとの仮説を立てた。しているとの仮説を立てた。    
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加加加加えてチーム・ミーティング時に仮説内容を報告し、各自の現状把握と呼びえてチーム・ミーティング時に仮説内容を報告し、各自の現状把握と呼びえてチーム・ミーティング時に仮説内容を報告し、各自の現状把握と呼びえてチーム・ミーティング時に仮説内容を報告し、各自の現状把握と呼び

かけにてメンバーへの課題認識の意識づけを行った。最終目標はかけにてメンバーへの課題認識の意識づけを行った。最終目標はかけにてメンバーへの課題認識の意識づけを行った。最終目標はかけにてメンバーへの課題認識の意識づけを行った。最終目標は①①①①『挨拶・『挨拶・『挨拶・『挨拶・

会釈』と会釈』と会釈』と会釈』と②②②②『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』『職員間挨拶・感謝の言葉』2222 項目の行動数値が並行現象の改善項目の行動数値が並行現象の改善項目の行動数値が並行現象の改善項目の行動数値が並行現象の改善

となることである。となることである。となることである。となることである。    

    

しかし、しかし、しかし、しかし、12121212 月のマナー分析は、電子カルテ導入準備や始動に際し、予想以上月のマナー分析は、電子カルテ導入準備や始動に際し、予想以上月のマナー分析は、電子カルテ導入準備や始動に際し、予想以上月のマナー分析は、電子カルテ導入準備や始動に際し、予想以上

の多忙が影響し、患者様への多忙が影響し、患者様への多忙が影響し、患者様への多忙が影響し、患者様へ CSCSCSCS 活動に向けての対応の不備があった。さらに活動に向けての対応の不備があった。さらに活動に向けての対応の不備があった。さらに活動に向けての対応の不備があった。さらに

また職員間コミュニケーションにおいても、意思疎通が発生し本来のまた職員間コミュニケーションにおいても、意思疎通が発生し本来のまた職員間コミュニケーションにおいても、意思疎通が発生し本来のまた職員間コミュニケーションにおいても、意思疎通が発生し本来の CSCSCSCS 活活活活

動への傾注がおろそかになり、結果として動への傾注がおろそかになり、結果として動への傾注がおろそかになり、結果として動への傾注がおろそかになり、結果として①①①①『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、『挨拶・会釈』、②②②②『職員間挨拶・『職員間挨拶・『職員間挨拶・『職員間挨拶・

感謝の言葉感謝の言葉感謝の言葉感謝の言葉』、』、』、』、③③③③『イノベーション』以上３項目の数値が下降した。『イノベーション』以上３項目の数値が下降した。『イノベーション』以上３項目の数値が下降した。『イノベーション』以上３項目の数値が下降した。    

推測される下降要因は１）メンバーの推測される下降要因は１）メンバーの推測される下降要因は１）メンバーの推測される下降要因は１）メンバーの CSCSCSCS への意識が一時的に電子カルテ業への意識が一時的に電子カルテ業への意識が一時的に電子カルテ業への意識が一時的に電子カルテ業

務に集中してしまった、２）リーダー達が現状把握だけに終わり、具体的な務に集中してしまった、２）リーダー達が現状把握だけに終わり、具体的な務に集中してしまった、２）リーダー達が現状把握だけに終わり、具体的な務に集中してしまった、２）リーダー達が現状把握だけに終わり、具体的な

フォロー不足、以上フォロー不足、以上フォロー不足、以上フォロー不足、以上 2222 点であった。点であった。点であった。点であった。    

過去の重点目標達成の好調な結果と比較して、年初に予期しなかった院内業過去の重点目標達成の好調な結果と比較して、年初に予期しなかった院内業過去の重点目標達成の好調な結果と比較して、年初に予期しなかった院内業過去の重点目標達成の好調な結果と比較して、年初に予期しなかった院内業

務システム変更にて満足のいく結果には届かなかった。ほんの一瞬の油断よ務システム変更にて満足のいく結果には届かなかった。ほんの一瞬の油断よ務システム変更にて満足のいく結果には届かなかった。ほんの一瞬の油断よ務システム変更にて満足のいく結果には届かなかった。ほんの一瞬の油断よ

り脆くも崩れ落ちる結果から貴重な教訓を得た。り脆くも崩れ落ちる結果から貴重な教訓を得た。り脆くも崩れ落ちる結果から貴重な教訓を得た。り脆くも崩れ落ちる結果から貴重な教訓を得た。    

    

５）要約と結語５）要約と結語５）要約と結語５）要約と結語    

    

    図６図６図６図６    2011201120112011 年度年度年度年度 CSCSCSCS マナー向上プログラムの推移マナー向上プログラムの推移マナー向上プログラムの推移マナー向上プログラムの推移    

    

        2012201220122012 年１月年１月年１月年１月    道下直美道下直美道下直美道下直美    作成作成作成作成    

    

2011201120112011 年年年年 4444 月時にはあまり良くない結果からのスタートであったが、月時にはあまり良くない結果からのスタートであったが、月時にはあまり良くない結果からのスタートであったが、月時にはあまり良くない結果からのスタートであったが、    段階的段階的段階的段階的

にににに CSCSCSCS マナー分析の結果が右肩上がりになっていく良い結果となった。毎月マナー分析の結果が右肩上がりになっていく良い結果となった。毎月マナー分析の結果が右肩上がりになっていく良い結果となった。毎月マナー分析の結果が右肩上がりになっていく良い結果となった。毎月

の継続的な自己評価の実施により、の継続的な自己評価の実施により、の継続的な自己評価の実施により、の継続的な自己評価の実施により、CSCSCSCS 活動への意識づけがされたことが要因活動への意識づけがされたことが要因活動への意識づけがされたことが要因活動への意識づけがされたことが要因

の一つであった。またの一つであった。またの一つであった。またの一つであった。また ISOISOISOISO アンケート調査や外部・内部第３者評価の実施とアンケート調査や外部・内部第３者評価の実施とアンケート調査や外部・内部第３者評価の実施とアンケート調査や外部・内部第３者評価の実施と

メンバーへのフィード・バックは、メンバーへのフィード・バックは、メンバーへのフィード・バックは、メンバーへのフィード・バックは、CSCSCSCS への自己認識を客観的にする手法としへの自己認識を客観的にする手法としへの自己認識を客観的にする手法としへの自己認識を客観的にする手法とし

て効果的であったが、その中でも具体的な改善点を指摘されたことが、メンて効果的であったが、その中でも具体的な改善点を指摘されたことが、メンて効果的であったが、その中でも具体的な改善点を指摘されたことが、メンて効果的であったが、その中でも具体的な改善点を指摘されたことが、メン
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バーのバーのバーのバーの CSCSCSCS への意識を高めた直接的な要因であった。（別添資料への意識を高めた直接的な要因であった。（別添資料への意識を高めた直接的な要因であった。（別添資料への意識を高めた直接的な要因であった。（別添資料 1111・・・・2222））））    

    

しかし、全般的に好調に数値を伸ばしてきたしかし、全般的に好調に数値を伸ばしてきたしかし、全般的に好調に数値を伸ばしてきたしかし、全般的に好調に数値を伸ばしてきた 2011201120112011 年であったが、年であったが、年であったが、年であったが、12121212 月に電月に電月に電月に電

子カルテ導入という大きなプロジェクトの陰に思わぬ結果を招いてしまった。子カルテ導入という大きなプロジェクトの陰に思わぬ結果を招いてしまった。子カルテ導入という大きなプロジェクトの陰に思わぬ結果を招いてしまった。子カルテ導入という大きなプロジェクトの陰に思わぬ結果を招いてしまった。

これは、電子カルテ導入が起因となった予想外の多忙という状態も要因ではこれは、電子カルテ導入が起因となった予想外の多忙という状態も要因ではこれは、電子カルテ導入が起因となった予想外の多忙という状態も要因ではこれは、電子カルテ導入が起因となった予想外の多忙という状態も要因では

あるが、あるが、あるが、あるが、4444 月当初にメンバーに個人イノベーションを各自考えてもらったが、月当初にメンバーに個人イノベーションを各自考えてもらったが、月当初にメンバーに個人イノベーションを各自考えてもらったが、月当初にメンバーに個人イノベーションを各自考えてもらったが、

そのフォロー及び評価を行うことができず、計画倒れに終わってしまったのそのフォロー及び評価を行うことができず、計画倒れに終わってしまったのそのフォロー及び評価を行うことができず、計画倒れに終わってしまったのそのフォロー及び評価を行うことができず、計画倒れに終わってしまったの

が要因と考えられる。また、現状把握だけに留まり、低い数値に対して傾注が要因と考えられる。また、現状把握だけに留まり、低い数値に対して傾注が要因と考えられる。また、現状把握だけに留まり、低い数値に対して傾注が要因と考えられる。また、現状把握だけに留まり、低い数値に対して傾注

せず、課題、問題点や解決策を見出すことができなかったことが最大の要因せず、課題、問題点や解決策を見出すことができなかったことが最大の要因せず、課題、問題点や解決策を見出すことができなかったことが最大の要因せず、課題、問題点や解決策を見出すことができなかったことが最大の要因

であった。であった。であった。であった。    

    

６）さいごに６）さいごに６）さいごに６）さいごに    

上記に記述したが、上記に記述したが、上記に記述したが、上記に記述したが、2011201120112011 年度は計画通りの活動とならなかった。年度は計画通りの活動とならなかった。年度は計画通りの活動とならなかった。年度は計画通りの活動とならなかった。2012201220122012 年度年度年度年度

はその反省から、ツールの使用方法や手段のプロセスを再検討する。はその反省から、ツールの使用方法や手段のプロセスを再検討する。はその反省から、ツールの使用方法や手段のプロセスを再検討する。はその反省から、ツールの使用方法や手段のプロセスを再検討する。        

また自己評価だけではなく第また自己評価だけではなく第また自己評価だけではなく第また自己評価だけではなく第 3333 者評価を実施することで、各自の現状認識を者評価を実施することで、各自の現状認識を者評価を実施することで、各自の現状認識を者評価を実施することで、各自の現状認識を

明確にし、具体的な改善点を見出すのに効果的だったので、引き続き第明確にし、具体的な改善点を見出すのに効果的だったので、引き続き第明確にし、具体的な改善点を見出すのに効果的だったので、引き続き第明確にし、具体的な改善点を見出すのに効果的だったので、引き続き第 3333 者者者者

評価を継続する。今後はさらに自己による気づきを重要視し、外部・内部第評価を継続する。今後はさらに自己による気づきを重要視し、外部・内部第評価を継続する。今後はさらに自己による気づきを重要視し、外部・内部第評価を継続する。今後はさらに自己による気づきを重要視し、外部・内部第

3333 者による評価回数を増やし、結果内容に向けて確実なフォローアップをす者による評価回数を増やし、結果内容に向けて確実なフォローアップをす者による評価回数を増やし、結果内容に向けて確実なフォローアップをす者による評価回数を増やし、結果内容に向けて確実なフォローアップをす

る。る。る。る。    

    

さらにさらにさらにさらに““““明るい職場明るい職場明るい職場明るい職場””””をテーマとしてをテーマとしてをテーマとしてをテーマとして CSCSCSCS 活動もしっかり取り組んでいく。活動もしっかり取り組んでいく。活動もしっかり取り組んでいく。活動もしっかり取り組んでいく。““““笑笑笑笑

顔顔顔顔””””の強化よりも、挨の強化よりも、挨の強化よりも、挨の強化よりも、挨拶・会釈＜笑顔＞拶・会釈＜笑顔＞拶・会釈＜笑顔＞拶・会釈＜笑顔＞→→→→温かな雰囲気温かな雰囲気温かな雰囲気温かな雰囲気→→→→温かなさくら会を目温かなさくら会を目温かなさくら会を目温かなさくら会を目

指す。マナー分析内容の良い結果とは、さくら会の継続的ＣＳ活動において指す。マナー分析内容の良い結果とは、さくら会の継続的ＣＳ活動において指す。マナー分析内容の良い結果とは、さくら会の継続的ＣＳ活動において指す。マナー分析内容の良い結果とは、さくら会の継続的ＣＳ活動において

大変重要な大変重要な大変重要な大変重要な MOTMOTMOTMOT（別添資料（別添資料（別添資料（別添資料 3333）の指標となるため、毎月の）の指標となるため、毎月の）の指標となるため、毎月の）の指標となるため、毎月の CSCSCSCS マナー分析はマナー分析はマナー分析はマナー分析は

今後も継続的に実施する。今後も継続的に実施する。今後も継続的に実施する。今後も継続的に実施する。    

その結果、さくら会が医療、福祉を通して、地域社会への大きな貢献を持続その結果、さくら会が医療、福祉を通して、地域社会への大きな貢献を持続その結果、さくら会が医療、福祉を通して、地域社会への大きな貢献を持続その結果、さくら会が医療、福祉を通して、地域社会への大きな貢献を持続

的に可能とすることを信じている。的に可能とすることを信じている。的に可能とすることを信じている。的に可能とすることを信じている。    
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別添別添別添別添 1111    

    

外部第３者評価【アンケートご意見（抜粋）】外部第３者評価【アンケートご意見（抜粋）】外部第３者評価【アンケートご意見（抜粋）】外部第３者評価【アンケートご意見（抜粋）】    

月日月日月日月日    プラス面プラス面プラス面プラス面    マイナス面マイナス面マイナス面マイナス面    

2010201020102010 年３月年３月年３月年３月    以前からみたら大変よくなっ以前からみたら大変よくなっ以前からみたら大変よくなっ以前からみたら大変よくなっ

た。た。た。た。    

言葉遣いも良く、明るく大変よ言葉遣いも良く、明るく大変よ言葉遣いも良く、明るく大変よ言葉遣いも良く、明るく大変よ

い。い。い。い。    

感じがよい。感じがよい。感じがよい。感じがよい。    

    

新人教育をもっと頑張るように。新人教育をもっと頑張るように。新人教育をもっと頑張るように。新人教育をもっと頑張るように。    

受付態度が少し強い気がする。受付態度が少し強い気がする。受付態度が少し強い気がする。受付態度が少し強い気がする。    

頭ばかりさわっている。前髪をス頭ばかりさわっている。前髪をス頭ばかりさわっている。前髪をス頭ばかりさわっている。前髪をス

ッキリしてください。ッキリしてください。ッキリしてください。ッキリしてください。    

2010201020102010 年５月年５月年５月年５月    皆様の笑顔に救われます。皆様の笑顔に救われます。皆様の笑顔に救われます。皆様の笑顔に救われます。    

気遣いがみえ、よくしていただ気遣いがみえ、よくしていただ気遣いがみえ、よくしていただ気遣いがみえ、よくしていただ

いています。いています。いています。いています。    

親切に対応してくださいます。親切に対応してくださいます。親切に対応してくださいます。親切に対応してくださいます。    

私の一生は森田病院のお蔭で私の一生は森田病院のお蔭で私の一生は森田病院のお蔭で私の一生は森田病院のお蔭で

す。す。す。す。    

毎日感謝しています。毎日感謝しています。毎日感謝しています。毎日感謝しています。    

いつも丁寧で明るく迅速な対応いつも丁寧で明るく迅速な対応いつも丁寧で明るく迅速な対応いつも丁寧で明るく迅速な対応

で気持ち良く利用しています。で気持ち良く利用しています。で気持ち良く利用しています。で気持ち良く利用しています。    

笑顔なし。笑顔なし。笑顔なし。笑顔なし。    

笑顔は受付一部だけ。笑顔は受付一部だけ。笑顔は受付一部だけ。笑顔は受付一部だけ。    

もう少し段取り良くしてほしい。もう少し段取り良くしてほしい。もう少し段取り良くしてほしい。もう少し段取り良くしてほしい。    

良い悪い個人差がある。良い悪い個人差がある。良い悪い個人差がある。良い悪い個人差がある。    

2010201020102010 年年年年 12121212 月月月月    挨拶・態度がよかった。挨拶・態度がよかった。挨拶・態度がよかった。挨拶・態度がよかった。    

いつも親切です。とても優しい。いつも親切です。とても優しい。いつも親切です。とても優しい。いつも親切です。とても優しい。    

20202020 代から通院していますが、皆代から通院していますが、皆代から通院していますが、皆代から通院していますが、皆

さん温かい人ばかりです。他のさん温かい人ばかりです。他のさん温かい人ばかりです。他のさん温かい人ばかりです。他の

病院へ行ったことがありませ病院へ行ったことがありませ病院へ行ったことがありませ病院へ行ったことがありませ

ん。ん。ん。ん。    

男性の方が親切である。男性の方が親切である。男性の方が親切である。男性の方が親切である。    

受付してもすぐ対応してもらえ受付してもすぐ対応してもらえ受付してもすぐ対応してもらえ受付してもすぐ対応してもらえ

るので助かる。るので助かる。るので助かる。るので助かる。    

診察時には確かめて受付するこ診察時には確かめて受付するこ診察時には確かめて受付するこ診察時には確かめて受付するこ

と。と。と。と。    

2011201120112011 年年年年 6666 月月月月    挨拶と笑顔が特によい。挨拶と笑顔が特によい。挨拶と笑顔が特によい。挨拶と笑顔が特によい。    

会計時に方言を混ぜての説明が会計時に方言を混ぜての説明が会計時に方言を混ぜての説明が会計時に方言を混ぜての説明が

あり、安心しました。あり、安心しました。あり、安心しました。あり、安心しました。    

受付の若い方の笑顔が素敵。笑受付の若い方の笑顔が素敵。笑受付の若い方の笑顔が素敵。笑受付の若い方の笑顔が素敵。笑

顔を絶やさずにして欲しい。顔を絶やさずにして欲しい。顔を絶やさずにして欲しい。顔を絶やさずにして欲しい。    

大変親切です。大変親切です。大変親切です。大変親切です。    

会計が遅い。これだけが×。会計が遅い。これだけが×。会計が遅い。これだけが×。会計が遅い。これだけが×。    

名前の呼び出しが丁寧すぎて、少名前の呼び出しが丁寧すぎて、少名前の呼び出しが丁寧すぎて、少名前の呼び出しが丁寧すぎて、少

し違和感がある。し違和感がある。し違和感がある。し違和感がある。    

女性事務員の方で仕事中、ガムを女性事務員の方で仕事中、ガムを女性事務員の方で仕事中、ガムを女性事務員の方で仕事中、ガムを

かんでいる方がいる。（口元がそのかんでいる方がいる。（口元がそのかんでいる方がいる。（口元がそのかんでいる方がいる。（口元がその

ように見える。）マナーとしていかように見える。）マナーとしていかように見える。）マナーとしていかように見える。）マナーとしていか

がか？がか？がか？がか？    

会計窓口で呼ばれる順が後の人が会計窓口で呼ばれる順が後の人が会計窓口で呼ばれる順が後の人が会計窓口で呼ばれる順が後の人が

先になる。順番に呼んで欲しい。先になる。順番に呼んで欲しい。先になる。順番に呼んで欲しい。先になる。順番に呼んで欲しい。    



６９ 
 

月日月日月日月日    プラス面プラス面プラス面プラス面    マイナス面マイナス面マイナス面マイナス面    

2011201120112011 年８月年８月年８月年８月    親切に優しく対応ありがとう。親切に優しく対応ありがとう。親切に優しく対応ありがとう。親切に優しく対応ありがとう。    

挨拶がとても良い挨拶がとても良い挨拶がとても良い挨拶がとても良い    

言葉遣いがはっきりしている。言葉遣いがはっきりしている。言葉遣いがはっきりしている。言葉遣いがはっきりしている。    

笑顔がソフトでよい。笑顔がソフトでよい。笑顔がソフトでよい。笑顔がソフトでよい。    

他の病院より対応がよい他の病院より対応がよい他の病院より対応がよい他の病院より対応がよい    

内科及び整形外科受診の際、どち内科及び整形外科受診の際、どち内科及び整形外科受診の際、どち内科及び整形外科受診の際、どち

らを先にするとスムーズか案内がらを先にするとスムーズか案内がらを先にするとスムーズか案内がらを先にするとスムーズか案内が

あると良い。あると良い。あると良い。あると良い。    

2011201120112011 年年年年 12121212 月月月月    お客の身になって答えてくれお客の身になって答えてくれお客の身になって答えてくれお客の身になって答えてくれ

た。テキパキとお仕事されて感た。テキパキとお仕事されて感た。テキパキとお仕事されて感た。テキパキとお仕事されて感

じがよいです。じがよいです。じがよいです。じがよいです。    

対応がスムーズでした。対応がスムーズでした。対応がスムーズでした。対応がスムーズでした。    

いつも満足。いつも満足。いつも満足。いつも満足。    

電話での応対も非常に親切で電話での応対も非常に親切で電話での応対も非常に親切で電話での応対も非常に親切で

す。す。す。す。    

一時集中的に対応しなければなら一時集中的に対応しなければなら一時集中的に対応しなければなら一時集中的に対応しなければなら

ないと、やや横柄になる時もあり、ないと、やや横柄になる時もあり、ないと、やや横柄になる時もあり、ないと、やや横柄になる時もあり、

少々行き違いもあるようです。少々行き違いもあるようです。少々行き違いもあるようです。少々行き違いもあるようです。    

受付したところ、声が小さかった。受付したところ、声が小さかった。受付したところ、声が小さかった。受付したところ、声が小さかった。

もう少し大きくはっきりと。もう少し大きくはっきりと。もう少し大きくはっきりと。もう少し大きくはっきりと。    

受付に来た人への配慮がない。姿受付に来た人への配慮がない。姿受付に来た人への配慮がない。姿受付に来た人への配慮がない。姿

を見ているのに受付の方をしっかを見ているのに受付の方をしっかを見ているのに受付の方をしっかを見ているのに受付の方をしっか

りみない。りみない。りみない。りみない。    

笑顔なし。ただ受付している感じ。笑顔なし。ただ受付している感じ。笑顔なし。ただ受付している感じ。笑顔なし。ただ受付している感じ。    
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別添２別添２別添２別添２        

    

内部第内部第内部第内部第 3333 者評価【他部署からのご意見】者評価【他部署からのご意見】者評価【他部署からのご意見】者評価【他部署からのご意見】H23.12H23.12H23.12H23.12 実施実施実施実施    

評価できる点評価できる点評価できる点評価できる点    「様」付けがほぼ完璧だと思う。「様」付けがほぼ完璧だと思う。「様」付けがほぼ完璧だと思う。「様」付けがほぼ完璧だと思う。    

挨拶・会釈が以前よりよくなった。挨拶・会釈が以前よりよくなった。挨拶・会釈が以前よりよくなった。挨拶・会釈が以前よりよくなった。    

内線をかけた時、とった時に全員が名前をなのるのは内線をかけた時、とった時に全員が名前をなのるのは内線をかけた時、とった時に全員が名前をなのるのは内線をかけた時、とった時に全員が名前をなのるのは

GoodGoodGoodGood    PointPointPointPoint。。。。    

基本的には不快感を与えず好感がもてます。基本的には不快感を与えず好感がもてます。基本的には不快感を与えず好感がもてます。基本的には不快感を与えず好感がもてます。    

挨拶の声もはっきり大きくてよい。挨拶の声もはっきり大きくてよい。挨拶の声もはっきり大きくてよい。挨拶の声もはっきり大きくてよい。    

対応が早い。対応が早い。対応が早い。対応が早い。    

改善すべき点改善すべき点改善すべき点改善すべき点    挨拶・会釈などは大丈夫ですが、笑顔に個人差がある。挨拶・会釈などは大丈夫ですが、笑顔に個人差がある。挨拶・会釈などは大丈夫ですが、笑顔に個人差がある。挨拶・会釈などは大丈夫ですが、笑顔に個人差がある。    

挨拶する人としない人の差がある。挨拶する人としない人の差がある。挨拶する人としない人の差がある。挨拶する人としない人の差がある。    

忙しいと声をかけづらい時がある。忙しいと声をかけづらい時がある。忙しいと声をかけづらい時がある。忙しいと声をかけづらい時がある。    

無表情なときがある。笑顔がない。私語が多い。無表情なときがある。笑顔がない。私語が多い。無表情なときがある。笑顔がない。私語が多い。無表情なときがある。笑顔がない。私語が多い。    

若いスタッフの挨拶に明るさ、元気さがない。お決まりの若いスタッフの挨拶に明るさ、元気さがない。お決まりの若いスタッフの挨拶に明るさ、元気さがない。お決まりの若いスタッフの挨拶に明るさ、元気さがない。お決まりの

言葉を発しているだけのような気がする。言葉を発しているだけのような気がする。言葉を発しているだけのような気がする。言葉を発しているだけのような気がする。    

先輩に対する言葉遣い、態度を改善すべき（仲がいいのは先輩に対する言葉遣い、態度を改善すべき（仲がいいのは先輩に対する言葉遣い、態度を改善すべき（仲がいいのは先輩に対する言葉遣い、態度を改善すべき（仲がいいのは

良いことだと思いますが、親しき仲にも礼儀あり）。良いことだと思いますが、親しき仲にも礼儀あり）。良いことだと思いますが、親しき仲にも礼儀あり）。良いことだと思いますが、親しき仲にも礼儀あり）。    

電話の時の声のトーンが明らかに変わるスタッフが時々電話の時の声のトーンが明らかに変わるスタッフが時々電話の時の声のトーンが明らかに変わるスタッフが時々電話の時の声のトーンが明らかに変わるスタッフが時々

いる。（人の好き嫌いはあると思うが、職場では出さないいる。（人の好き嫌いはあると思うが、職場では出さないいる。（人の好き嫌いはあると思うが、職場では出さないいる。（人の好き嫌いはあると思うが、職場では出さない

方がいいのではないか）方がいいのではないか）方がいいのではないか）方がいいのではないか）    

繁忙時の言葉遣いが少しきつくとれる。繁忙時の言葉遣いが少しきつくとれる。繁忙時の言葉遣いが少しきつくとれる。繁忙時の言葉遣いが少しきつくとれる。    

時々何も言わずに物をおいていったり、持っていったりす時々何も言わずに物をおいていったり、持っていったりす時々何も言わずに物をおいていったり、持っていったりす時々何も言わずに物をおいていったり、持っていったりす

るので声かけしてほしい。るので声かけしてほしい。るので声かけしてほしい。るので声かけしてほしい。    
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別添３別添３別添３別添３    

    

個人イノベーション個人イノベーション個人イノベーション個人イノベーション    

    

2011201120112011 年度、さくら会年度、さくら会年度、さくら会年度、さくら会 CSMCSMCSMCSM（（（（Customer Satisfaction ManagementCustomer Satisfaction ManagementCustomer Satisfaction ManagementCustomer Satisfaction Management）ディレク）ディレク）ディレク）ディレク

ター：牛島秀一が提案したさくら会イノベーションプログラム（①職員全体ター：牛島秀一が提案したさくら会イノベーションプログラム（①職員全体ター：牛島秀一が提案したさくら会イノベーションプログラム（①職員全体ター：牛島秀一が提案したさくら会イノベーションプログラム（①職員全体

で応援するプログラム②チーム・イノベーションは個人イノベーションの集で応援するプログラム②チーム・イノベーションは個人イノベーションの集で応援するプログラム②チーム・イノベーションは個人イノベーションの集で応援するプログラム②チーム・イノベーションは個人イノベーションの集

合体③さくら会全体による医療・福祉を通しての地域貢献）であり、その目合体③さくら会全体による医療・福祉を通しての地域貢献）であり、その目合体③さくら会全体による医療・福祉を通しての地域貢献）であり、その目合体③さくら会全体による医療・福祉を通しての地域貢献）であり、その目

的は「自己実現の達成（マズローの欲求最上位達成）」である。的は「自己実現の達成（マズローの欲求最上位達成）」である。的は「自己実現の達成（マズローの欲求最上位達成）」である。的は「自己実現の達成（マズローの欲求最上位達成）」である。    

    

Ｄチームのメンバーがさくら会問題解決法であげたＤチームのメンバーがさくら会問題解決法であげたＤチームのメンバーがさくら会問題解決法であげたＤチームのメンバーがさくら会問題解決法であげた 2011201120112011 年年年年 4444 月時点での「現月時点での「現月時点での「現月時点での「現

状」は下記のようになった。メンバーそれぞれが自分の現状をあげ、それに状」は下記のようになった。メンバーそれぞれが自分の現状をあげ、それに状」は下記のようになった。メンバーそれぞれが自分の現状をあげ、それに状」は下記のようになった。メンバーそれぞれが自分の現状をあげ、それに

対しての「期待」さらに「問題点」「解決策」を毎月のマナー分析で自己評価対しての「期待」さらに「問題点」「解決策」を毎月のマナー分析で自己評価対しての「期待」さらに「問題点」「解決策」を毎月のマナー分析で自己評価対しての「期待」さらに「問題点」「解決策」を毎月のマナー分析で自己評価

し、“明るい職場づくり”へし、“明るい職場づくり”へし、“明るい職場づくり”へし、“明るい職場づくり”へ向けての指標とした。向けての指標とした。向けての指標とした。向けての指標とした。    

    

・挨拶しても返事がない・挨拶しても返事がない・挨拶しても返事がない・挨拶しても返事がない    

・笑顔が足りない・笑顔が足りない・笑顔が足りない・笑顔が足りない    

・感情により笑顔がなくなり人と話をしなくなる・感情により笑顔がなくなり人と話をしなくなる・感情により笑顔がなくなり人と話をしなくなる・感情により笑顔がなくなり人と話をしなくなる    

・多忙時、体調不良時に笑顔がなくなる・多忙時、体調不良時に笑顔がなくなる・多忙時、体調不良時に笑顔がなくなる・多忙時、体調不良時に笑顔がなくなる    

・業務に集中したり考え事をしていると挨拶を忘れる・業務に集中したり考え事をしていると挨拶を忘れる・業務に集中したり考え事をしていると挨拶を忘れる・業務に集中したり考え事をしていると挨拶を忘れる    

・医事課以外の職員の名前を覚えていない・医事課以外の職員の名前を覚えていない・医事課以外の職員の名前を覚えていない・医事課以外の職員の名前を覚えていない    

    

全般に「挨拶・会釈」に関するものが多く、メンバー個々でも明るい職場の全般に「挨拶・会釈」に関するものが多く、メンバー個々でも明るい職場の全般に「挨拶・会釈」に関するものが多く、メンバー個々でも明るい職場の全般に「挨拶・会釈」に関するものが多く、メンバー個々でも明るい職場の

ためには「挨拶・会釈」に留意することが必要と考えていることが判明した。ためには「挨拶・会釈」に留意することが必要と考えていることが判明した。ためには「挨拶・会釈」に留意することが必要と考えていることが判明した。ためには「挨拶・会釈」に留意することが必要と考えていることが判明した。    
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別添４別添４別添４別添４    

    

さくら会さくら会さくら会さくら会 CSMCSMCSMCSM 研修会研修会研修会研修会    

講師：ディレクター講師：ディレクター講師：ディレクター講師：ディレクター    牛島秀一牛島秀一牛島秀一牛島秀一    

講義：講義：講義：講義：MOTMOTMOTMOT とととと SPCSPCSPCSPC の関係の関係の関係の関係    

下記資料：講義資料引用（引用者：林下記資料：講義資料引用（引用者：林下記資料：講義資料引用（引用者：林下記資料：講義資料引用（引用者：林    幸代）幸代）幸代）幸代）    

    

下図用語説明下図用語説明下図用語説明下図用語説明    

MOT (Moment Of Truth) : MOT (Moment Of Truth) : MOT (Moment Of Truth) : MOT (Moment Of Truth) : ヤン・カールソンヤン・カールソンヤン・カールソンヤン・カールソン SAS/CEOSAS/CEOSAS/CEOSAS/CEO    提言提言提言提言    

                                                （引用図書：真実の瞬間（引用図書：真実の瞬間（引用図書：真実の瞬間（引用図書：真実の瞬間    ダイヤモンド社）ダイヤモンド社）ダイヤモンド社）ダイヤモンド社）        

サービス・プロフィット・チェーン（サービス・プロフィット・チェーン（サービス・プロフィット・チェーン（サービス・プロフィット・チェーン（SPCSPCSPCSPC）：）：）：）：Heskett, Sasser Heskett, Sasser Heskett, Sasser Heskett, Sasser ＆＆＆＆SchlesingerSchlesingerSchlesingerSchlesinger    

                                                                        ハーバード大大学院ハーバード大大学院ハーバード大大学院ハーバード大大学院 MBSMBSMBSMBS 教授教授教授教授    

                                （引用図書：（引用図書：（引用図書：（引用図書：HBR 1994HBR 1994HBR 1994HBR 1994 年年年年 3333～～～～4444 月）月）月）月）    

    

（＊牛島一部加筆・講義）（＊牛島一部加筆・講義）（＊牛島一部加筆・講義）（＊牛島一部加筆・講義）    

                            サービス・プロフィット・チェーサービス・プロフィット・チェーサービス・プロフィット・チェーサービス・プロフィット・チェーン（ン（ン（ン（SPCSPCSPCSPC））））    

企業内部企業内部企業内部企業内部                                                                                企業外部企業外部企業外部企業外部    

            職員ロイヤリティ職員ロイヤリティ職員ロイヤリティ職員ロイヤリティ                                                            顧客＋ステイクホルダー顧客＋ステイクホルダー顧客＋ステイクホルダー顧客＋ステイクホルダー        

                                                                MOTMOTMOTMOT                                                        リピーターリピーターリピーターリピーター    

顧客満足顧客満足顧客満足顧客満足                            生産性生産性生産性生産性            サービス価値サービス価値サービス価値サービス価値                            顧客満足顧客満足顧客満足顧客満足            顧客ロイヤリティ顧客ロイヤリティ顧客ロイヤリティ顧客ロイヤリティ    

（高度教育・研修）（高度教育・研修）（高度教育・研修）（高度教育・研修）        

                職員・メンバー職員・メンバー職員・メンバー職員・メンバー     

遂行能力（高度教育・研修）遂行能力（高度教育・研修）遂行能力（高度教育・研修）遂行能力（高度教育・研修）外部サービス品質外部サービス品質外部サービス品質外部サービス品質                                                                売上増大＋高利益率売上増大＋高利益率売上増大＋高利益率売上増大＋高利益率    

                                                                    

                    

                内部サービス品質内部サービス品質内部サービス品質内部サービス品質    

                （高度教育・研修）（高度教育・研修）（高度教育・研修）（高度教育・研修）    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７３ 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

2222----5555    EEEE チームさくら会チームさくら会チームさくら会チームさくら会 CSCSCSCS アニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポートアニュアル・リポート    

2010201020102010 年度・年度・年度・年度・2011201120112011 年度年度年度年度    

    

    

    

『さらなる高い『さらなる高い『さらなる高い『さらなる高い CSCSCSCS 目標に向かって前進！』目標に向かって前進！』目標に向かって前進！』目標に向かって前進！』    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

EEEE チームチームチームチーム    

さくら園さくら園さくら園さくら園    中村中村中村中村    友美友美友美友美    

    

さくら園さくら園さくら園さくら園    森田森田森田森田    郁子郁子郁子郁子    
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はじめにはじめにはじめにはじめに    

    

2003200320032003 年１月に年１月に年１月に年１月に CSCSCSCS プロジェクトを発足し９年が経過した。プロジェクトを発足し９年が経過した。プロジェクトを発足し９年が経過した。プロジェクトを発足し９年が経過した。さくら会フリンさくら会フリンさくら会フリンさくら会フリン

ジ・サービスであるジ・サービスであるジ・サービスであるジ・サービスである顧客満足（顧客満足（顧客満足（顧客満足（CSCSCSCS）を）を）を）を持続可能な状態に維持するには持続可能な状態に維持するには持続可能な状態に維持するには持続可能な状態に維持するには解決で解決で解決で解決で

きないきないきないきない諸問題は山積しているが、諸問題は山積しているが、諸問題は山積しているが、諸問題は山積しているが、Ｅチームでは常Ｅチームでは常Ｅチームでは常Ｅチームでは常にさくら会問題解決手法をにさくら会問題解決手法をにさくら会問題解決手法をにさくら会問題解決手法を

用い、１）チームの現状を把握し、２）問題点を挙げ、３）それに対する解用い、１）チームの現状を把握し、２）問題点を挙げ、３）それに対する解用い、１）チームの現状を把握し、２）問題点を挙げ、３）それに対する解用い、１）チームの現状を把握し、２）問題点を挙げ、３）それに対する解

決策を立案し、４）目標に向かってＣＳ活動に努力を重ねてきた。さくら会決策を立案し、４）目標に向かってＣＳ活動に努力を重ねてきた。さくら会決策を立案し、４）目標に向かってＣＳ活動に努力を重ねてきた。さくら会決策を立案し、４）目標に向かってＣＳ活動に努力を重ねてきた。さくら会

ビジョン、ミッションの達成を目指して、私達Ｅチームでは、諸問題に優先ビジョン、ミッションの達成を目指して、私達Ｅチームでは、諸問題に優先ビジョン、ミッションの達成を目指して、私達Ｅチームでは、諸問題に優先ビジョン、ミッションの達成を目指して、私達Ｅチームでは、諸問題に優先

順位を付け、解決可能な項目から解決努力をした活動内容順位を付け、解決可能な項目から解決努力をした活動内容順位を付け、解決可能な項目から解決努力をした活動内容順位を付け、解決可能な項目から解決努力をした活動内容を報告する。今回を報告する。今回を報告する。今回を報告する。今回

はははは 2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2011201120112011 年度のＣＳ活動の取り組みについて以下の報告項目に沿年度のＣＳ活動の取り組みについて以下の報告項目に沿年度のＣＳ活動の取り組みについて以下の報告項目に沿年度のＣＳ活動の取り組みについて以下の報告項目に沿

って報告する。って報告する。って報告する。って報告する。    

    

報告項目報告項目報告項目報告項目    

    

１．１．１．１．    2010201020102010 年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて    

２．２．２．２．    2011201120112011 年度のチ年度のチ年度のチ年度のチームの取り組みについてームの取り組みについてームの取り組みについてームの取り組みについて    

1)  1)  1)  1)  チームの現状、問題点と目標チームの現状、問題点と目標チームの現状、問題点と目標チームの現状、問題点と目標    

2)  2)  2)  2)  チームの解決策チームの解決策チームの解決策チームの解決策    

3)  20113)  20113)  20113)  2011 年４月～８月の結果と次への対策年４月～８月の結果と次への対策年４月～８月の結果と次への対策年４月～８月の結果と次への対策    

4)  20114)  20114)  20114)  2011 年８月～年８月～年８月～年８月～12121212 月の結果と考察月の結果と考察月の結果と考察月の結果と考察    

３．３．３．３．    まとめまとめまとめまとめ    

    

    

１．１．１．１．    2010201020102010 年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて    

    

2010201020102010 年度、Ｅチームは現状として仕事の年度、Ｅチームは現状として仕事の年度、Ｅチームは現状として仕事の年度、Ｅチームは現状として仕事のマンネリ化による慣れが生じたので、マンネリ化による慣れが生じたので、マンネリ化による慣れが生じたので、マンネリ化による慣れが生じたので、

第３者への配慮のない声の大きさや言葉づかい、また私語が散見された。第３者への配慮のない声の大きさや言葉づかい、また私語が散見された。第３者への配慮のない声の大きさや言葉づかい、また私語が散見された。第３者への配慮のない声の大きさや言葉づかい、また私語が散見された。私私私私

語は接客業において顧客満足度を低下させると言われている語は接客業において顧客満足度を低下させると言われている語は接客業において顧客満足度を低下させると言われている語は接客業において顧客満足度を低下させると言われている１）１）１）１）。。。。    

大声や私語が減少すれば大声や私語が減少すれば大声や私語が減少すれば大声や私語が減少すればＣＳマナー項目のパーセンテージもアップするのでＣＳマナー項目のパーセンテージもアップするのでＣＳマナー項目のパーセンテージもアップするのでＣＳマナー項目のパーセンテージもアップするので

はないかとはないかとはないかとはないかと考え、考え、考え、考え、2010201020102010 年度のチーム目標を『大声・私語を慎む』とし、年度のチーム目標を『大声・私語を慎む』とし、年度のチーム目標を『大声・私語を慎む』とし、年度のチーム目標を『大声・私語を慎む』とし、1111 月月月月

にににに 80808080％％％％達成を目標とし、達成を目標とし、達成を目標とし、達成を目標とし、解決策として①大声・私語に対しての自己評価をし解決策として①大声・私語に対しての自己評価をし解決策として①大声・私語に対しての自己評価をし解決策として①大声・私語に対しての自己評価をし

ていく、②ＣＳ委員が率先して注意ていく、②ＣＳ委員が率先して注意ていく、②ＣＳ委員が率先して注意ていく、②ＣＳ委員が率先して注意する２点を立案し、する２点を立案し、する２点を立案し、する２点を立案し、チームチームチームチーム全員で問題解全員で問題解全員で問題解全員で問題解

決に決に決に決に取り組んできた。取り組んできた。取り組んできた。取り組んできた。    

結果は、結果は、結果は、結果は、2010201020102010 年４月は年４月は年４月は年４月は 69.269.269.269.2％で徐々にパーセンテージはアップし％で徐々にパーセンテージはアップし％で徐々にパーセンテージはアップし％で徐々にパーセンテージはアップし 2011201120112011 年年年年 1111

月には月には月には月には 83.283.283.283.2％％％％と目標であると目標であると目標であると目標である 80808080％を達成した（図１）。これは、解決策の大声・％を達成した（図１）。これは、解決策の大声・％を達成した（図１）。これは、解決策の大声・％を達成した（図１）。これは、解決策の大声・

私語に対しての自己評価をしていく、私語に対しての自己評価をしていく、私語に対しての自己評価をしていく、私語に対しての自己評価をしていく、CSCSCSCS 委員が率先して、啓蒙と助言をして委員が率先して、啓蒙と助言をして委員が率先して、啓蒙と助言をして委員が率先して、啓蒙と助言をして

いくことで職員の意識が高められ、目標達成となったと考察した。いくことで職員の意識が高められ、目標達成となったと考察した。いくことで職員の意識が高められ、目標達成となったと考察した。いくことで職員の意識が高められ、目標達成となったと考察した。    
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CSCSCSCS マナー分析自己評価も多少変動はあるもののマナー分析自己評価も多少変動はあるもののマナー分析自己評価も多少変動はあるもののマナー分析自己評価も多少変動はあるものの 2010201020102010 年４月に比べ①～⑤の年４月に比べ①～⑤の年４月に比べ①～⑤の年４月に比べ①～⑤の

項目のパーセンテージはアップし、大声・私語を慎むことを意識することで項目のパーセンテージはアップし、大声・私語を慎むことを意識することで項目のパーセンテージはアップし、大声・私語を慎むことを意識することで項目のパーセンテージはアップし、大声・私語を慎むことを意識することで

CSCSCSCS マナー分析自己評価もアップマナー分析自己評価もアップマナー分析自己評価もアップマナー分析自己評価もアップすることが論証された。（図２することが論証された。（図２することが論証された。（図２することが論証された。（図２）。）。）。）。    
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図１．大声・私語を慎むについての自己評価の変化（図１．大声・私語を慎むについての自己評価の変化（図１．大声・私語を慎むについての自己評価の変化（図１．大声・私語を慎むについての自己評価の変化（H22.H22.H22.H22.４月～４月～４月～４月～H23.H23.H23.H23.２月）２月）２月）２月）    
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図２．図２．図２．図２．2010201020102010 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS マナー分析自己評価の変化マナー分析自己評価の変化マナー分析自己評価の変化マナー分析自己評価の変化    

①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づかいをする。①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づかいをする。①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づかいをする。①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づかいをする。

④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。    

６９．２％６９．２％６９．２％６９．２％    

８３．２％８３．２％８３．２％８３．２％ 
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２．２．２．２．    2011201120112011 年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて年度のチームの取り組みについて    

    

1111）チームの現状、問題点と目標）チームの現状、問題点と目標）チームの現状、問題点と目標）チームの現状、問題点と目標    

2011201120112011 年度は年度は年度は年度は CSCSCSCS マナー分析の項目『職員同士の明るいあいさつと感謝の言マナー分析の項目『職員同士の明るいあいさつと感謝の言マナー分析の項目『職員同士の明るいあいさつと感謝の言マナー分析の項目『職員同士の明るいあいさつと感謝の言

葉の実践』葉の実践』葉の実践』葉の実践』を追加した。を追加した。を追加した。を追加した。    

2011201120112011 年４月のパーセンテージは年４月のパーセンテージは年４月のパーセンテージは年４月のパーセンテージは 84.284.284.284.2％（図３）で前年度を振り返ると職員一％（図３）で前年度を振り返ると職員一％（図３）で前年度を振り返ると職員一％（図３）で前年度を振り返ると職員一

同、利用者様や家族の方には挨拶をおこなってはいるが、職員同士では行同、利用者様や家族の方には挨拶をおこなってはいるが、職員同士では行同、利用者様や家族の方には挨拶をおこなってはいるが、職員同士では行同、利用者様や家族の方には挨拶をおこなってはいるが、職員同士では行なななな

われていないと推察した。われていないと推察した。われていないと推察した。われていないと推察した。挨拶挨拶挨拶挨拶を実行しても声がを実行しても声がを実行しても声がを実行しても声が小小小小さく感謝の表現にはさく感謝の表現にはさく感謝の表現にはさく感謝の表現には至っ至っ至っ至っ

てないのが現状であった（図４）。てないのが現状であった（図４）。てないのが現状であった（図４）。てないのが現状であった（図４）。    

より良いサービスを提供していく上で職員同士の声かけは必要不可欠なことより良いサービスを提供していく上で職員同士の声かけは必要不可欠なことより良いサービスを提供していく上で職員同士の声かけは必要不可欠なことより良いサービスを提供していく上で職員同士の声かけは必要不可欠なこと

であり、であり、であり、であり、相互（インタラクテイブ）相互（インタラクテイブ）相互（インタラクテイブ）相互（インタラクテイブ）コミュニケーションでは重要コミュニケーションでは重要コミュニケーションでは重要コミュニケーションでは重要なことであなことであなことであなことであ

るので、るので、るので、るので、2011201120112011 年度の重点項目を『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の年度の重点項目を『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の年度の重点項目を『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の年度の重点項目を『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の

実践』実践』実践』実践』とした。とした。とした。とした。    

目標は、目標は、目標は、目標は、12121212 月に月に月に月に 90909090％達成になるように設定した（図４）。％達成になるように設定した（図４）。％達成になるように設定した（図４）。％達成になるように設定した（図４）。    
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95.2 
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84.2 

89.8

75

80
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 合計

図３．図３．図３．図３．2011201120112011年度４月の年度４月の年度４月の年度４月のEEEEチームチームチームチームCSCSCSCSマナー分析自己評価マナー分析自己評価マナー分析自己評価マナー分析自己評価    
（％） 

①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づか①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づか①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づか①心あたたまるご挨拶・会釈をする。②～様とお呼びする。③心のこもった丁寧な言葉づか

いをする。いをする。いをする。いをする。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。④感じのよい身だしなみに留意する。⑤妥協のない整理・整頓・清掃に留意する。
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2) 2) 2) 2) チームの解決策チームの解決策チームの解決策チームの解決策    

解決策として挨拶と感謝の言葉の実戦について解決策として挨拶と感謝の言葉の実戦について解決策として挨拶と感謝の言葉の実戦について解決策として挨拶と感謝の言葉の実戦について、詳細な評価項目、詳細な評価項目、詳細な評価項目、詳細な評価項目を設定し四半期を設定し四半期を設定し四半期を設定し四半期

ごとに自己評価とごとに自己評価とごとに自己評価とごとに自己評価と部署内第３者評価を行った。（図４）（部署内第３者評価を行った。（図４）（部署内第３者評価を行った。（図４）（部署内第３者評価を行った。（図４）（資料２）。資料２）。資料２）。資料２）。    

    

3333））））2011201120112011 年４月～８月の結果と対策年４月～８月の結果と対策年４月～８月の結果と対策年４月～８月の結果と対策    

2011201120112011 年４月～８月で各項目パーセンテージの向上を予測した。（年４月～８月で各項目パーセンテージの向上を予測した。（年４月～８月で各項目パーセンテージの向上を予測した。（年４月～８月で各項目パーセンテージの向上を予測した。（図５）。しか図５）。しか図５）。しか図５）。しか

し、各し、各し、各し、各チームと比較すると、②～様、③言葉づかい、⑥職員同士の挨拶の項チームと比較すると、②～様、③言葉づかい、⑥職員同士の挨拶の項チームと比較すると、②～様、③言葉づかい、⑥職員同士の挨拶の項チームと比較すると、②～様、③言葉づかい、⑥職員同士の挨拶の項

目について、他チームより達成パーセンテージが低く、目標目について、他チームより達成パーセンテージが低く、目標目について、他チームより達成パーセンテージが低く、目標目について、他チームより達成パーセンテージが低く、目標 90909090％には達して％には達して％には達して％には達して

いなかった。（図６）いなかった。（図６）いなかった。（図６）いなかった。（図６）    

    

    

    

    

    

    

    

図４．2011年４月時点の問題解決モデル図４．2011年４月時点の問題解決モデル図４．2011年４月時点の問題解決モデル図４．2011年４月時点の問題解決モデル

問題点

　　　　職員間の挨拶が出来ていない　　　　職員間の挨拶が出来ていない　　　　職員間の挨拶が出来ていない　　　　職員間の挨拶が出来ていない
　　　　小さな声で挨拶をしている　　　　小さな声で挨拶をしている　　　　小さな声で挨拶をしている　　　　小さな声で挨拶をしている
　　　　感謝の言葉が少ない　　　　感謝の言葉が少ない　　　　感謝の言葉が少ない　　　　感謝の言葉が少ない

解決策

四半期ごとに、自己評価、部署内第３者評価を行う四半期ごとに、自己評価、部署内第３者評価を行う四半期ごとに、自己評価、部署内第３者評価を行う四半期ごとに、自己評価、部署内第３者評価を行う

テーマ

職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践

現状 目標

⑥の項目84.2％⑥の項目84.2％⑥の項目84.2％⑥の項目84.2％ ⑥の項目を90％以上に⑥の項目を90％以上に⑥の項目を90％以上に⑥の項目を90％以上に
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その原因を深堀した結果、自己評価の基準が各自あいまいであることが判明その原因を深堀した結果、自己評価の基準が各自あいまいであることが判明その原因を深堀した結果、自己評価の基準が各自あいまいであることが判明その原因を深堀した結果、自己評価の基準が各自あいまいであることが判明

した。職員の中には評価点数が４から改善されない人が多いため、各自へのした。職員の中には評価点数が４から改善されない人が多いため、各自へのした。職員の中には評価点数が４から改善されない人が多いため、各自へのした。職員の中には評価点数が４から改善されない人が多いため、各自への

ヒアリングの結果、自己認識でヒアリングの結果、自己認識でヒアリングの結果、自己認識でヒアリングの結果、自己認識で 100100100100％出来ていないと５点の評価記入に躊躇％出来ていないと５点の評価記入に躊躇％出来ていないと５点の評価記入に躊躇％出来ていないと５点の評価記入に躊躇

した職員が多く、評価基準があいまいであったことが判明した。した職員が多く、評価基準があいまいであったことが判明した。した職員が多く、評価基準があいまいであったことが判明した。した職員が多く、評価基準があいまいであったことが判明した。    

結論として、図７のように評価の基準を明確に変更した。結論として、図７のように評価の基準を明確に変更した。結論として、図７のように評価の基準を明確に変更した。結論として、図７のように評価の基準を明確に変更した。    
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90

95

100

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

４月

５月

６月

７月

8月

図５．図５．図５．図５．EEEE チームチームチームチーム CSCSCSCS マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（2011201120112011 年年年年 4444 月～月～月～月～8888 月）月）月）月）    

（％） 

80

85

90

95

100

②～様 ③言葉づかい ⑥職員挨拶

A

B

C

D

E

（％） 
図６．図６．図６．図６．2011201120112011 年８月の各チームの比較年８月の各チームの比較年８月の各チームの比較年８月の各チームの比較    
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また、各個人へのフィードバックまた、各個人へのフィードバックまた、各個人へのフィードバックまた、各個人へのフィードバック不足が判明したので不足が判明したので不足が判明したので不足が判明したので、評価用紙にリーダー、評価用紙にリーダー、評価用紙にリーダー、評価用紙にリーダー

が良い点や悪い点、改善点などのコメントを記入すること、朝礼時やミーテが良い点や悪い点、改善点などのコメントを記入すること、朝礼時やミーテが良い点や悪い点、改善点などのコメントを記入すること、朝礼時やミーテが良い点や悪い点、改善点などのコメントを記入すること、朝礼時やミーテ

ィング時の呼びかけを強化した。また、職員同士の明るい挨拶については四ィング時の呼びかけを強化した。また、職員同士の明るい挨拶については四ィング時の呼びかけを強化した。また、職員同士の明るい挨拶については四ィング時の呼びかけを強化した。また、職員同士の明るい挨拶については四

半期ごとに自己評価・部署内第３者評価を継続して行なった。半期ごとに自己評価・部署内第３者評価を継続して行なった。半期ごとに自己評価・部署内第３者評価を継続して行なった。半期ごとに自己評価・部署内第３者評価を継続して行なった。    

    

4444））））2011201120112011 年８月～年８月～年８月～年８月～12121212 月の結果と考察月の結果と考察月の結果と考察月の結果と考察    

 

 

 

    

85
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100

① ② ③ ④ ⑤ 合計

8月

9月

10月

11月

12月

80

85

90

95

100

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

よくできた・・・・・・・・・・５点よくできた・・・・・・・・・・５点よくできた・・・・・・・・・・５点よくできた・・・・・・・・・・５点 

できた・・・・・・・・・・・・・４点できた・・・・・・・・・・・・・４点できた・・・・・・・・・・・・・４点できた・・・・・・・・・・・・・４点 

どちらともいえない・・・３点どちらともいえない・・・３点どちらともいえない・・・３点どちらともいえない・・・３点 

８割以上・・・・・５点８割以上・・・・・５点８割以上・・・・・５点８割以上・・・・・５点 

６・７割・・・４点６・７割・・・４点６・７割・・・４点６・７割・・・４点 

５割・・・・・・３点５割・・・・・・３点５割・・・・・・３点５割・・・・・・３点 

３・４割・・・２点３・４割・・・２点３・４割・・・２点３・４割・・・２点 

２割以下・・１点２割以下・・１点２割以下・・１点２割以下・・１点 

図８．図８．図８．図８．EEEE チームチームチームチーム CSCSCSCS マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（マナー分析自己評価（2011201120112011 年年年年 8888 月～月～月～月～12121212 月）月）月）月）    

84.284.284.284.2    

94.394.394.394.3    

図９．⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についての変化図９．⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についての変化図９．⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についての変化図９．⑥職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についての変化    

（（（（2011201120112011 年年年年 4444 月～月～月～月～12121212 月）月）月）月）    （％） 

図７．評価の基準の変更図７．評価の基準の変更図７．評価の基準の変更図７．評価の基準の変更 

(％) 
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2011201120112011 年年年年 8888 月から比べると月から比べると月から比べると月から比べると 9999 月、月、月、月、10101010 月、月、月、月、11111111 月、月、月、月、12121212 月はどの項目もパーセンテ月はどの項目もパーセンテ月はどの項目もパーセンテ月はどの項目もパーセンテ

ージは改善されており、特に②～様についてはージは改善されており、特に②～様についてはージは改善されており、特に②～様についてはージは改善されており、特に②～様については 12121212 月月月月 96.696.696.696.6％（＋％（＋％（＋％（＋7.77.77.77.7％）、③％）、③％）、③％）、③

丁寧な言葉づかいについては丁寧な言葉づかいについては丁寧な言葉づかいについては丁寧な言葉づかいについては 94.494.494.494.4％（＋％（＋％（＋％（＋7.57.57.57.5）のアップがみられた（図８）。）のアップがみられた（図８）。）のアップがみられた（図８）。）のアップがみられた（図８）。    

    

マナ―分析項目⑥の職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についても、マナ―分析項目⑥の職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についても、マナ―分析項目⑥の職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についても、マナ―分析項目⑥の職員同士の明るい挨拶と感謝の言葉の実践についても、

４月から比べ徐々にパーセンテージはアップし、特に９月に急激にアップし、４月から比べ徐々にパーセンテージはアップし、特に９月に急激にアップし、４月から比べ徐々にパーセンテージはアップし、特に９月に急激にアップし、４月から比べ徐々にパーセンテージはアップし、特に９月に急激にアップし、

12121212 月では月では月では月では 94.394.394.394.3％と目標である％と目標である％と目標である％と目標である 90909090％以上に達成した（図９）。％以上に達成した（図９）。％以上に達成した（図９）。％以上に達成した（図９）。    

これは、評価の基準を明確にし、各自に積極的にフィーこれは、評価の基準を明確にし、各自に積極的にフィーこれは、評価の基準を明確にし、各自に積極的にフィーこれは、評価の基準を明確にし、各自に積極的にフィードバックしたことがドバックしたことがドバックしたことがドバックしたことが

目標達成の結果になったと考察した。目標達成の結果になったと考察した。目標達成の結果になったと考察した。目標達成の結果になったと考察した。    

    

今回今回今回今回はＥチーム全職員はＥチーム全職員はＥチーム全職員はＥチーム全職員と直接会話と直接会話と直接会話と直接会話（ダイアログ・コーチング）（ダイアログ・コーチング）（ダイアログ・コーチング）（ダイアログ・コーチング）でのフィードでのフィードでのフィードでのフィード

バックは困難であったためバックは困難であったためバックは困難であったためバックは困難であったため、リーダーが用紙にコメント記入、リーダーが用紙にコメント記入、リーダーが用紙にコメント記入、リーダーが用紙にコメント記入をし、フィードをし、フィードをし、フィードをし、フィード

バックを行なった。フィードバックをする際に抽象的に良かった、悪かったバックを行なった。フィードバックをする際に抽象的に良かった、悪かったバックを行なった。フィードバックをする際に抽象的に良かった、悪かったバックを行なった。フィードバックをする際に抽象的に良かった、悪かった

というのではなく、どういった点が良かったのか、悪かったのかを具体的にというのではなく、どういった点が良かったのか、悪かったのかを具体的にというのではなく、どういった点が良かったのか、悪かったのかを具体的にというのではなく、どういった点が良かったのか、悪かったのかを具体的に

主張することが大切主張することが大切主張することが大切主張することが大切２）２）２）２）と言われ、単に書面のみで具体的にコメント記入をし、と言われ、単に書面のみで具体的にコメント記入をし、と言われ、単に書面のみで具体的にコメント記入をし、と言われ、単に書面のみで具体的にコメント記入をし、

フィードバックすることで、各人へ良い点や改善点などの理解を得たことがフィードバックすることで、各人へ良い点や改善点などの理解を得たことがフィードバックすることで、各人へ良い点や改善点などの理解を得たことがフィードバックすることで、各人へ良い点や改善点などの理解を得たことが

パーセンテージのアップパーセンテージのアップパーセンテージのアップパーセンテージのアップに繋がったと考察した。に繋がったと考察した。に繋がったと考察した。に繋がったと考察した。    

    

また、自己評価・部署内第３者評価を行なうことで、表情また、自己評価・部署内第３者評価を行なうことで、表情また、自己評価・部署内第３者評価を行なうことで、表情また、自己評価・部署内第３者評価を行なうことで、表情や声の大きさなどや声の大きさなどや声の大きさなどや声の大きさなど

自己表現において細かい部分まで評価でき、また、他者から評価されること自己表現において細かい部分まで評価でき、また、他者から評価されること自己表現において細かい部分まで評価でき、また、他者から評価されること自己表現において細かい部分まで評価でき、また、他者から評価されること

でよりいっそう『職員同士の明るいあいさでよりいっそう『職員同士の明るいあいさでよりいっそう『職員同士の明るいあいさでよりいっそう『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の実践』が意識でつと感謝の言葉の実践』が意識でつと感謝の言葉の実践』が意識でつと感謝の言葉の実践』が意識で

きたと推察した。きたと推察した。きたと推察した。きたと推察した。    

 

 

３．３．３．３．    まとめまとめまとめまとめ    

    

 2011201120112011 年度の年度の年度の年度の CSCSCSCS の取り組みは職員同士の挨拶が出来ていなかったことからの取り組みは職員同士の挨拶が出来ていなかったことからの取り組みは職員同士の挨拶が出来ていなかったことからの取り組みは職員同士の挨拶が出来ていなかったことから

『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の実践』をテーマに問題解決手法『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の実践』をテーマに問題解決手法『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の実践』をテーマに問題解決手法『職員同士の明るいあいさつと感謝の言葉の実践』をテーマに問題解決手法

に基づき解決策を考え、実行してきた。その結果、目標に達成することが出に基づき解決策を考え、実行してきた。その結果、目標に達成することが出に基づき解決策を考え、実行してきた。その結果、目標に達成することが出に基づき解決策を考え、実行してきた。その結果、目標に達成することが出

来た。来た。来た。来た。    

リーダーの現在の観察では、Ｅチーム職員リーダーの現在の観察では、Ｅチーム職員リーダーの現在の観察では、Ｅチーム職員リーダーの現在の観察では、Ｅチーム職員から感謝の言葉がでるようになり、から感謝の言葉がでるようになり、から感謝の言葉がでるようになり、から感謝の言葉がでるようになり、

笑顔で明るい挨拶も出来る職員が増えてきた。笑顔で明るい挨拶も出来る職員が増えてきた。笑顔で明るい挨拶も出来る職員が増えてきた。笑顔で明るい挨拶も出来る職員が増えてきた。    

しかし、Ｅチーム職員の立場で観るとしかし、Ｅチーム職員の立場で観るとしかし、Ｅチーム職員の立場で観るとしかし、Ｅチーム職員の立場で観ると CSCSCSCS のパーセンテージもアップし、のパーセンテージもアップし、のパーセンテージもアップし、のパーセンテージもアップし、CSCSCSCS

活動は出来活動は出来活動は出来活動は出来ていると職員自己評価ていると職員自己評価ていると職員自己評価ていると職員自己評価をしているが、をしているが、をしているが、をしているが、利用者利用者利用者利用者様からの立場で観た様からの立場で観た様からの立場で観た様からの立場で観た

ら、顧客価値を高めるＣＳ行動が、さくら園から的確に提供されているかはら、顧客価値を高めるＣＳ行動が、さくら園から的確に提供されているかはら、顧客価値を高めるＣＳ行動が、さくら園から的確に提供されているかはら、顧客価値を高めるＣＳ行動が、さくら園から的確に提供されているかは

疑問である。疑問である。疑問である。疑問である。    

９年前、９年前、９年前、９年前、利用様にさくら会が提供するフリンジ・サービスに満足していただ利用様にさくら会が提供するフリンジ・サービスに満足していただ利用様にさくら会が提供するフリンジ・サービスに満足していただ利用様にさくら会が提供するフリンジ・サービスに満足していただ



８１ 
 

くためにこのくためにこのくためにこのくためにこの CSCSCSCS 活動が始まった。活動が始まった。活動が始まった。活動が始まった。    

利用者様利用者様利用者様利用者様（外部第（外部第（外部第（外部第 3333 者評価）から評価を入手することにより、サービス内容者評価）から評価を入手することにより、サービス内容者評価）から評価を入手することにより、サービス内容者評価）から評価を入手することにより、サービス内容

の真価が問われ、新たな問題解決のためのヒントが開けるのは明確の真価が問われ、新たな問題解決のためのヒントが開けるのは明確の真価が問われ、新たな問題解決のためのヒントが開けるのは明確の真価が問われ、新たな問題解決のためのヒントが開けるのは明確である。である。である。である。    

これこそ本当のＣＳ活動分析である。そして、利用者様の要望に応え、的確これこそ本当のＣＳ活動分析である。そして、利用者様の要望に応え、的確これこそ本当のＣＳ活動分析である。そして、利用者様の要望に応え、的確これこそ本当のＣＳ活動分析である。そして、利用者様の要望に応え、的確

な問題解決により、視覚化可能な変化が起き、真の顧客満足に直結すると判な問題解決により、視覚化可能な変化が起き、真の顧客満足に直結すると判な問題解決により、視覚化可能な変化が起き、真の顧客満足に直結すると判な問題解決により、視覚化可能な変化が起き、真の顧客満足に直結すると判

断した。今後は、利用者様またはその家断した。今後は、利用者様またはその家断した。今後は、利用者様またはその家断した。今後は、利用者様またはその家族や面会の方などの外部第族や面会の方などの外部第族や面会の方などの外部第族や面会の方などの外部第 3333 者から者から者から者から

の評価を得て、それを謙虚に分析し、本来の心温かなの評価を得て、それを謙虚に分析し、本来の心温かなの評価を得て、それを謙虚に分析し、本来の心温かなの評価を得て、それを謙虚に分析し、本来の心温かな CSCSCSCS 活動へと繋げてい活動へと繋げてい活動へと繋げてい活動へと繋げてい

く。く。く。く。    

    

    

    

謝辞：今回謝辞：今回謝辞：今回謝辞：今回 CSCSCSCS に関する知識を得る機会を与えてくださった森田に関する知識を得る機会を与えてくださった森田に関する知識を得る機会を与えてくださった森田に関する知識を得る機会を与えてくださった森田 CSCSCSCS プロジプロジプロジプロジ

ェクト委員長、また、本稿をまとめるにあたりご指導いただいた牛島ディレェクト委員長、また、本稿をまとめるにあたりご指導いただいた牛島ディレェクト委員長、また、本稿をまとめるにあたりご指導いただいた牛島ディレェクト委員長、また、本稿をまとめるにあたりご指導いただいた牛島ディレ

クター、奥濱アニュアルリポート編集委員長、関係各位に深く感謝致します。クター、奥濱アニュアルリポート編集委員長、関係各位に深く感謝致します。クター、奥濱アニュアルリポート編集委員長、関係各位に深く感謝致します。クター、奥濱アニュアルリポート編集委員長、関係各位に深く感謝致します。    

 

参考資料参考資料参考資料参考資料    

１１１１))))    http://www.japanhttp://www.japanhttp://www.japanhttp://www.japan----implant.org/magazine/mg_08.htmlimplant.org/magazine/mg_08.htmlimplant.org/magazine/mg_08.htmlimplant.org/magazine/mg_08.html    

２）２）２）２）    http://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/shiten/posthttp://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/shiten/posthttp://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/shiten/posthttp://hrd.php.co.jp/shainkyouiku/shiten/post----84.php84.php84.php84.php    
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第第第第 3333 章章章章    

    

研修後実施報告研修後実施報告研修後実施報告研修後実施報告    

    

    

    

    

    

    

    

    

3333----1111    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS 研修会実施概要研修会実施概要研修会実施概要研修会実施概要    
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2010201020102010 年度年度年度年度    

    

◆第◆第◆第◆第 1111 回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会    

日時日時日時日時    2010201020102010 年年年年 4444 月月月月 22222222、、、、23232323 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030                

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則    第第第第 2222 話話話話    リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」    

・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「MOTMOTMOTMOT について」について」について」について」    

                                            「「「「QQQQ＆＆＆＆AAAA について」について」について」について」    

    

◇第◇第◇第◇第 1111 回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会    

日時日時日時日時    2010201020102010 年年年年 6666 月月月月 16161616、、、、17171717、、、、18181818 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

                                7777 月月月月 21212121、、、、22222222、、、、23232323 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則    第第第第 2222 話話話話    リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」    

・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「・牛島ディレクター講義「MOTMOTMOTMOT について」について」について」について」    

                                            「「「「QQQQ＆＆＆＆AAAA について」について」について」について」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 2222 回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会    

日時日時日時日時    2010201020102010 年年年年 9999 月月月月 15151515、、、、16161616 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030                

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・研修テーマ「サービスの高収益モデルのつくり方」・研修テーマ「サービスの高収益モデルのつくり方」・研修テーマ「サービスの高収益モデルのつくり方」・研修テーマ「サービスの高収益モデルのつくり方」    

                        「ブーメランの法則第「ブーメランの法則第「ブーメランの法則第「ブーメランの法則第 9999 話話話話    “人”感覚」“人”感覚」“人”感覚」“人”感覚」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「「「「2010201020102010 さくら会アドバンストクラスさくら会アドバンストクラスさくら会アドバンストクラスさくら会アドバンストクラス    

                                                                                ハンドブックについて」ハンドブックについて」ハンドブックについて」ハンドブックについて」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 3333 回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会    

日時日時日時日時    2010201020102010 年年年年 10101010 月月月月 13131313、、、、14141414 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040        

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「「「「YYYY・・・・HHHH モデル」モデル」モデル」モデル」    

・・・・9999 月研修レポート自由討論会月研修レポート自由討論会月研修レポート自由討論会月研修レポート自由討論会    
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◇第◇第◇第◇第 2222 回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会回エッセンシャルクラス研修会    

日時日時日時日時    2010201020102010 年年年年 11111111 月月月月 17171717、、、、18181818、、、、19191919 日日日日    

                                12121212 月月月月 15151515、、、、16161616、、、、17171717 日日日日    13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040        

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

    ・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

    ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則    第第第第 2222 話話話話    リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」リピートビジネス」    

    ・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「パラダイムシフト」「パラダイムシフト」「パラダイムシフト」「パラダイムシフト」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 4444 回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会    

日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 1111 月月月月 13131313 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

    ・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

    ・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「個人イノベーションについて」「個人イノベーションについて」「個人イノベーションについて」「個人イノベーションについて」    

                                                    「伝わるプレゼンテーションスキル」「伝わるプレゼンテーションスキル」「伝わるプレゼンテーションスキル」「伝わるプレゼンテーションスキル」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 5555 回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会回アドバンストクラス研修会    

日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 2222 月月月月 17171717、、、、18181818 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「ワンミニット・マネジメント」「ワンミニット・マネジメント」「ワンミニット・マネジメント」「ワンミニット・マネジメント」    

    

    

◇◇◇◇CSCSCSCS 全体研修会全体研修会全体研修会全体研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 3333 月月月月 16161616、、、、17171717、、、、18181818 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」「個人イノベーション発表」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「さくら会個人イノベーション」「さくら会個人イノベーション」「さくら会個人イノベーション」「さくら会個人イノベーション」        
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2011201120112011 年度年度年度年度    

    

◆第◆第◆第◆第 1111 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 4444 月月月月 14141414、、、、15151515 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テー・研修テー・研修テー・研修テーママママ    「「「「MKMKMKMK 株式会社」株式会社」株式会社」株式会社」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「リーダーシップの新しい使命」「リーダーシップの新しい使命」「リーダーシップの新しい使命」「リーダーシップの新しい使命」    

    

    

◇第◇第◇第◇第 1111 回回回回 CSCSCSCS 全体研修会全体研修会全体研修会全体研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 6666 月月月月 15151515、、、、16161616、、、、17171717 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030        

                                            7777 月月月月 13131313、、、、14141414、、、、15151515 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則「ブーメランの法則    第第第第 8888 話話話話    苦情歓迎」苦情歓迎」苦情歓迎」苦情歓迎」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「さくら会問題解決手法」「さくら会問題解決手法」「さくら会問題解決手法」「さくら会問題解決手法」    

                                                「苦情と問題」「苦情と問題」「苦情と問題」「苦情と問題」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 2222 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    （牛島ディレクターお休み）（牛島ディレクターお休み）（牛島ディレクターお休み）（牛島ディレクターお休み）    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 8888 月月月月 18181818、、、、19191919 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ    「リッツカールトンホテル「リッツカールトンホテル「リッツカールトンホテル「リッツカールトンホテル    

                                            従業員満足とエンパワーメント」従業員満足とエンパワーメント」従業員満足とエンパワーメント」従業員満足とエンパワーメント」    

    

    

◆第◆第◆第◆第 3333 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 9999 月月月月 15151515、、、、16161616 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～15151515：：：：00000000    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「さくら会プレゼンテーション・リポートについ「さくら会プレゼンテーション・リポートについ「さくら会プレゼンテーション・リポートについ「さくら会プレゼンテーション・リポートについ

て」て」て」て」    

・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ・研修テーマ        「なぜ「なぜ「なぜ「なぜ CSCSCSCS、、、、ESESESES は必要なのか？」は必要なのか？」は必要なのか？」は必要なのか？」    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「「「「CSCSCSCS≠≠≠≠ESESESES か」か」か」か」    
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◆第◆第◆第◆第 4444 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 10101010 月月月月 13131313 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：00000000    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「さくら会アニュアルリポートについて」「さくら会アニュアルリポートについて」「さくら会アニュアルリポートについて」「さくら会アニュアルリポートについて」    

    

◆第◆第◆第◆第 5555 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 11111111 月月月月 16161616、、、、18181818 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：30303030    

場所場所場所場所        ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導    

    

◆第◆第◆第◆第 6666 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2011201120112011 年年年年 12121212 月月月月 15151515 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：30303030    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導・各チームアニュアルリポート作成指導    

    

◆第◆第◆第◆第 7777 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2012201220122012 年年年年 1111 月月月月 19191919、、、、20202020 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：15151515    

    場所場所場所場所    １階会議室１階会議室１階会議室１階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「プレゼンテーションについて」「プレゼンテーションについて」「プレゼンテーションについて」「プレゼンテーションについて」    

                                                「リポート作成について」「リポート作成について」「リポート作成について」「リポート作成について」    

    

◆第◆第◆第◆第 8888 回回回回 CSCSCSCS リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会リーダー育成研修会    

    日時日時日時日時    2012201220122012 年年年年 2222 月月月月 16161616、、、、17171717 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：15151515    

    場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・・・・CSCSCSCS マナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラムマナー向上プログラム    

・・・・CSCSCSCS 個人イノベーション発表と質問個人イノベーション発表と質問個人イノベーション発表と質問個人イノベーション発表と質問    

・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義・牛島ディレクター講義    「イノベーションについて」「イノベーションについて」「イノベーションについて」「イノベーションについて」    

    

◇第◇第◇第◇第 2222 回回回回 CSCSCSCS 全体研修会全体研修会全体研修会全体研修会    

日時日時日時日時    2012201220122012 年年年年 3333 月月月月 15151515、、、、16161616 日日日日        13131313：：：：00000000～～～～14141414：：：：40404040    

場所場所場所場所    ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室    

・さくら会・さくら会・さくら会・さくら会 2010201020102010 年度、年度、年度、年度、2011201120112011 年度年度年度年度 A.RA.RA.RA.R 発表会発表会発表会発表会    
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3333----2222 研修後レポート研修後レポート研修後レポート研修後レポート    
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平成平成平成平成 23232323 年年年年 6666 月月月月 24242424 日日日日        

AAAA チームチームチームチーム    一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟    河合河合河合河合    直美直美直美直美    

    

第１回第１回第１回第１回 CSCSCSCS 全体研修にて（苦情からの学び）全体研修にて（苦情からの学び）全体研修にて（苦情からの学び）全体研修にて（苦情からの学び）    

    

今回は、苦情について、学びました。苦情を聞くと、とても嫌な気持ちに今回は、苦情について、学びました。苦情を聞くと、とても嫌な気持ちに今回は、苦情について、学びました。苦情を聞くと、とても嫌な気持ちに今回は、苦情について、学びました。苦情を聞くと、とても嫌な気持ちに

なります。「なんで、こんな事を言われなくちゃいけないのか？」はなはだ疑なります。「なんで、こんな事を言われなくちゃいけないのか？」はなはだ疑なります。「なんで、こんな事を言われなくちゃいけないのか？」はなはだ疑なります。「なんで、こんな事を言われなくちゃいけないのか？」はなはだ疑

問を感じることが、タダあります。問を感じることが、タダあります。問を感じることが、タダあります。問を感じることが、タダあります。    

しかし、よく落ち着いて考えると納得出来る部分も沢山あります。要は、しかし、よく落ち着いて考えると納得出来る部分も沢山あります。要は、しかし、よく落ち着いて考えると納得出来る部分も沢山あります。要は、しかし、よく落ち着いて考えると納得出来る部分も沢山あります。要は、

自分の気持ち次第なんだなぁ・・・と今回の研修会で思いました。自分の気持ち次第なんだなぁ・・・と今回の研修会で思いました。自分の気持ち次第なんだなぁ・・・と今回の研修会で思いました。自分の気持ち次第なんだなぁ・・・と今回の研修会で思いました。    

最近、モンスターペアレントやモンスターペイシェントという言葉をよく最近、モンスターペアレントやモンスターペイシェントという言葉をよく最近、モンスターペアレントやモンスターペイシェントという言葉をよく最近、モンスターペアレントやモンスターペイシェントという言葉をよく

聞きます。そういった言葉があると、逆に言いたくても言えない人が沢山出聞きます。そういった言葉があると、逆に言いたくても言えない人が沢山出聞きます。そういった言葉があると、逆に言いたくても言えない人が沢山出聞きます。そういった言葉があると、逆に言いたくても言えない人が沢山出

てくると思います。苦情がないことはいい事ではなく、あきらめだと私は、てくると思います。苦情がないことはいい事ではなく、あきらめだと私は、てくると思います。苦情がないことはいい事ではなく、あきらめだと私は、てくると思います。苦情がないことはいい事ではなく、あきらめだと私は、

研修会で学び研修会で学び研修会で学び研修会で学びました。ました。ました。ました。    

ある患者様に、「誰のおかげで、給料もらっとるんや？」と言われた事があある患者様に、「誰のおかげで、給料もらっとるんや？」と言われた事があある患者様に、「誰のおかげで、給料もらっとるんや？」と言われた事があある患者様に、「誰のおかげで、給料もらっとるんや？」と言われた事があ

ります。そうです、私たちは、ボランテァではないのです。私は、苦情を言ります。そうです、私たちは、ボランテァではないのです。私は、苦情を言ります。そうです、私たちは、ボランテァではないのです。私は、苦情を言ります。そうです、私たちは、ボランテァではないのです。私は、苦情を言

われたらまずは、その原因を考えるべきだと思います。その人の立場を考えわれたらまずは、その原因を考えるべきだと思います。その人の立場を考えわれたらまずは、その原因を考えるべきだと思います。その人の立場を考えわれたらまずは、その原因を考えるべきだと思います。その人の立場を考え

るのです。そして、自分自身納得するのです。そうしたら、改善策が、出てるのです。そして、自分自身納得するのです。そうしたら、改善策が、出てるのです。そして、自分自身納得するのです。そうしたら、改善策が、出てるのです。そして、自分自身納得するのです。そうしたら、改善策が、出て

きます。そう考えていくことで、一歩向上するのでは、と感じます。沢山のきます。そう考えていくことで、一歩向上するのでは、と感じます。沢山のきます。そう考えていくことで、一歩向上するのでは、と感じます。沢山のきます。そう考えていくことで、一歩向上するのでは、と感じます。沢山の

人がそれぞれの考えがあります。すべてに納得するのは、私の力量では、難人がそれぞれの考えがあります。すべてに納得するのは、私の力量では、難人がそれぞれの考えがあります。すべてに納得するのは、私の力量では、難人がそれぞれの考えがあります。すべてに納得するのは、私の力量では、難

しいでしょう。だから、苦情がある度に学んでいこうと感じました。しいでしょう。だから、苦情がある度に学んでいこうと感じました。しいでしょう。だから、苦情がある度に学んでいこうと感じました。しいでしょう。だから、苦情がある度に学んでいこうと感じました。    

自分を向上する為に苦情はあるの自分を向上する為に苦情はあるの自分を向上する為に苦情はあるの自分を向上する為に苦情はあるのだと、そういうチャンスを与えてくれたこだと、そういうチャンスを与えてくれたこだと、そういうチャンスを与えてくれたこだと、そういうチャンスを与えてくれたこ

とに感謝していけるよう、日々努力していけるように自分に働きかけていけとに感謝していけるよう、日々努力していけるように自分に働きかけていけとに感謝していけるよう、日々努力していけるように自分に働きかけていけとに感謝していけるよう、日々努力していけるように自分に働きかけていけ

るようになりたいです。るようになりたいです。るようになりたいです。るようになりたいです。    
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ブーメランの法則～さくら会に必要なもの～ブーメランの法則～さくら会に必要なもの～ブーメランの法則～さくら会に必要なもの～ブーメランの法則～さくら会に必要なもの～    

平成２２年４月３０日平成２２年４月３０日平成２２年４月３０日平成２２年４月３０日    

BBBB チームチームチームチーム    療養病棟看護補助療養病棟看護補助療養病棟看護補助療養病棟看護補助    渡辺渡辺渡辺渡辺    明日香明日香明日香明日香    

    

なぜブーメランの法則が重要視されるのか。それは、お客様のニーズの把なぜブーメランの法則が重要視されるのか。それは、お客様のニーズの把なぜブーメランの法則が重要視されるのか。それは、お客様のニーズの把なぜブーメランの法則が重要視されるのか。それは、お客様のニーズの把

握・理解が顧客満足となり、満足を得た顧客による口コミで贔屓客と利益が握・理解が顧客満足となり、満足を得た顧客による口コミで贔屓客と利益が握・理解が顧客満足となり、満足を得た顧客による口コミで贔屓客と利益が握・理解が顧客満足となり、満足を得た顧客による口コミで贔屓客と利益が

得られるためである。そして、企業は顧客満足を維持するために努力を積み得られるためである。そして、企業は顧客満足を維持するために努力を積み得られるためである。そして、企業は顧客満足を維持するために努力を積み得られるためである。そして、企業は顧客満足を維持するために努力を積み

重ねる。そのためブーメランの法則が必要なのだと重ねる。そのためブーメランの法則が必要なのだと重ねる。そのためブーメランの法則が必要なのだと重ねる。そのためブーメランの法則が必要なのだと考える。では、さくら会考える。では、さくら会考える。では、さくら会考える。では、さくら会

がブーメランの法則を応用して更なる発展を目指すには何が必要か。がブーメランの法則を応用して更なる発展を目指すには何が必要か。がブーメランの法則を応用して更なる発展を目指すには何が必要か。がブーメランの法則を応用して更なる発展を目指すには何が必要か。    

１、職員の意識改革１、職員の意識改革１、職員の意識改革１、職員の意識改革    

                挨拶・笑顔・身だしなみ・言葉遣いで病院のイメージは決まる。又、挨拶・笑顔・身だしなみ・言葉遣いで病院のイメージは決まる。又、挨拶・笑顔・身だしなみ・言葉遣いで病院のイメージは決まる。又、挨拶・笑顔・身だしなみ・言葉遣いで病院のイメージは決まる。又、

お客様はモノではなく‘人間’である。さくら会の現状は、人を思いお客様はモノではなく‘人間’である。さくら会の現状は、人を思いお客様はモノではなく‘人間’である。さくら会の現状は、人を思いお客様はモノではなく‘人間’である。さくら会の現状は、人を思い

やる心の余裕などない。職員の意識改革として接遇と日本人の心「和やる心の余裕などない。職員の意識改革として接遇と日本人の心「和やる心の余裕などない。職員の意識改革として接遇と日本人の心「和やる心の余裕などない。職員の意識改革として接遇と日本人の心「和

敬」を学べば、より地域に密着したさくら会になると考える。敬」を学べば、より地域に密着したさくら会になると考える。敬」を学べば、より地域に密着したさくら会になると考える。敬」を学べば、より地域に密着したさくら会になると考える。    

２、お客様への迅速な対応２、お客様への迅速な対応２、お客様への迅速な対応２、お客様への迅速な対応    

            鳴り続けるナースコール・電話、誰もいないナースセンター。この状鳴り続けるナースコール・電話、誰もいないナースセンター。この状鳴り続けるナースコール・電話、誰もいないナースセンター。この状鳴り続けるナースコール・電話、誰もいないナースセンター。この状

況に待ち続けイライラしている患者様や面会者…。これでは顧客満足況に待ち続けイライラしている患者様や面会者…。これでは顧客満足況に待ち続けイライラしている患者様や面会者…。これでは顧客満足況に待ち続けイライラしている患者様や面会者…。これでは顧客満足

度は低い。顧客満足に繋げる為に、無駄がなくお客様を待たせない対度は低い。顧客満足に繋げる為に、無駄がなくお客様を待たせない対度は低い。顧客満足に繋げる為に、無駄がなくお客様を待たせない対度は低い。顧客満足に繋げる為に、無駄がなくお客様を待たせない対

応が必要である。応が必要である。応が必要である。応が必要である。    

３、ニーズの先読みで地域住民と共存３、ニーズの先読みで地域住民と共存３、ニーズの先読みで地域住民と共存３、ニーズの先読みで地域住民と共存    

        総合案内所の設置。老若男女問わず、さくら会の情報収集が出来る工総合案内所の設置。老若男女問わず、さくら会の情報収集が出来る工総合案内所の設置。老若男女問わず、さくら会の情報収集が出来る工総合案内所の設置。老若男女問わず、さくら会の情報収集が出来る工

夫夫夫夫                                                

    （ホームページ・広報の活用）。心地よい空間（ＢＧＭ・アロマの活用、（ホームページ・広報の活用）。心地よい空間（ＢＧＭ・アロマの活用、（ホームページ・広報の活用）。心地よい空間（ＢＧＭ・アロマの活用、（ホームページ・広報の活用）。心地よい空間（ＢＧＭ・アロマの活用、

５Ｓ・明るい空間等）。さくら会にしかできない“魅力”を作る。これ５Ｓ・明るい空間等）。さくら会にしかできない“魅力”を作る。これ５Ｓ・明るい空間等）。さくら会にしかできない“魅力”を作る。これ５Ｓ・明るい空間等）。さくら会にしかできない“魅力”を作る。これ

だけでもさくら会の雰囲気は変化し、地域住民だけでもさくら会の雰囲気は変化し、地域住民だけでもさくら会の雰囲気は変化し、地域住民だけでもさくら会の雰囲気は変化し、地域住民は注目すると考える。は注目すると考える。は注目すると考える。は注目すると考える。    

「真の顧客思考を目指すなら、お客様との関係に命を吹き込むのは人間同士の「真の顧客思考を目指すなら、お客様との関係に命を吹き込むのは人間同士の「真の顧客思考を目指すなら、お客様との関係に命を吹き込むのは人間同士の「真の顧客思考を目指すなら、お客様との関係に命を吹き込むのは人間同士の

ふれあいである。」ふれあいである。」ふれあいである。」ふれあいである。」    

この言葉から私は示唆されました。家庭内での殺人や相次ぐ虐待、離婚の増この言葉から私は示唆されました。家庭内での殺人や相次ぐ虐待、離婚の増この言葉から私は示唆されました。家庭内での殺人や相次ぐ虐待、離婚の増この言葉から私は示唆されました。家庭内での殺人や相次ぐ虐待、離婚の増

加、公務員・政治家の不祥事…この狂った現代でどれだけの人間が「ふれあ加、公務員・政治家の不祥事…この狂った現代でどれだけの人間が「ふれあ加、公務員・政治家の不祥事…この狂った現代でどれだけの人間が「ふれあ加、公務員・政治家の不祥事…この狂った現代でどれだけの人間が「ふれあ

い」の意味を理解できているのでしょうか？「愛情」を知っている人間はどい」の意味を理解できているのでしょうか？「愛情」を知っている人間はどい」の意味を理解できているのでしょうか？「愛情」を知っている人間はどい」の意味を理解できているのでしょうか？「愛情」を知っている人間はど

れだけいるのでしょうか？れだけいるのでしょうか？れだけいるのでしょうか？れだけいるのでしょうか？    

「ふれあい・愛情・もてなし」を理解しないまま大人になった人間が増えた「ふれあい・愛情・もてなし」を理解しないまま大人になった人間が増えた「ふれあい・愛情・もてなし」を理解しないまま大人になった人間が増えた「ふれあい・愛情・もてなし」を理解しないまま大人になった人間が増えた

この昨今で、さくら会のビジョンの１つである「お客様への心のこもったおこの昨今で、さくら会のビジョンの１つである「お客様への心のこもったおこの昨今で、さくら会のビジョンの１つである「お客様への心のこもったおこの昨今で、さくら会のビジョンの１つである「お客様への心のこもったお

もてなしと快適さを提供する」を理解もてなしと快適さを提供する」を理解もてなしと快適さを提供する」を理解もてなしと快適さを提供する」を理解し、実行できるようにするにはどうすし、実行できるようにするにはどうすし、実行できるようにするにはどうすし、実行できるようにするにはどうす

ればよいのでしょうか？ればよいのでしょうか？ればよいのでしょうか？ればよいのでしょうか？    

「心」。ＣＳよりも大切な事だと思います。「心」がなければＣＳで学んでい「心」。ＣＳよりも大切な事だと思います。「心」がなければＣＳで学んでい「心」。ＣＳよりも大切な事だと思います。「心」がなければＣＳで学んでい「心」。ＣＳよりも大切な事だと思います。「心」がなければＣＳで学んでい

る事は無意味だと思います。る事は無意味だと思います。る事は無意味だと思います。る事は無意味だと思います。    
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平成２２年平成２２年平成２２年平成２２年    ９月１６日９月１６日９月１６日９月１６日    

CCCC チームチームチームチーム    看護部看護部看護部看護部    浅井浅井浅井浅井    美千代美千代美千代美千代    

    

ＣＳアドバンストクラス研修会に参加してＣＳアドバンストクラス研修会に参加してＣＳアドバンストクラス研修会に参加してＣＳアドバンストクラス研修会に参加して    

    

サービス・プロフィット・チェーンとは、収益性、顧客ロイヤルティ、顧サービス・プロフィット・チェーンとは、収益性、顧客ロイヤルティ、顧サービス・プロフィット・チェーンとは、収益性、顧客ロイヤルティ、顧サービス・プロフィット・チェーンとは、収益性、顧客ロイヤルティ、顧

客満足度、従業員満足度がお互いに影響を及ぼしあう関係を示したモデルで客満足度、従業員満足度がお互いに影響を及ぼしあう関係を示したモデルで客満足度、従業員満足度がお互いに影響を及ぼしあう関係を示したモデルで客満足度、従業員満足度がお互いに影響を及ぼしあう関係を示したモデルで

ある。今回の研修会では、従業員満足と顧客満足との相関関係の大切さを学ある。今回の研修会では、従業員満足と顧客満足との相関関係の大切さを学ある。今回の研修会では、従業員満足と顧客満足との相関関係の大切さを学ある。今回の研修会では、従業員満足と顧客満足との相関関係の大切さを学

んだ。顧客満足は提供されたサービスの価値に強く影響されるが、そのサーんだ。顧客満足は提供されたサービスの価値に強く影響されるが、そのサーんだ。顧客満足は提供されたサービスの価値に強く影響されるが、そのサーんだ。顧客満足は提供されたサービスの価値に強く影響されるが、そのサー

ビスの価値は、有能な従業員によって創造されるものである。大切なことは、ビスの価値は、有能な従業員によって創造されるものである。大切なことは、ビスの価値は、有能な従業員によって創造されるものである。大切なことは、ビスの価値は、有能な従業員によって創造されるものである。大切なことは、

従業員が充実感を持ち、その従業員ロイヤルティを高く保つことだと思う。従業員が充実感を持ち、その従業員ロイヤルティを高く保つことだと思う。従業員が充実感を持ち、その従業員ロイヤルティを高く保つことだと思う。従業員が充実感を持ち、その従業員ロイヤルティを高く保つことだと思う。    

    従業員ロイヤルティを高めるためには、従業員一人一人がやりがいを持っ従業員ロイヤルティを高めるためには、従業員一人一人がやりがいを持っ従業員ロイヤルティを高めるためには、従業員一人一人がやりがいを持っ従業員ロイヤルティを高めるためには、従業員一人一人がやりがいを持っ

て業務出来る仕組みを確立する必要がて業務出来る仕組みを確立する必要がて業務出来る仕組みを確立する必要がて業務出来る仕組みを確立する必要がある。例えば・・・ある。例えば・・・ある。例えば・・・ある。例えば・・・    

①①①① 報酬制度や納得のいく評価制度などで士気を高める。報酬制度や納得のいく評価制度などで士気を高める。報酬制度や納得のいく評価制度などで士気を高める。報酬制度や納得のいく評価制度などで士気を高める。    

②②②② 研修会、学会などの教育、キャリアアップを支援する。研修会、学会などの教育、キャリアアップを支援する。研修会、学会などの教育、キャリアアップを支援する。研修会、学会などの教育、キャリアアップを支援する。    

③③③③ 業務整備、マニュアル・手順の標準化など仕事のし易さを重視する。業務整備、マニュアル・手順の標準化など仕事のし易さを重視する。業務整備、マニュアル・手順の標準化など仕事のし易さを重視する。業務整備、マニュアル・手順の標準化など仕事のし易さを重視する。    

    

また、従業員満足を決める最大の要因である「社内サービスの質」とは、また、従業員満足を決める最大の要因である「社内サービスの質」とは、また、従業員満足を決める最大の要因である「社内サービスの質」とは、また、従業員満足を決める最大の要因である「社内サービスの質」とは、

従業員が仕事、同僚、そして会社をどのように思っているか、職場に何を一従業員が仕事、同僚、そして会社をどのように思っているか、職場に何を一従業員が仕事、同僚、そして会社をどのように思っているか、職場に何を一従業員が仕事、同僚、そして会社をどのように思っているか、職場に何を一

番期待しているかが集積されたものである。番期待しているかが集積されたものである。番期待しているかが集積されたものである。番期待しているかが集積されたものである。    

    従業員を満足させるモノとは、給与か、ボーナスか、休日の数か、豪華な従業員を満足させるモノとは、給与か、ボーナスか、休日の数か、豪華な従業員を満足させるモノとは、給与か、ボーナスか、休日の数か、豪華な従業員を満足させるモノとは、給与か、ボーナスか、休日の数か、豪華な

設備か。牛島先生から頂いた資料の中にあった「新入社員が会社に期待する設備か。牛島先生から頂いた資料の中にあった「新入社員が会社に期待する設備か。牛島先生から頂いた資料の中にあった「新入社員が会社に期待する設備か。牛島先生から頂いた資料の中にあった「新入社員が会社に期待する

こと」にも職こと」にも職こと」にも職こと」にも職場の人間関係が一番高ポイントであった事に、ホッとした。場の人間関係が一番高ポイントであった事に、ホッとした。場の人間関係が一番高ポイントであった事に、ホッとした。場の人間関係が一番高ポイントであった事に、ホッとした。    

自分自身、人間関係が最も大切だと考えるからである。自分自身、人間関係が最も大切だと考えるからである。自分自身、人間関係が最も大切だと考えるからである。自分自身、人間関係が最も大切だと考えるからである。    

サービス・プロフィット・チェーンを成功させること、地域の信頼と、揺るサービス・プロフィット・チェーンを成功させること、地域の信頼と、揺るサービス・プロフィット・チェーンを成功させること、地域の信頼と、揺るサービス・プロフィット・チェーンを成功させること、地域の信頼と、揺る

ぎ無い顧客ロイヤルティの実現は、院内外、また各部署の連携と、一人ひとぎ無い顧客ロイヤルティの実現は、院内外、また各部署の連携と、一人ひとぎ無い顧客ロイヤルティの実現は、院内外、また各部署の連携と、一人ひとぎ無い顧客ロイヤルティの実現は、院内外、また各部署の連携と、一人ひと

りが快い人間関係や、上手くいく状況を自分から積極的に建設してこそ、初りが快い人間関係や、上手くいく状況を自分から積極的に建設してこそ、初りが快い人間関係や、上手くいく状況を自分から積極的に建設してこそ、初りが快い人間関係や、上手くいく状況を自分から積極的に建設してこそ、初

めて得られるものだと改めて感じた。めて得られるものだと改めて感じた。めて得られるものだと改めて感じた。めて得られるものだと改めて感じた。    
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平成平成平成平成 22222222 年年年年 6666 月月月月 23232323 日日日日    

DDDD チームチームチームチーム    居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所    高塚香里高塚香里高塚香里高塚香里    

    

第１回ＣＳエッセンシャルクラス研修会を終えて第１回ＣＳエッセンシャルクラス研修会を終えて第１回ＣＳエッセンシャルクラス研修会を終えて第１回ＣＳエッセンシャルクラス研修会を終えて    

    

    今回のテーマ「リピートビジネス」より私が学んだことは、顧客満足と職今回のテーマ「リピートビジネス」より私が学んだことは、顧客満足と職今回のテーマ「リピートビジネス」より私が学んだことは、顧客満足と職今回のテーマ「リピートビジネス」より私が学んだことは、顧客満足と職

員満足の繋がりでした。「お客様に満足して戻ってきてもらう」ここに至るま員満足の繋がりでした。「お客様に満足して戻ってきてもらう」ここに至るま員満足の繋がりでした。「お客様に満足して戻ってきてもらう」ここに至るま員満足の繋がりでした。「お客様に満足して戻ってきてもらう」ここに至るま

での職員全員の努力がどれだけ重要なのか、そしてその成果が最終的には職での職員全員の努力がどれだけ重要なのか、そしてその成果が最終的には職での職員全員の努力がどれだけ重要なのか、そしてその成果が最終的には職での職員全員の努力がどれだけ重要なのか、そしてその成果が最終的には職

員満足に繋がることです。員満足に繋がることです。員満足に繋がることです。員満足に繋がることです。    

    まずは誰もが目で感じる第一印象です。笑顔、挨拶、身だしなみ、環境面まずは誰もが目で感じる第一印象です。笑顔、挨拶、身だしなみ、環境面まずは誰もが目で感じる第一印象です。笑顔、挨拶、身だしなみ、環境面まずは誰もが目で感じる第一印象です。笑顔、挨拶、身だしなみ、環境面

を徹底することにより患者様に良い印象を与えます。そしてサービス・エンを徹底することにより患者様に良い印象を与えます。そしてサービス・エンを徹底することにより患者様に良い印象を与えます。そしてサービス・エンを徹底することにより患者様に良い印象を与えます。そしてサービス・エン

カウンターです。患者様と我々職員が出会うとき接するときです。最初の印カウンターです。患者様と我々職員が出会うとき接するときです。最初の印カウンターです。患者様と我々職員が出会うとき接するときです。最初の印カウンターです。患者様と我々職員が出会うとき接するときです。最初の印

象が再来してくれるか、くれないか私はこれが５０％程の値で重要になって象が再来してくれるか、くれないか私はこれが５０％程の値で重要になって象が再来してくれるか、くれないか私はこれが５０％程の値で重要になって象が再来してくれるか、くれないか私はこれが５０％程の値で重要になって

くると思くると思くると思くると思います。残りは職員の連携が確実であることと安全で事故がない現います。残りは職員の連携が確実であることと安全で事故がない現います。残りは職員の連携が確実であることと安全で事故がない現います。残りは職員の連携が確実であることと安全で事故がない現

場です。職員の連携がしっかりしていれば待ち時間、患者様への対応で支障場です。職員の連携がしっかりしていれば待ち時間、患者様への対応で支障場です。職員の連携がしっかりしていれば待ち時間、患者様への対応で支障場です。職員の連携がしっかりしていれば待ち時間、患者様への対応で支障

がでることが少なくなると思います。医療的ミスである事故は職員の連携とがでることが少なくなると思います。医療的ミスである事故は職員の連携とがでることが少なくなると思います。医療的ミスである事故は職員の連携とがでることが少なくなると思います。医療的ミスである事故は職員の連携と

５Ｓを徹底すれば防げることだと思います。この２点が残りのパーセントを５Ｓを徹底すれば防げることだと思います。この２点が残りのパーセントを５Ｓを徹底すれば防げることだと思います。この２点が残りのパーセントを５Ｓを徹底すれば防げることだと思います。この２点が残りのパーセントを

しめると思います。しめると思います。しめると思います。しめると思います。    

    上記のことを確実に実施すればお客様がまた来院したいという気持ちが大上記のことを確実に実施すればお客様がまた来院したいという気持ちが大上記のことを確実に実施すればお客様がまた来院したいという気持ちが大上記のことを確実に実施すればお客様がまた来院したいという気持ちが大

きくなることは確実だと思います。そのことにより、お客様との継続的関係きくなることは確実だと思います。そのことにより、お客様との継続的関係きくなることは確実だと思います。そのことにより、お客様との継続的関係きくなることは確実だと思います。そのことにより、お客様との継続的関係

を築き長期報酬に繋がります。さくら会基本方針にもある「安定した健全なを築き長期報酬に繋がります。さくら会基本方針にもある「安定した健全なを築き長期報酬に繋がります。さくら会基本方針にもある「安定した健全なを築き長期報酬に繋がります。さくら会基本方針にもある「安定した健全な

経営」に結びつくはずです経営」に結びつくはずです経営」に結びつくはずです経営」に結びつくはずです。そして企業の成長にも繋がります。そこまで達。そして企業の成長にも繋がります。そこまで達。そして企業の成長にも繋がります。そこまで達。そして企業の成長にも繋がります。そこまで達

成するまでには職員一人ひとりの努力が必要になるからです。成するまでには職員一人ひとりの努力が必要になるからです。成するまでには職員一人ひとりの努力が必要になるからです。成するまでには職員一人ひとりの努力が必要になるからです。    

一人ひとりが磨けば企業も成長します。そうすると顧客も満足し職員も満足一人ひとりが磨けば企業も成長します。そうすると顧客も満足し職員も満足一人ひとりが磨けば企業も成長します。そうすると顧客も満足し職員も満足一人ひとりが磨けば企業も成長します。そうすると顧客も満足し職員も満足

することになります。お互い満足すれば必ずクチコミで地域の方に良い情報することになります。お互い満足すれば必ずクチコミで地域の方に良い情報することになります。お互い満足すれば必ずクチコミで地域の方に良い情報することになります。お互い満足すれば必ずクチコミで地域の方に良い情報

が流れます。だから私は今回の研修より顧客満足が流れます。だから私は今回の研修より顧客満足が流れます。だから私は今回の研修より顧客満足が流れます。だから私は今回の研修より顧客満足====職員満足であることが改め職員満足であることが改め職員満足であることが改め職員満足であることが改め

て理解することができました。て理解することができました。て理解することができました。て理解することができました。    

    最後に「リピートビジネス」とはお客様に大満足して戻ってきていただき、最後に「リピートビジネス」とはお客様に大満足して戻ってきていただき、最後に「リピートビジネス」とはお客様に大満足して戻ってきていただき、最後に「リピートビジネス」とはお客様に大満足して戻ってきていただき、

職員が生きがいをもって職務に専念できる。という基本方針そのものである職員が生きがいをもって職務に専念できる。という基本方針そのものである職員が生きがいをもって職務に専念できる。という基本方針そのものである職員が生きがいをもって職務に専念できる。という基本方針そのものである

ことがわかりました。ことがわかりました。ことがわかりました。ことがわかりました。    

    今回このよう今回このよう今回このよう今回このような研修会を開催していいただきありがとうございました。自な研修会を開催していいただきありがとうございました。自な研修会を開催していいただきありがとうございました。自な研修会を開催していいただきありがとうございました。自

分にとっても今後の職務を行なううえで大変勉強になりました。分にとっても今後の職務を行なううえで大変勉強になりました。分にとっても今後の職務を行なううえで大変勉強になりました。分にとっても今後の職務を行なううえで大変勉強になりました。    
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平成平成平成平成 23232323 年年年年 8888 月月月月 25252525 日日日日    

EEEE チームチームチームチーム    さくら園さくら園さくら園さくら園    通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ通所リハビリ    江沢江沢江沢江沢    美穂美穂美穂美穂    

    

「さくら会に生かす従業員満足とエンパワーメント」「さくら会に生かす従業員満足とエンパワーメント」「さくら会に生かす従業員満足とエンパワーメント」「さくら会に生かす従業員満足とエンパワーメント」    

    

私達が楽しく生きがいを持って仕事をさせていただく中で、従業員満足とエ私達が楽しく生きがいを持って仕事をさせていただく中で、従業員満足とエ私達が楽しく生きがいを持って仕事をさせていただく中で、従業員満足とエ私達が楽しく生きがいを持って仕事をさせていただく中で、従業員満足とエ

ンパワーメントは重要な課題だと思いますが、それにはどのような事が必要ンパワーメントは重要な課題だと思いますが、それにはどのような事が必要ンパワーメントは重要な課題だと思いますが、それにはどのような事が必要ンパワーメントは重要な課題だと思いますが、それにはどのような事が必要

かを考えました。かを考えました。かを考えました。かを考えました。    

    

１．教育１．教育１．教育１．教育    

人に命令されて、やらされている感覚の学習はなかなか頭に入ってきません人に命令されて、やらされている感覚の学習はなかなか頭に入ってきません人に命令されて、やらされている感覚の学習はなかなか頭に入ってきません人に命令されて、やらされている感覚の学習はなかなか頭に入ってきません

し身につかないものです。でも、自し身につかないものです。でも、自し身につかないものです。でも、自し身につかないものです。でも、自分から興味を持ち学習に心がけ進んで行分から興味を持ち学習に心がけ進んで行分から興味を持ち学習に心がけ進んで行分から興味を持ち学習に心がけ進んで行

動するものは少しずつでも身になるものです。そのモチベーションをあげる動するものは少しずつでも身になるものです。そのモチベーションをあげる動するものは少しずつでも身になるものです。そのモチベーションをあげる動するものは少しずつでも身になるものです。そのモチベーションをあげる

のは人によってさまざまだと思いますが、私は影響力、信頼だと考えました。のは人によってさまざまだと思いますが、私は影響力、信頼だと考えました。のは人によってさまざまだと思いますが、私は影響力、信頼だと考えました。のは人によってさまざまだと思いますが、私は影響力、信頼だと考えました。

自己実現に向けて学習し、きびきびとした仕事ぶりは尊敬に値します。私も自己実現に向けて学習し、きびきびとした仕事ぶりは尊敬に値します。私も自己実現に向けて学習し、きびきびとした仕事ぶりは尊敬に値します。私も自己実現に向けて学習し、きびきびとした仕事ぶりは尊敬に値します。私も

それぐらいの意欲がふつふつと湧いてこないかと思うぐらいなのですが・・・それぐらいの意欲がふつふつと湧いてこないかと思うぐらいなのですが・・・それぐらいの意欲がふつふつと湧いてこないかと思うぐらいなのですが・・・それぐらいの意欲がふつふつと湧いてこないかと思うぐらいなのですが・・・

言葉での教育も大切ですが行動で表現する教育もあると思いました。言葉での教育も大切ですが行動で表現する教育もあると思いました。言葉での教育も大切ですが行動で表現する教育もあると思いました。言葉での教育も大切ですが行動で表現する教育もあると思いました。    

    

２．フォローアップ２．フォローアップ２．フォローアップ２．フォローアップ    

職員の意欲が上昇しつつある中でそれを支え、時に落ち込みがちになってい職員の意欲が上昇しつつある中でそれを支え、時に落ち込みがちになってい職員の意欲が上昇しつつある中でそれを支え、時に落ち込みがちになってい職員の意欲が上昇しつつある中でそれを支え、時に落ち込みがちになってい

る時フォローする立場にあるのはリーダー、先輩、る時フォローする立場にあるのはリーダー、先輩、る時フォローする立場にあるのはリーダー、先輩、る時フォローする立場にあるのはリーダー、先輩、上司の方々だと思います。上司の方々だと思います。上司の方々だと思います。上司の方々だと思います。

話を傾聴しどうしたら最善な方向へ持っていけるか助言し考えさせる。双方話を傾聴しどうしたら最善な方向へ持っていけるか助言し考えさせる。双方話を傾聴しどうしたら最善な方向へ持っていけるか助言し考えさせる。双方話を傾聴しどうしたら最善な方向へ持っていけるか助言し考えさせる。双方

の信頼が成り立っていなければ出来ないことだと思いました。の信頼が成り立っていなければ出来ないことだと思いました。の信頼が成り立っていなければ出来ないことだと思いました。の信頼が成り立っていなければ出来ないことだと思いました。    

    

３．協力（コミュニケーション）３．協力（コミュニケーション）３．協力（コミュニケーション）３．協力（コミュニケーション）    

これまで仕事上コミュニケーションを重要視していなかったのですが、このこれまで仕事上コミュニケーションを重要視していなかったのですが、このこれまで仕事上コミュニケーションを重要視していなかったのですが、このこれまで仕事上コミュニケーションを重要視していなかったのですが、この

仕事をさせていただいてからコミュニケーションがとても重要だと感じてい仕事をさせていただいてからコミュニケーションがとても重要だと感じてい仕事をさせていただいてからコミュニケーションがとても重要だと感じてい仕事をさせていただいてからコミュニケーションがとても重要だと感じてい

ます。以前、夫から「飲み会も仕事のうちだ」と言っていたことがあります。ます。以前、夫から「飲み会も仕事のうちだ」と言っていたことがあります。ます。以前、夫から「飲み会も仕事のうちだ」と言っていたことがあります。ます。以前、夫から「飲み会も仕事のうちだ」と言っていたことがあります。

ただ飲みたいだけじゃないのと思っていましたが、だんだんその意味がわかただ飲みたいだけじゃないのと思っていましたが、だんだんその意味がわかただ飲みたいだけじゃないのと思っていましたが、だんだんその意味がわかただ飲みたいだけじゃないのと思っていましたが、だんだんその意味がわか

ってきた様に思います。話は逸れましたが人との信頼はすぐに築かれるものってきた様に思います。話は逸れましたが人との信頼はすぐに築かれるものってきた様に思います。話は逸れましたが人との信頼はすぐに築かれるものってきた様に思います。話は逸れましたが人との信頼はすぐに築かれるもの

ではない、小さな事からコミュニケーションをとっていくものだと思いましではない、小さな事からコミュニケーションをとっていくものだと思いましではない、小さな事からコミュニケーションをとっていくものだと思いましではない、小さな事からコミュニケーションをとっていくものだと思いまし

た。た。た。た。    

    

職員が満足して仕事ができるのは良好な人間関係、信頼だと思います。それ職員が満足して仕事ができるのは良好な人間関係、信頼だと思います。それ職員が満足して仕事ができるのは良好な人間関係、信頼だと思います。それ職員が満足して仕事ができるのは良好な人間関係、信頼だと思います。それ

によって顧客満足がついてきによって顧客満足がついてきによって顧客満足がついてきによって顧客満足がついてきます。さくら会にとって教育、フォローアップ、ます。さくら会にとって教育、フォローアップ、ます。さくら会にとって教育、フォローアップ、ます。さくら会にとって教育、フォローアップ、

協力を重点において基礎を固めていかなければならないと思います。協力を重点において基礎を固めていかなければならないと思います。協力を重点において基礎を固めていかなければならないと思います。協力を重点において基礎を固めていかなければならないと思います。    
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3333----3333    研修後メンター・レポート研修後メンター・レポート研修後メンター・レポート研修後メンター・レポート    
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絆絆絆絆    

    

米田米田米田米田    清則清則清則清則    

    

    昨年の漢字一文字で表す言葉は「絆」と決まった。昨年の漢字一文字で表す言葉は「絆」と決まった。昨年の漢字一文字で表す言葉は「絆」と決まった。昨年の漢字一文字で表す言葉は「絆」と決まった。    

筆者は某筆者は某筆者は某筆者は某 TVTVTVTV 番組の中で「絆」の漢字は「糸」＋「半」であることから、人番組の中で「絆」の漢字は「糸」＋「半」であることから、人番組の中で「絆」の漢字は「糸」＋「半」であることから、人番組の中で「絆」の漢字は「糸」＋「半」であることから、人

と人との結びつきの「絆」とは一方が相手の力加減に関係なく引っ張り合うと人との結びつきの「絆」とは一方が相手の力加減に関係なく引っ張り合うと人との結びつきの「絆」とは一方が相手の力加減に関係なく引っ張り合うと人との結びつきの「絆」とは一方が相手の力加減に関係なく引っ張り合う

と糸は切れてしまう。人間関係が希薄な世相だからこそ、人と人との結びつと糸は切れてしまう。人間関係が希薄な世相だからこそ、人と人との結びつと糸は切れてしまう。人間関係が希薄な世相だからこそ、人と人との結びつと糸は切れてしまう。人間関係が希薄な世相だからこそ、人と人との結びつ

きを改めて考え直そうとの背景・事象かと思う。きを改めて考え直そうとの背景・事象かと思う。きを改めて考え直そうとの背景・事象かと思う。きを改めて考え直そうとの背景・事象かと思う。    

    この内容から筆者は、我々が生きてくうえで「人と人とのかかわり」「絆」この内容から筆者は、我々が生きてくうえで「人と人とのかかわり」「絆」この内容から筆者は、我々が生きてくうえで「人と人とのかかわり」「絆」この内容から筆者は、我々が生きてくうえで「人と人とのかかわり」「絆」

は一生人間関係から離れがたい結びつきだと思いました。は一生人間関係から離れがたい結びつきだと思いました。は一生人間関係から離れがたい結びつきだと思いました。は一生人間関係から離れがたい結びつきだと思いました。    

何故なら、絆とは「人と人との断つことのできない繋がり。離れがたい結何故なら、絆とは「人と人との断つことのできない繋がり。離れがたい結何故なら、絆とは「人と人との断つことのできない繋がり。離れがたい結何故なら、絆とは「人と人との断つことのできない繋がり。離れがたい結

びつき」（大辞泉）。又かかわりとは、「関係している人。なんらかのつながりびつき」（大辞泉）。又かかわりとは、「関係している人。なんらかのつながりびつき」（大辞泉）。又かかわりとは、「関係している人。なんらかのつながりびつき」（大辞泉）。又かかわりとは、「関係している人。なんらかのつながり

のある人」（のある人」（のある人」（のある人」（日本国語大辞典）。に記載されている事項からそのように考えま日本国語大辞典）。に記載されている事項からそのように考えま日本国語大辞典）。に記載されている事項からそのように考えま日本国語大辞典）。に記載されている事項からそのように考えま

した。した。した。した。    

その反面に、「絆」自体にはアンビバレントな意味も含まれている。「しがその反面に、「絆」自体にはアンビバレントな意味も含まれている。「しがその反面に、「絆」自体にはアンビバレントな意味も含まれている。「しがその反面に、「絆」自体にはアンビバレントな意味も含まれている。「しが

らみ」や「息苦しさ」といった個人や組織の自由が「絆」によって束縛されらみ」や「息苦しさ」といった個人や組織の自由が「絆」によって束縛されらみ」や「息苦しさ」といった個人や組織の自由が「絆」によって束縛されらみ」や「息苦しさ」といった個人や組織の自由が「絆」によって束縛され

るマイナス面も強調されており、安易に人とのつながりの頑強さを求めるこるマイナス面も強調されており、安易に人とのつながりの頑強さを求めるこるマイナス面も強調されており、安易に人とのつながりの頑強さを求めるこるマイナス面も強調されており、安易に人とのつながりの頑強さを求めるこ

とには危険が伴うと語る人もいます。（某学者）とには危険が伴うと語る人もいます。（某学者）とには危険が伴うと語る人もいます。（某学者）とには危険が伴うと語る人もいます。（某学者）    

筆者はこの世の中には、プラス面及びマイナス面があり、悲観的な考えを筆者はこの世の中には、プラス面及びマイナス面があり、悲観的な考えを筆者はこの世の中には、プラス面及びマイナス面があり、悲観的な考えを筆者はこの世の中には、プラス面及びマイナス面があり、悲観的な考えを

捨てマイナス面も重視しながらプラス面思考の考えでいきたいと思います。捨てマイナス面も重視しながらプラス面思考の考えでいきたいと思います。捨てマイナス面も重視しながらプラス面思考の考えでいきたいと思います。捨てマイナス面も重視しながらプラス面思考の考えでいきたいと思います。    

以上の事柄を踏まえて、さくら会職員には以上の事柄を踏まえて、さくら会職員には以上の事柄を踏まえて、さくら会職員には以上の事柄を踏まえて、さくら会職員には CSCSCSCS 研修会は大きな意味で教育研修会は大きな意味で教育研修会は大きな意味で教育研修会は大きな意味で教育

研修の場であることを認識してほしい。それにはリーダー研修会や全体研修研修の場であることを認識してほしい。それにはリーダー研修会や全体研修研修の場であることを認識してほしい。それにはリーダー研修会や全体研修研修の場であることを認識してほしい。それにはリーダー研修会や全体研修

会に参加して、互いのレベルアップや職員同士の「絆」を深めより良いさく会に参加して、互いのレベルアップや職員同士の「絆」を深めより良いさく会に参加して、互いのレベルアップや職員同士の「絆」を深めより良いさく会に参加して、互いのレベルアップや職員同士の「絆」を深めより良いさく

ら会を目指し、筆者自身職員のため支援・理解・教育・指導者として頑張りら会を目指し、筆者自身職員のため支援・理解・教育・指導者として頑張りら会を目指し、筆者自身職員のため支援・理解・教育・指導者として頑張りら会を目指し、筆者自身職員のため支援・理解・教育・指導者として頑張り

ます。ます。ます。ます。    

新しい年・新しい年・新しい年・新しい年・CSCSCSCS アニュアルリポ－ト発刊にあたり、筆者からのメッセージとアニュアルリポ－ト発刊にあたり、筆者からのメッセージとアニュアルリポ－ト発刊にあたり、筆者からのメッセージとアニュアルリポ－ト発刊にあたり、筆者からのメッセージと

します。します。します。します。    

    

    

    

    

    

    

    

                

    介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    さくら園さくら園さくら園さくら園    事務次長事務次長事務次長事務次長    
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ＣＳスタッフの姿振返りＣＳスタッフの姿振返りＣＳスタッフの姿振返りＣＳスタッフの姿振返り    

    

西野西野西野西野    進進進進    

    

今回、さくら会ＣＳアニュアル・レポート作成に際して、さくら会全体で取今回、さくら会ＣＳアニュアル・レポート作成に際して、さくら会全体で取今回、さくら会ＣＳアニュアル・レポート作成に際して、さくら会全体で取今回、さくら会ＣＳアニュアル・レポート作成に際して、さくら会全体で取

組んでいるＣＳ活動を現状で見組んでいるＣＳ活動を現状で見組んでいるＣＳ活動を現状で見組んでいるＣＳ活動を現状で見つめる機会を頂けた事と、合わせて本つめる機会を頂けた事と、合わせて本つめる機会を頂けた事と、合わせて本つめる機会を頂けた事と、合わせて本 1111 ペーペーペーペー

ジを頂いた事に感謝申し上げます。ジを頂いた事に感謝申し上げます。ジを頂いた事に感謝申し上げます。ジを頂いた事に感謝申し上げます。    

    

さくら会ＣＳ活動約さくら会ＣＳ活動約さくら会ＣＳ活動約さくら会ＣＳ活動約 9999 年間に渡って継続している背景には、各チームリーダ年間に渡って継続している背景には、各チームリーダ年間に渡って継続している背景には、各チームリーダ年間に渡って継続している背景には、各チームリーダ

ーによる充実したプレゼンテーションがある。さくら会の顧客満足度・職員ーによる充実したプレゼンテーションがある。さくら会の顧客満足度・職員ーによる充実したプレゼンテーションがある。さくら会の顧客満足度・職員ーによる充実したプレゼンテーションがある。さくら会の顧客満足度・職員

満足度の向上に向けて、ミッション・ビジョン・価値観をしっかりと受止め満足度の向上に向けて、ミッション・ビジョン・価値観をしっかりと受止め満足度の向上に向けて、ミッション・ビジョン・価値観をしっかりと受止め満足度の向上に向けて、ミッション・ビジョン・価値観をしっかりと受止め

る姿勢が身に付いた現れである。る姿勢が身に付いた現れである。る姿勢が身に付いた現れである。る姿勢が身に付いた現れである。    

毎回のプレゼンテーションによって自己実現を表現し満足感・達成感を得て、毎回のプレゼンテーションによって自己実現を表現し満足感・達成感を得て、毎回のプレゼンテーションによって自己実現を表現し満足感・達成感を得て、毎回のプレゼンテーションによって自己実現を表現し満足感・達成感を得て、

前へ進む為の現状確認、意思確認に非常に効果がある。さくら会ＣＳ研修会前へ進む為の現状確認、意思確認に非常に効果がある。さくら会ＣＳ研修会前へ進む為の現状確認、意思確認に非常に効果がある。さくら会ＣＳ研修会前へ進む為の現状確認、意思確認に非常に効果がある。さくら会ＣＳ研修会

にて個々の感性を磨きながら顧客満足度アップに努める各スタッフのにて個々の感性を磨きながら顧客満足度アップに努める各スタッフのにて個々の感性を磨きながら顧客満足度アップに努める各スタッフのにて個々の感性を磨きながら顧客満足度アップに努める各スタッフの力強い力強い力強い力強い

行動力が頼もしい。行動力が頼もしい。行動力が頼もしい。行動力が頼もしい。    

一方、ＬＴＤ形態による研修導入によって職員間の繋がりが深まった。人の一方、ＬＴＤ形態による研修導入によって職員間の繋がりが深まった。人の一方、ＬＴＤ形態による研修導入によって職員間の繋がりが深まった。人の一方、ＬＴＤ形態による研修導入によって職員間の繋がりが深まった。人の

意見に耳を傾け、コミュニケーションスキルアップと協調性の大切さが身に意見に耳を傾け、コミュニケーションスキルアップと協調性の大切さが身に意見に耳を傾け、コミュニケーションスキルアップと協調性の大切さが身に意見に耳を傾け、コミュニケーションスキルアップと協調性の大切さが身に

付き又、自己の考え方と意見を述べる事が出来る場として、ＬＴＤに参加す付き又、自己の考え方と意見を述べる事が出来る場として、ＬＴＤに参加す付き又、自己の考え方と意見を述べる事が出来る場として、ＬＴＤに参加す付き又、自己の考え方と意見を述べる事が出来る場として、ＬＴＤに参加す

ることにより自分自身のＣＳ向上に向けてのレベルアップとなって、気持ちることにより自分自身のＣＳ向上に向けてのレベルアップとなって、気持ちることにより自分自身のＣＳ向上に向けてのレベルアップとなって、気持ちることにより自分自身のＣＳ向上に向けてのレベルアップとなって、気持ち

と考え方に変化が現れて一歩一歩成長しながら今日に至った。と考え方に変化が現れて一歩一歩成長しながら今日に至った。と考え方に変化が現れて一歩一歩成長しながら今日に至った。と考え方に変化が現れて一歩一歩成長しながら今日に至った。    

さくら会のＣＳ基盤が出来上がったことにより、今後より一層充実するＣさくら会のＣＳ基盤が出来上がったことにより、今後より一層充実するＣさくら会のＣＳ基盤が出来上がったことにより、今後より一層充実するＣさくら会のＣＳ基盤が出来上がったことにより、今後より一層充実するＣ

Ｓ・ＥＳに取組むさくら会の将来への展望が非常に楽しみです。Ｓ・ＥＳに取組むさくら会の将来への展望が非常に楽しみです。Ｓ・ＥＳに取組むさくら会の将来への展望が非常に楽しみです。Ｓ・ＥＳに取組むさくら会の将来への展望が非常に楽しみです。    

    

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ各チームのＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ各チームのＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ各チームのＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ各チームのＣＳメンバー全員が、プレゼンとＬＴＤ研修ＣＳメンバー全員が、プレゼンとＬＴＤ研修ＣＳメンバー全員が、プレゼンとＬＴＤ研修ＣＳメンバー全員が、プレゼンとＬＴＤ研修

を身に付けたことは、将来に渡っての財産になるだろう又、を身に付けたことは、将来に渡っての財産になるだろう又、を身に付けたことは、将来に渡っての財産になるだろう又、を身に付けたことは、将来に渡っての財産になるだろう又、5555 年後・年後・年後・年後・10101010 年後年後年後年後

に向けリーダーシップの発揮を更に期待しております。に向けリーダーシップの発揮を更に期待しております。に向けリーダーシップの発揮を更に期待しております。に向けリーダーシップの発揮を更に期待しております。    

我々スタッフ全職員は、限り無く成長し続けるさくら会の一員として誇りと我々スタッフ全職員は、限り無く成長し続けるさくら会の一員として誇りと我々スタッフ全職員は、限り無く成長し続けるさくら会の一員として誇りと我々スタッフ全職員は、限り無く成長し続けるさくら会の一員として誇りと

喜びに満ちた充実感あふれる職場つくりを常に感謝の気持ちを忘れずに、更喜びに満ちた充実感あふれる職場つくりを常に感謝の気持ちを忘れずに、更喜びに満ちた充実感あふれる職場つくりを常に感謝の気持ちを忘れずに、更喜びに満ちた充実感あふれる職場つくりを常に感謝の気持ちを忘れずに、更

なるＣＳ・ＥＳの向上に邁進して行きましょう。なるＣＳ・ＥＳの向上に邁進して行きましょう。なるＣＳ・ＥＳの向上に邁進して行きましょう。なるＣＳ・ＥＳの向上に邁進して行きましょう。    

最後に院長先生の温かいご理解と励まし、そして熱意あるＣＳディレクター最後に院長先生の温かいご理解と励まし、そして熱意あるＣＳディレクター最後に院長先生の温かいご理解と励まし、そして熱意あるＣＳディレクター最後に院長先生の温かいご理解と励まし、そして熱意あるＣＳディレクター

牛島先生のご指導に感謝致します。さくら会の一員として自覚と温かい心を牛島先生のご指導に感謝致します。さくら会の一員として自覚と温かい心を牛島先生のご指導に感謝致します。さくら会の一員として自覚と温かい心を牛島先生のご指導に感謝致します。さくら会の一員として自覚と温かい心を

持って日々の業務に努めて行きたい持って日々の業務に努めて行きたい持って日々の業務に努めて行きたい持って日々の業務に努めて行きたい。。。。    

    

                        

    医療法人社団医療法人社団医療法人社団医療法人社団    さくら会さくら会さくら会さくら会    医事課課長医事課課長医事課課長医事課課長    
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第第第第 4444 章章章章    

    

用語解説（補足）用語解説（補足）用語解説（補足）用語解説（補足）    

    

    

    

    

4444----1111    ブレーン・ストーミングブレーン・ストーミングブレーン・ストーミングブレーン・ストーミング    
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ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（BrainstormingBrainstormingBrainstormingBrainstorming））））    

    

奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝    

    

ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（ブレーン・ストーミング（BrainstormingBrainstormingBrainstormingBrainstorming）とは集団）とは集団）とは集団）とは集団((((小グループ小グループ小グループ小グループ))))におけるアにおけるアにおけるアにおけるア

イデア発想法のひとつであり集団思考とも呼ばれる。会議などで参加メンバイデア発想法のひとつであり集団思考とも呼ばれる。会議などで参加メンバイデア発想法のひとつであり集団思考とも呼ばれる。会議などで参加メンバイデア発想法のひとつであり集団思考とも呼ばれる。会議などで参加メンバ

ー個々が自由にアイデアを出し合うことにより、意見や発表の活性化、またー個々が自由にアイデアを出し合うことにより、意見や発表の活性化、またー個々が自由にアイデアを出し合うことにより、意見や発表の活性化、またー個々が自由にアイデアを出し合うことにより、意見や発表の活性化、また

それらの相互作用により発想の転換を生み出す方法である。それらの相互作用により発想の転換を生み出す方法である。それらの相互作用により発想の転換を生み出す方法である。それらの相互作用により発想の転換を生み出す方法である。    

    

    米国の広告代理店米国の広告代理店米国の広告代理店米国の広告代理店 BBDOBBDOBBDOBBDO（現（現（現（現 BBDOBBDOBBDOBBDO    Worldwide Inc.Worldwide Inc.Worldwide Inc.Worldwide Inc.）の副社長であった）の副社長であった）の副社長であった）の副社長であった

アレックス・アレックス・アレックス・アレックス・FFFF・オズボーン（・オズボーン（・オズボーン（・オズボーン（Alexander Faickney OsbornAlexander Faickney OsbornAlexander Faickney OsbornAlexander Faickney Osborn）が）が）が）が 1940194019401940 年前後年前後年前後年前後

に考案したもので「頭脳に突撃すること」としてブレーン・ストーミングとに考案したもので「頭脳に突撃すること」としてブレーン・ストーミングとに考案したもので「頭脳に突撃すること」としてブレーン・ストーミングとに考案したもので「頭脳に突撃すること」としてブレーン・ストーミングと

呼んだ。呼んだ。呼んだ。呼んだ。    

    

    ブレーンストーミングを行なう際には次のようなブレーンストーミングを行なう際には次のようなブレーンストーミングを行なう際には次のようなブレーンストーミングを行なう際には次のようなルールが存在する。ルールが存在する。ルールが存在する。ルールが存在する。    

    

1.1.1.1. 批判は行わない。提出されたアイデアに対する批判や判断、意見につ批判は行わない。提出されたアイデアに対する批判や判断、意見につ批判は行わない。提出されたアイデアに対する批判や判断、意見につ批判は行わない。提出されたアイデアに対する批判や判断、意見につ

いてはブレーンストーミングの最中は無視する。いてはブレーンストーミングの最中は無視する。いてはブレーンストーミングの最中は無視する。いてはブレーンストーミングの最中は無視する。    

2.2.2.2. 奔放なアイデアを歓迎する。つまらないアイデア、乱暴なアイデア、奔放なアイデアを歓迎する。つまらないアイデア、乱暴なアイデア、奔放なアイデアを歓迎する。つまらないアイデア、乱暴なアイデア、奔放なアイデアを歓迎する。つまらないアイデア、乱暴なアイデア、

見当違いなアイデアを歓迎する。見当違いなアイデアを歓迎する。見当違いなアイデアを歓迎する。見当違いなアイデアを歓迎する。    

3.3.3.3. アイデアの量を求める。アイデアは多いほどよい。アイデアの量を求める。アイデアは多いほどよい。アイデアの量を求める。アイデアは多いほどよい。アイデアの量を求める。アイデアは多いほどよい。    

4.4.4.4. 他人のアイデアを修正、改善、発展、結合する。出されたアイデアの他人のアイデアを修正、改善、発展、結合する。出されたアイデアの他人のアイデアを修正、改善、発展、結合する。出されたアイデアの他人のアイデアを修正、改善、発展、結合する。出されたアイデアの

改善案や組み合わせなども歓迎する。改善案や組み合わせなども歓迎する。改善案や組み合わせなども歓迎する。改善案や組み合わせなども歓迎する。    

一般的にブレーンストーミングは一般的にブレーンストーミングは一般的にブレーンストーミングは一般的にブレーンストーミングは 5555～～～～10101010 人程度の参加者（ストーマーとも人程度の参加者（ストーマーとも人程度の参加者（ストーマーとも人程度の参加者（ストーマーとも

いう）で行われ、その中でリーダー役の人が問題やテーマを提起し、記録係いう）で行われ、その中でリーダー役の人が問題やテーマを提起し、記録係いう）で行われ、その中でリーダー役の人が問題やテーマを提起し、記録係いう）で行われ、その中でリーダー役の人が問題やテーマを提起し、記録係

（記録専門の場合もある）が出されたアイデアを記録していく。（記録専門の場合もある）が出されたアイデアを記録していく。（記録専門の場合もある）が出されたアイデアを記録していく。（記録専門の場合もある）が出されたアイデアを記録していく。    

しかしこのブレーンストーミングは通常の会議などで簡単に行なうことがしかしこのブレーンストーミングは通常の会議などで簡単に行なうことがしかしこのブレーンストーミングは通常の会議などで簡単に行なうことがしかしこのブレーンストーミングは通常の会議などで簡単に行なうことが

できる反面、意思決定や方針を決めるのには不十分である。できる反面、意思決定や方針を決めるのには不十分である。できる反面、意思決定や方針を決めるのには不十分である。できる反面、意思決定や方針を決めるのには不十分である。    

    

    

参考インターネットサイト参考インターネットサイト参考インターネットサイト参考インターネットサイト        ITITITIT 情報マネジメント用語辞典情報マネジメント用語辞典情報マネジメント用語辞典情報マネジメント用語辞典 
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4444----2222    プレゼンテーションとはプレゼンテーションとはプレゼンテーションとはプレゼンテーションとは    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



９９ 
 

プレゼンテーション（プレゼンテーション（プレゼンテーション（プレゼンテーション（PresentationPresentationPresentationPresentation））））    

    

奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝    

    

現代には様々な情報伝達の手法・媒体が存在する。たとえば現代には様々な情報伝達の手法・媒体が存在する。たとえば現代には様々な情報伝達の手法・媒体が存在する。たとえば現代には様々な情報伝達の手法・媒体が存在する。たとえば 90909090％に迫る普％に迫る普％に迫る普％に迫る普

及率をもつ携帯電話やＣＤ、ＤＶＤ、ＵＳＢメモリー等の電子媒体がある。及率をもつ携帯電話やＣＤ、ＤＶＤ、ＵＳＢメモリー等の電子媒体がある。及率をもつ携帯電話やＣＤ、ＤＶＤ、ＵＳＢメモリー等の電子媒体がある。及率をもつ携帯電話やＣＤ、ＤＶＤ、ＵＳＢメモリー等の電子媒体がある。

また新聞、雑誌、テレビ等のメディア媒体などもそのひとつである。また新聞、雑誌、テレビ等のメディア媒体などもそのひとつである。また新聞、雑誌、テレビ等のメディア媒体などもそのひとつである。また新聞、雑誌、テレビ等のメディア媒体などもそのひとつである。    

    

プレゼンテーションは上記であげた様々な情報伝達手段のひとつである。プレゼンテーションは上記であげた様々な情報伝達手段のひとつである。プレゼンテーションは上記であげた様々な情報伝達手段のひとつである。プレゼンテーションは上記であげた様々な情報伝達手段のひとつである。

すなわち複数の聞き手に対して提案や成果、また作品や商品についての情報すなわち複数の聞き手に対して提案や成果、また作品や商品についての情報すなわち複数の聞き手に対して提案や成果、また作品や商品についての情報すなわち複数の聞き手に対して提案や成果、また作品や商品についての情報

を発表・提示し理解・納得を得るための手段をプレゼンテーションと呼んでを発表・提示し理解・納得を得るための手段をプレゼンテーションと呼んでを発表・提示し理解・納得を得るための手段をプレゼンテーションと呼んでを発表・提示し理解・納得を得るための手段をプレゼンテーションと呼んで

いる。略して「プレゼン」ともいわれる。いる。略して「プレゼン」ともいわれる。いる。略して「プレゼン」ともいわれる。いる。略して「プレゼン」ともいわれる。    

    

プレゼンテーションの方法としては、プレゼンテーターと呼ばれる話し手プレゼンテーションの方法としては、プレゼンテーターと呼ばれる話し手プレゼンテーションの方法としては、プレゼンテーターと呼ばれる話し手プレゼンテーションの方法としては、プレゼンテーターと呼ばれる話し手

が聞き手の前に立ち、パーソナルコンピューター上でプレゼンテーション用が聞き手の前に立ち、パーソナルコンピューター上でプレゼンテーション用が聞き手の前に立ち、パーソナルコンピューター上でプレゼンテーション用が聞き手の前に立ち、パーソナルコンピューター上でプレゼンテーション用

のソフトウェア操作し、それをスクリーン上に映しながら行なうというのがのソフトウェア操作し、それをスクリーン上に映しながら行なうというのがのソフトウェア操作し、それをスクリーン上に映しながら行なうというのがのソフトウェア操作し、それをスクリーン上に映しながら行なうというのが

一般的である。このプレゼンテーションで重要な点は話し手と聞き手の間で一般的である。このプレゼンテーションで重要な点は話し手と聞き手の間で一般的である。このプレゼンテーションで重要な点は話し手と聞き手の間で一般的である。このプレゼンテーションで重要な点は話し手と聞き手の間で

双方向コミュニケーションが成立していることである。これがないプレゼン双方向コミュニケーションが成立していることである。これがないプレゼン双方向コミュニケーションが成立していることである。これがないプレゼン双方向コミュニケーションが成立していることである。これがないプレゼン

テーションは情報伝達手段とは言えないであろう。テーションは情報伝達手段とは言えないであろう。テーションは情報伝達手段とは言えないであろう。テーションは情報伝達手段とは言えないであろう。    

    

このようにプレゼンテーションは情報の送り手（話し手）と受け手（聞きこのようにプレゼンテーションは情報の送り手（話し手）と受け手（聞きこのようにプレゼンテーションは情報の送り手（話し手）と受け手（聞きこのようにプレゼンテーションは情報の送り手（話し手）と受け手（聞き

手）一体感が得られ、人と人とのコミュニケーションツールにもなり得るこ手）一体感が得られ、人と人とのコミュニケーションツールにもなり得るこ手）一体感が得られ、人と人とのコミュニケーションツールにもなり得るこ手）一体感が得られ、人と人とのコミュニケーションツールにもなり得るこ

とからさまざまな情報伝達手段の中でも優れたもののひとつでとからさまざまな情報伝達手段の中でも優れたもののひとつでとからさまざまな情報伝達手段の中でも優れたもののひとつでとからさまざまな情報伝達手段の中でも優れたもののひとつであるといえる。あるといえる。あるといえる。あるといえる。    

    

    

参照インターネットサイト参照インターネットサイト参照インターネットサイト参照インターネットサイト    インターネット辞書インターネット辞書インターネット辞書インターネット辞書    WIKIPEDIAWIKIPEDIAWIKIPEDIAWIKIPEDIA    
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4444----3333    プレゼンテーション寄稿文プレゼンテーション寄稿文プレゼンテーション寄稿文プレゼンテーション寄稿文    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



１０１ 
 

準備と場数がプレゼンを変える準備と場数がプレゼンを変える準備と場数がプレゼンを変える準備と場数がプレゼンを変える    

    

    

    

プレゼンテーションに抵抗を感じる人は、多いのではないでしょうか。私プレゼンテーションに抵抗を感じる人は、多いのではないでしょうか。私プレゼンテーションに抵抗を感じる人は、多いのではないでしょうか。私プレゼンテーションに抵抗を感じる人は、多いのではないでしょうか。私

も人前で話をするのはとても苦手です。ですが、今ではプレゼンへの抵抗感も人前で話をするのはとても苦手です。ですが、今ではプレゼンへの抵抗感も人前で話をするのはとても苦手です。ですが、今ではプレゼンへの抵抗感も人前で話をするのはとても苦手です。ですが、今ではプレゼンへの抵抗感

を克服し、セミナーなどで講師を務めています。ここでは、その方法についを克服し、セミナーなどで講師を務めています。ここでは、その方法についを克服し、セミナーなどで講師を務めています。ここでは、その方法についを克服し、セミナーなどで講師を務めています。ここでは、その方法につい

てお話したいと思います。経営環境は厳しくなり、自分の仕事の意義や価値てお話したいと思います。経営環境は厳しくなり、自分の仕事の意義や価値てお話したいと思います。経営環境は厳しくなり、自分の仕事の意義や価値てお話したいと思います。経営環境は厳しくなり、自分の仕事の意義や価値

を関係者に説明する必要が増えてきました。皆様も、お客様への説明のみなを関係者に説明する必要が増えてきました。皆様も、お客様への説明のみなを関係者に説明する必要が増えてきました。皆様も、お客様への説明のみなを関係者に説明する必要が増えてきました。皆様も、お客様への説明のみな

らず、組織内部の関係者に業務に関するご自身の考えを説明する機会があるらず、組織内部の関係者に業務に関するご自身の考えを説明する機会があるらず、組織内部の関係者に業務に関するご自身の考えを説明する機会があるらず、組織内部の関係者に業務に関するご自身の考えを説明する機会がある

と思います。翻って考えると、プレゼンの機会はと思います。翻って考えると、プレゼンの機会はと思います。翻って考えると、プレゼンの機会はと思います。翻って考えると、プレゼンの機会は仕事の幅を広げ、仕事に楽仕事の幅を広げ、仕事に楽仕事の幅を広げ、仕事に楽仕事の幅を広げ、仕事に楽

しく取り組むためのチャンスにもなるのです。しく取り組むためのチャンスにもなるのです。しく取り組むためのチャンスにもなるのです。しく取り組むためのチャンスにもなるのです。    

私は、「自らの考えを人に伝え、納得いただき、物事を動かす」ことがプレ私は、「自らの考えを人に伝え、納得いただき、物事を動かす」ことがプレ私は、「自らの考えを人に伝え、納得いただき、物事を動かす」ことがプレ私は、「自らの考えを人に伝え、納得いただき、物事を動かす」ことがプレ

ゼンの目的と考えています。大勢の前で話をすると緊張もしますし、聞き手ゼンの目的と考えています。大勢の前で話をすると緊張もしますし、聞き手ゼンの目的と考えています。大勢の前で話をすると緊張もしますし、聞き手ゼンの目的と考えています。大勢の前で話をすると緊張もしますし、聞き手

は各々異なる考えを持っていますので、プレゼンを成功させることは容易では各々異なる考えを持っていますので、プレゼンを成功させることは容易では各々異なる考えを持っていますので、プレゼンを成功させることは容易では各々異なる考えを持っていますので、プレゼンを成功させることは容易で

はありません。この１年間を振り返ると、小規模な勉強会からはありません。この１年間を振り返ると、小規模な勉強会からはありません。この１年間を振り返ると、小規模な勉強会からはありません。この１年間を振り返ると、小規模な勉強会から 100100100100 名以上に名以上に名以上に名以上に

ご参加いただいたセミナーまでご参加いただいたセミナーまでご参加いただいたセミナーまでご参加いただいたセミナーまで 20202020 回以上はプレゼンを行いました。今では会回以上はプレゼンを行いました。今では会回以上はプレゼンを行いました。今では会回以上はプレゼンを行いました。今では会

場を見渡しながら落ち着いて話ができるようになりましたが、社会人になり場を見渡しながら落ち着いて話ができるようになりましたが、社会人になり場を見渡しながら落ち着いて話ができるようになりましたが、社会人になり場を見渡しながら落ち着いて話ができるようになりましたが、社会人になり

たての頃は本当に緊張しました。たての頃は本当に緊張しました。たての頃は本当に緊張しました。たての頃は本当に緊張しました。    

経験上、プレゼンには十分な準備と場数が重要だと考えます。過去に２回、経験上、プレゼンには十分な準備と場数が重要だと考えます。過去に２回、経験上、プレゼンには十分な準備と場数が重要だと考えます。過去に２回、経験上、プレゼンには十分な準備と場数が重要だと考えます。過去に２回、

代役で担当外の会議に出席したことがあります。発表中は終始緊張、思った代役で担当外の会議に出席したことがあります。発表中は終始緊張、思った代役で担当外の会議に出席したことがあります。発表中は終始緊張、思った代役で担当外の会議に出席したことがあります。発表中は終始緊張、思った

ように話せず、「自分が理解してないことは人に説明できない」ということをように話せず、「自分が理解してないことは人に説明できない」ということをように話せず、「自分が理解してないことは人に説明できない」ということをように話せず、「自分が理解してないことは人に説明できない」ということを

改めて痛感しました。プレゼンでは一方的に話すのではなく、聞き手に内容改めて痛感しました。プレゼンでは一方的に話すのではなく、聞き手に内容改めて痛感しました。プレゼンでは一方的に話すのではなく、聞き手に内容改めて痛感しました。プレゼンでは一方的に話すのではなく、聞き手に内容

を理解いただき、頭に残る説明が求められます。では、どうすればよいのでを理解いただき、頭に残る説明が求められます。では、どうすればよいのでを理解いただき、頭に残る説明が求められます。では、どうすればよいのでを理解いただき、頭に残る説明が求められます。では、どうすればよいので

しょうか。私は、①聞き手の最大公約の関心事を探る、②ストーリーを作る、しょうか。私は、①聞き手の最大公約の関心事を探る、②ストーリーを作る、しょうか。私は、①聞き手の最大公約の関心事を探る、②ストーリーを作る、しょうか。私は、①聞き手の最大公約の関心事を探る、②ストーリーを作る、

③伝えたい内容を３点にまとめるといったことを強く意識して準備をします。③伝えたい内容を３点にまとめるといったことを強く意識して準備をします。③伝えたい内容を３点にまとめるといったことを強く意識して準備をします。③伝えたい内容を３点にまとめるといったことを強く意識して準備をします。

さらに、発表内容を十分に理解しさらに、発表内容を十分に理解しさらに、発表内容を十分に理解しさらに、発表内容を十分に理解した上で、場合によってはセミナー会場をイた上で、場合によってはセミナー会場をイた上で、場合によってはセミナー会場をイた上で、場合によってはセミナー会場をイ

メージしながらメージしながらメージしながらメージしながら 30303030 回ほど復唱します。回ほど復唱します。回ほど復唱します。回ほど復唱します。    

十分な準備に加えて、場数を踏むことも重要です。「習うより慣れろ」で、十分な準備に加えて、場数を踏むことも重要です。「習うより慣れろ」で、十分な準備に加えて、場数を踏むことも重要です。「習うより慣れろ」で、十分な準備に加えて、場数を踏むことも重要です。「習うより慣れろ」で、

自ら機会を作って場数を踏むと、プレゼンは格段に上達します。ただ、習う自ら機会を作って場数を踏むと、プレゼンは格段に上達します。ただ、習う自ら機会を作って場数を踏むと、プレゼンは格段に上達します。ただ、習う自ら機会を作って場数を踏むと、プレゼンは格段に上達します。ただ、習う

ことも必要で、私はプレゼン研修に参加して基礎を学んだり、分かりやすいことも必要で、私はプレゼン研修に参加して基礎を学んだり、分かりやすいことも必要で、私はプレゼン研修に参加して基礎を学んだり、分かりやすいことも必要で、私はプレゼン研修に参加して基礎を学んだり、分かりやすい

ジェトロ・ブリュッセルセンタージェトロ・ブリュッセルセンタージェトロ・ブリュッセルセンタージェトロ・ブリュッセルセンター    清水幹彦（在欧主任調査清水幹彦（在欧主任調査清水幹彦（在欧主任調査清水幹彦（在欧主任調査

研究員）研究員）研究員）研究員）    

1994199419941994 年年年年 1111 月～月～月～月～96969696 年年年年 5555 月ジェトロ金沢、ドイツ国研修生など月ジェトロ金沢、ドイツ国研修生など月ジェトロ金沢、ドイツ国研修生など月ジェトロ金沢、ドイツ国研修生など

を経てを経てを経てを経て 98989898 年年年年 9999 月～月～月～月～04040404 年年年年 10101010 月デュッセルドルフセンター、月デュッセルドルフセンター、月デュッセルドルフセンター、月デュッセルドルフセンター、

04040404 年年年年 11111111 月～月～月～月～06060606 年年年年 9999 月海外調査部調査企画課を経て月海外調査部調査企画課を経て月海外調査部調査企画課を経て月海外調査部調査企画課を経て 06060606 年年年年 9999

月より現職。早稲田大学大学院商学研究科（経営学修士）月より現職。早稲田大学大学院商学研究科（経営学修士）月より現職。早稲田大学大学院商学研究科（経営学修士）月より現職。早稲田大学大学院商学研究科（経営学修士）    
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プレゼンテーターに出会うと、なぜ良かったのか考え、その手法を取り入れプレゼンテーターに出会うと、なぜ良かったのか考え、その手法を取り入れプレゼンテーターに出会うと、なぜ良かったのか考え、その手法を取り入れプレゼンテーターに出会うと、なぜ良かったのか考え、その手法を取り入れ

たりしています。たりしています。たりしています。たりしています。    

本番では「明るく、はっきり、ゆっくりと」と自分に言い聞かせます。も本番では「明るく、はっきり、ゆっくりと」と自分に言い聞かせます。も本番では「明るく、はっきり、ゆっくりと」と自分に言い聞かせます。も本番では「明るく、はっきり、ゆっくりと」と自分に言い聞かせます。も

ちろん、毎回反省点もありますので、次回で改善します。プレゼンは、準備ちろん、毎回反省点もありますので、次回で改善します。プレゼンは、準備ちろん、毎回反省点もありますので、次回で改善します。プレゼンは、準備ちろん、毎回反省点もありますので、次回で改善します。プレゼンは、準備

と場数を通しと場数を通しと場数を通しと場数を通して必ず上達し、自分の考える方向へと仕事を動かす手段としてて必ず上達し、自分の考える方向へと仕事を動かす手段としてて必ず上達し、自分の考える方向へと仕事を動かす手段としてて必ず上達し、自分の考える方向へと仕事を動かす手段として

力を発揮します。皆様も積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。拙い力を発揮します。皆様も積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。拙い力を発揮します。皆様も積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。拙い力を発揮します。皆様も積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。拙い

経験を紹介させていただきましたが、「私もやってみよう」と一人でも思って経験を紹介させていただきましたが、「私もやってみよう」と一人でも思って経験を紹介させていただきましたが、「私もやってみよう」と一人でも思って経験を紹介させていただきましたが、「私もやってみよう」と一人でも思って

いただけたとしたら幸いです。いただけたとしたら幸いです。いただけたとしたら幸いです。いただけたとしたら幸いです。    

    

2008200820082008 年年年年 2222 月月月月 25252525 日日日日    
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第第第第 5555 章章章章    参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献参考文献と推奨文献    
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・「エム・ケイ株式会社」・「エム・ケイ株式会社」・「エム・ケイ株式会社」・「エム・ケイ株式会社」    

    慶應義塾大学ビジネス・スクール慶應義塾大学ビジネス・スクール慶應義塾大学ビジネス・スクール慶應義塾大学ビジネス・スクール        金顕哲金顕哲金顕哲金顕哲    比嘉幸嗣比嘉幸嗣比嘉幸嗣比嘉幸嗣    

    

・「慶應ビジネス・スクール・「慶應ビジネス・スクール・「慶應ビジネス・スクール・「慶應ビジネス・スクール    高木晴夫教授のＭ高木晴夫教授のＭ高木晴夫教授のＭ高木晴夫教授のＭBABABABA 授業授業授業授業 LIVELIVELIVELIVE マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

論」論」論」論」    

                                                                        高木晴夫高木晴夫高木晴夫高木晴夫    中経出版中経出版中経出版中経出版    2002200220022002 年年年年    

    

・「ニワトリを殺すな」・「ニワトリを殺すな」・「ニワトリを殺すな」・「ニワトリを殺すな」                                ケビン・ケビン・ケビン・ケビン・DDDD・ワン・ワン・ワン・ワン    幻冬舎幻冬舎幻冬舎幻冬舎    2003200320032003 年年年年    

    

・「ブーメランの法則」・「ブーメランの法則」・「ブーメランの法則」・「ブーメランの法則」                        ファーガル・クインかんき出版ファーガル・クインかんき出版ファーガル・クインかんき出版ファーガル・クインかんき出版    2002200220022002 年年年年    

        

・「顧客ロイヤルティの経営」・「顧客ロイヤルティの経営」・「顧客ロイヤルティの経営」・「顧客ロイヤルティの経営」                佐藤佐藤佐藤佐藤    知恭知恭知恭知恭    日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社    2000200020002000 年年年年    

        

・「サービスマネジメント入門」・「サービスマネジメント入門」・「サービスマネジメント入門」・「サービスマネジメント入門」                    近藤近藤近藤近藤    隆雄隆雄隆雄隆雄    生産性出版生産性出版生産性出版生産性出版    2007200720072007 年年年年    

    

・「・「・「・「2006200620062006 年年年年 CSCSCSCS アニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポートアニュアルレポート    

～地域からの高い評価を目指して～」～地域からの高い評価を目指して～」～地域からの高い評価を目指して～」～地域からの高い評価を目指して～」    

    森田森田森田森田    孝文孝文孝文孝文    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    2007200720072007 年年年年    

    

・「・「・「・「2007200720072007 年年年年    アニュアルレポート」アニュアルレポート」アニュアルレポート」アニュアルレポート」    

森田森田森田森田    孝文孝文孝文孝文    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    2008200820082008 年年年年    

    

・・・・「「「「2008200820082008 年度・年度・年度・年度・2009200920092009 年度年度年度年度    CSCSCSCS アニュアルレポート」アニュアルレポート」アニュアルレポート」アニュアルレポート」    

森田森田森田森田    孝文孝文孝文孝文    さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会プロジェクト委員会    2009200920092009 年年年年    

    

・「ナットアイランド症候群」の悲劇～模範的チームはなぜ失敗したのか・「ナットアイランド症候群」の悲劇～模範的チームはなぜ失敗したのか・「ナットアイランド症候群」の悲劇～模範的チームはなぜ失敗したのか・「ナットアイランド症候群」の悲劇～模範的チームはなぜ失敗したのか    

著者著者著者著者    ハーバード大学・メディカル・スクール副学長ハーバード大学・メディカル・スクール副学長ハーバード大学・メディカル・スクール副学長ハーバード大学・メディカル・スクール副学長    

ポールポールポールポール    ＦＦＦＦ. . . . レビーレビーレビーレビー    Paul F. LevyPaul F. LevyPaul F. LevyPaul F. Levy    

    

・「リーダーシップの新しい使命」・「リーダーシップの新しい使命」・「リーダーシップの新しい使命」・「リーダーシップの新しい使命」    

著者著者著者著者    ハーバード大学・ションＦ．ケネデイ行政大学院ハーバード大学・ションＦ．ケネデイ行政大学院ハーバード大学・ションＦ．ケネデイ行政大学院ハーバード大学・ションＦ．ケネデイ行政大学院    上級講師上級講師上級講師上級講師    

                ロナルドロナルドロナルドロナルド    Ａ．ハイフェッツＡ．ハイフェッツＡ．ハイフェッツＡ．ハイフェッツ Ronald A. HeifetzRonald A. HeifetzRonald A. HeifetzRonald A. Heifetz    

                オイスター・インターナシヨナルオイスター・インターナシヨナルオイスター・インターナシヨナルオイスター・インターナシヨナル    共同創業者共同創業者共同創業者共同創業者    

                ドナルドドナルドドナルドドナルド    Ｌ．ローリーＬ．ローリーＬ．ローリーＬ．ローリー    Donald L. LaurieDonald L. LaurieDonald L. LaurieDonald L. Laurie    

・「マネジャーの期待と信頼が部下を育てる」～ピグマリオン・マネジメント・「マネジャーの期待と信頼が部下を育てる」～ピグマリオン・マネジメント・「マネジャーの期待と信頼が部下を育てる」～ピグマリオン・マネジメント・「マネジャーの期待と信頼が部下を育てる」～ピグマリオン・マネジメント    

著者著者著者著者    元ハーバード大学・ビジネススクール教授元ハーバード大学・ビジネススクール教授元ハーバード大学・ビジネススクール教授元ハーバード大学・ビジネススクール教授    

                Ｊ．スターリング・リビングストンＪ．スターリング・リビングストンＪ．スターリング・リビングストンＪ．スターリング・リビングストン    J. Sterling LivingstonJ. Sterling LivingstonJ. Sterling LivingstonJ. Sterling Livingston    
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・「エビデンス・マネジメントとは何か」～組織は顧客のためにある・「エビデンス・マネジメントとは何か」～組織は顧客のためにある・「エビデンス・マネジメントとは何か」～組織は顧客のためにある・「エビデンス・マネジメントとは何か」～組織は顧客のためにある    

著者著者著者著者    テキサスＡ＆Ｍ大学テキサスＡ＆Ｍ大学テキサスＡ＆Ｍ大学テキサスＡ＆Ｍ大学    教授教授教授教授    

            レオナルドレオナルドレオナルドレオナルド    Ｌ．ベリーＬ．ベリーＬ．ベリーＬ．ベリー    Leonard L. BerryLeonard L. BerryLeonard L. BerryLeonard L. Berry    

                            オハイオ州立大学オハイオ州立大学オハイオ州立大学オハイオ州立大学    助教授助教授助教授助教授    

                        ニーリ・ベンダプデイニーリ・ベンダプデイニーリ・ベンダプデイニーリ・ベンダプデイ    Neeli BendapudiNeeli BendapudiNeeli BendapudiNeeli Bendapudi    

    

・「コーチングの技術・「コーチングの技術・「コーチングの技術・「コーチングの技術    上司と部下の人間学』上司と部下の人間学』上司と部下の人間学』上司と部下の人間学』        講談社講談社講談社講談社    菅原裕子菅原裕子菅原裕子菅原裕子    2004200420042004 年年年年    

    

・「サービスが伝説になる時―顧客満足はリーダーシップで決まる」・「サービスが伝説になる時―顧客満足はリーダーシップで決まる」・「サービスが伝説になる時―顧客満足はリーダーシップで決まる」・「サービスが伝説になる時―顧客満足はリーダーシップで決まる」    

ベッツィ・ベッツィ・ベッツィ・ベッツィ・AAAA・サンダース・サンダース・サンダース・サンダース    和田正春和田正春和田正春和田正春((((訳訳訳訳))))    ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社    1996199619961996 年年年年    

    

・「真実の瞬間」・「真実の瞬間」・「真実の瞬間」・「真実の瞬間」    ヤン・カールヤン・カールヤン・カールヤン・カールソンソンソンソン    堤猶二堤猶二堤猶二堤猶二((((訳訳訳訳))))    ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社    1990199019901990 年年年年    

    

・「決断と実行のリーダーシップ」・「決断と実行のリーダーシップ」・「決断と実行のリーダーシップ」・「決断と実行のリーダーシップ」    

ノール・Ｍ・ティシー、ウォレン・Ｇ・ベニスノール・Ｍ・ティシー、ウォレン・Ｇ・ベニスノール・Ｍ・ティシー、ウォレン・Ｇ・ベニスノール・Ｍ・ティシー、ウォレン・Ｇ・ベニス    

ハーバードビジネスレビューハーバードビジネスレビューハーバードビジネスレビューハーバードビジネスレビュー    ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社ダイヤモンド社    2008200820082008 年年年年    

    

・・・・DVDDVDDVDDVD    

    「変化に対応５Ｓ：意識変革編」「変化に対応５Ｓ：意識変革編」「変化に対応５Ｓ：意識変革編」「変化に対応５Ｓ：意識変革編」    

「変化に対応５Ｓ：再構築編」「変化に対応５Ｓ：再構築編」「変化に対応５Ｓ：再構築編」「変化に対応５Ｓ：再構築編」    

「変化に対応５Ｓ：定着発展編」「変化に対応５Ｓ：定着発展編」「変化に対応５Ｓ：定着発展編」「変化に対応５Ｓ：定着発展編」    

「輝きと感動を創造する病院「輝きと感動を創造する病院「輝きと感動を創造する病院「輝きと感動を創造する病院    ～青梅慶友病院」～青梅慶友病院」～青梅慶友病院」～青梅慶友病院」    

以上以上以上以上    PHPPHPPHPPHP 研究所研究所研究所研究所    

    

「感動伝説を生むサービス！ザ・リッツ・カールトン大阪」（前・後編）「感動伝説を生むサービス！ザ・リッツ・カールトン大阪」（前・後編）「感動伝説を生むサービス！ザ・リッツ・カールトン大阪」（前・後編）「感動伝説を生むサービス！ザ・リッツ・カールトン大阪」（前・後編）    

        ㈱ブロックス㈱ブロックス㈱ブロックス㈱ブロックス    
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終わりに終わりに終わりに終わりに    

    

奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝奥濱義孝    

    

「地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、「地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、「地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、「地域社会から高い評価を受け、職員が生きがいを感じて、    

職務に励む、温かなさくら会」職務に励む、温かなさくら会」職務に励む、温かなさくら会」職務に励む、温かなさくら会」    

    

    これが私たちさくら会のビジョンです。昨今の社会情勢は『地域のちから』これが私たちさくら会のビジョンです。昨今の社会情勢は『地域のちから』これが私たちさくら会のビジョンです。昨今の社会情勢は『地域のちから』これが私たちさくら会のビジョンです。昨今の社会情勢は『地域のちから』

がキーワードになっていると感じます。あの忘れることのできないがキーワードになっていると感じます。あの忘れることのできないがキーワードになっていると感じます。あの忘れることのできないがキーワードになっていると感じます。あの忘れることのできない 1111 年前の年前の年前の年前の

3.113.113.113.11    東日本大震災でも復興の原動力となったのが『地域のちから』でした。東日本大震災でも復興の原動力となったのが『地域のちから』でした。東日本大震災でも復興の原動力となったのが『地域のちから』でした。東日本大震災でも復興の原動力となったのが『地域のちから』でした。

さくら会はこの『地域のちから』に貢献するために、さくら会はこの『地域のちから』に貢献するために、さくら会はこの『地域のちから』に貢献するために、さくら会はこの『地域のちから』に貢献するために、9999 年間年間年間年間 CSCSCSCS マネジメンマネジメンマネジメンマネジメン

ト活動を継続してきました。そしてここト活動を継続してきました。そしてここト活動を継続してきました。そしてここト活動を継続してきました。そしてここ 2222 年間のさくら会年間のさくら会年間のさくら会年間のさくら会 CSCSCSCS マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

活動をまとめたのものが、本刊活動をまとめたのものが、本刊活動をまとめたのものが、本刊活動をまとめたのものが、本刊 2010201020102010、、、、2011201120112011 年度さくら会年度さくら会年度さくら会年度さくら会 CSCSCSCS アニュアル・アニュアル・アニュアル・アニュアル・

リリリリポートポートポートポート(A. R)(A. R)(A. R)(A. R)であります。であります。であります。であります。    

    今回、今回、今回、今回、4444 冊目となるさくら会冊目となるさくら会冊目となるさくら会冊目となるさくら会 CSCSCSCS    A. RA. RA. RA. R は、各チームの執筆者の方々が大は、各チームの執筆者の方々が大は、各チームの執筆者の方々が大は、各チームの執筆者の方々が大

変な労力と時間を費やし、努力と研鑽を重ねて創りあげたものです。特に今変な労力と時間を費やし、努力と研鑽を重ねて創りあげたものです。特に今変な労力と時間を費やし、努力と研鑽を重ねて創りあげたものです。特に今変な労力と時間を費やし、努力と研鑽を重ねて創りあげたものです。特に今

回の回の回の回の A.RA.RA.RA.R は過去になかったほど難産の末、生み出されたものと言ってもよいは過去になかったほど難産の末、生み出されたものと言ってもよいは過去になかったほど難産の末、生み出されたものと言ってもよいは過去になかったほど難産の末、生み出されたものと言ってもよい

でしょう。この場を借りて執筆者の皆様に感謝の気持ちと称賛を送りたいとでしょう。この場を借りて執筆者の皆様に感謝の気持ちと称賛を送りたいとでしょう。この場を借りて執筆者の皆様に感謝の気持ちと称賛を送りたいとでしょう。この場を借りて執筆者の皆様に感謝の気持ちと称賛を送りたいと

思います。思います。思います。思います。    

    最後になりましたが、私にさくら会最後になりましたが、私にさくら会最後になりましたが、私にさくら会最後になりましたが、私にさくら会 CSCSCSCS    A. RA. RA. RA. R の刊行という機会を与えての刊行という機会を与えての刊行という機会を与えての刊行という機会を与えて

いただいた森田孝文さくら会理事長、執筆指導に多大な時間を割き、ご尽力いただいた森田孝文さくら会理事長、執筆指導に多大な時間を割き、ご尽力いただいた森田孝文さくら会理事長、執筆指導に多大な時間を割き、ご尽力いただいた森田孝文さくら会理事長、執筆指導に多大な時間を割き、ご尽力

いただいた牛島秀一ディレクター、また編集業務に携わいただいた牛島秀一ディレクター、また編集業務に携わいただいた牛島秀一ディレクター、また編集業務に携わいただいた牛島秀一ディレクター、また編集業務に携わっていただいた笹井、っていただいた笹井、っていただいた笹井、っていただいた笹井、

中西、両編集員、原稿依頼を引き受けていただいた中西、両編集員、原稿依頼を引き受けていただいた中西、両編集員、原稿依頼を引き受けていただいた中西、両編集員、原稿依頼を引き受けていただいた CSCSCSCS マネジメント委員会マネジメント委員会マネジメント委員会マネジメント委員会

の方々にお礼を申し上げて、私の謝辞に代えさせていただきます。ありがとの方々にお礼を申し上げて、私の謝辞に代えさせていただきます。ありがとの方々にお礼を申し上げて、私の謝辞に代えさせていただきます。ありがとの方々にお礼を申し上げて、私の謝辞に代えさせていただきます。ありがと

うございました。うございました。うございました。うございました。    

    

    

さくら会さくら会さくら会さくら会 CSCSCSCS    A.RA.RA.RA.R 編修責任者編修責任者編修責任者編修責任者    

森田病院放射線科技師長森田病院放射線科技師長森田病院放射線科技師長森田病院放射線科技師長    

    

 


