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平成18年5月29日付けで、当院は財団
法人日本医療機能評価機構より病院
機能評価（Ver4.0）認定をいただきました。

日本医療機能評価機構

当院は日本医療機能
評価機構認定病院です。



外 来 部 門 の 取 り 組 み
当院では、質の高い医療を提供するのはもちろんのこと、
患者様にご満足いただけるような病院を目指して
スタッフ一同取り組んでおります。

～待ち時間調査～
待ち時間状況を把握・分析し
改善できるよう検討しています。

～雑　誌～
待ち時間苦痛緩和の為、癒しを
テーマにした、雑誌を置いております。先
日、外来雑誌アンケートを行い、
好みの雑誌を調査し、今後に
活用させて頂きます。



その他、ＢGMやスタッフ
による声かけなど、患者
様の不安を和らげるよう
に努めています。
ご意見・ご要望がござい
ましたら、お気軽にスタッ
フへお声かけください。

患者さまにご意見を頂き、
購入いたしました。耳にあ
てるだけ！！会話や音が大
きく聞こえる携帯助聴器
（イヤホンでの使用もで
きます）ご使用を希望さ
れる方は、当院スタッフま
で。他の方がご使用され
ている場合は、お貸しでき
ないこともございますの
でご了承ください。

～患者様満足度調査～
毎年、テーマを決め、アンケート調査を行い、
患者様・ご家族様のご意見・ご感想を頂いております。
★要望の中の一例★
「耳が遠いため少し聞こえやすいようにして下さい。」との
ご意見に対し、ボイスメッセを置きました。
（携帯助聴器）

～ボイスメッセ～



▲ポスターを作成、病棟に掲示
　内容は当日まで秘密！

★ クッキングスタート★
今回のメニューはソフト食『タラの照り焼き』料理を作る
様子をなかなか観る機会がない患者様、興味津々の様子

▲いよいよ当日
　まずは手品を交えたごあいさつ

▲最後はみんなで試食です。
　『おいしいよ～』との声
　この言葉がなによりも
　嬉しいですよね

『ソフト食どうやって作っているの？？』

▲ソフト食
　『タラの照り焼き』完成！！

病棟
クッキング

で
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Start!!

昨年よりソフト食の紹介をしてきましたが、患者様・食事を介助している方から「ソ

フト食ってどうやって作っているの？？何が入っているの？？」と質問されることがあり

ました。この疑問にお答えしたい！！と思い当院栄養課の管理栄養士が企画した

のが今回の【病棟でソフト食を作ろう】という企画です。実際に病棟で作り、観て試食していただき、魚を

蒸す湯気やタレ作っているときのしょうゆの香りなど鼻・目・耳など体を使って直接感じていただき、食事を

より楽しんでいただくことを目的としました。今回はその様子をレポートします。



ハーブを
楽しむ
～シソ～

①里芋は塩を加えたお湯で竹串がすっと通る程度に柔らかくゆで、熱いうちに皮をむきつぶす。
②枝豆はゆでてさやと薄皮を除き、袋にいれ軽く身をたたく。
③①・②を合わせて８等分し形を作り、片栗粉をまぶす。
④衣を作り、多めの油で揚げ焼きにする。ほんのり色づけば完成。塩をつけていただきまーす！！

●里芋
●枝豆
●片栗粉

・・・・・・・・・・・・・２００ｇ
・・・・・・・・・・・・・１６０ｇ

・・・・・・・・・・・ 適量

●小麦粉
●塩
●水

・・大さじ２強（２０ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・ 少量
・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

も う 一 品

作り方

～枝豆と里芋で夏の疲れを吹き飛ばす！！～

里芋と枝豆の合わせ揚げ

シソは古くから日本に自生するハーブで、昔から色々な薬効が認められていま

す。βカロチンが大量に含まれるほか、ビタミンＢ群のうちＢ１、Ｂ２、Ｂ６、ビタミンＣ、

Ｅ、Ｋも多く、ナイアシンも含みます。カルシウムが豊富で、鉄、カリウム、マグネシウ

ム、亜鉛なども含まれ、人体に必要なほとんどの成分が含まれていると言っても

良いほどです。シソは刺身などの薬味で使われることが多いですが、これはシソ

の香り成分であるペリルアルデヒドが強い抗菌・防腐作用をもち、食中毒を予防すると言われているためで

す。また、消化酵素の分泌を促し食欲を増進させるため、夏バテ防

止にもなり、これからの季節にはぴったりのハーブと言えます。シソ

に豊富に含まれているβカロチンは、油で炒めたり揚げたりすること

でビタミンAとしての吸収率が高まりますし、肉や魚の臭みも消して

くれます。薬味としてだけでなく、肉や魚と一緒に調理したり、サラダ

やパスタの材料として利用して、シソの香りを楽しみながら、その豊

富な栄養素を摂取してみてはいかかでしょうか。

材料と分量
（4人分）

衣



当院では院内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、足利富士見台病院医療安全管
理委員会を平成12年より設置、活動しています。患者様の安全を守ることを最優先と考え、専門性と安全性の
高い医療を提供する努力を続けております。

他に医療機器安全管理責任者、医薬品安全管理責任者・院内
感染防止対策委員会などの各種委員会と協力しながら、院内の
医療安全管理活動を推進しています。

ラップ療法ってなに？？
ラップ療法とはフィルム材、食品用ラップを用いて、傷に直接貼って治療する方法です。
従来、傷に対しては水圧をかけたり、消毒をしたり、ガーゼを当てていましたが、逆に皮ふを削っていました。しかし、
それではいつまでたっても傷は治りません。ラップ療法は、湿潤環境（ラップと傷の間に水膜が保たれている状態）
を維持し、傷の圧迫を防ぎ、表面を削りません。ラップ療法は傷を保護する理想的な治療法となっています。

病院長　　医療安全推進者（有資格者２名）　　各部門長・課長
看護師長　　コメディカルスタッフ

安全で安心な医療を推進し、地域に根ざした医療を実現する
ために医療安全管理対策を総合的に企画、実施する。

１．毎月１回の委員会の開催と運営
２．インシデントレポートの収集と分析
３．事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知
４．月報の発行・・・現在８５号となりました
５．医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修
６．医療安全管理指針・医療安全管理マニュアル（現在第３版）の策定

足利富士見台病院　医療安全管理委員会のご紹介

構成メンバー

目 的

活 動 内 容

活動報告
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

・経済的に安価
・無痛・ヒリヒリしない
・複雑な形にも対応
・傷を閉鎖しないため、
 　感染創にも可能
・処置が簡単

○切りキズ
○すりキズ
○やけど・床すれ・
　ただれ

①水道水で洗う
②キズより５ミリ位
　大きくラップを貼る
③周囲をテープで
　とめる

～褥瘡防止対策委員会より～

当院では、医師と看護師で褥瘡防止チームを組み、治療にあたっております。

サランラップで傷が治る!!

☆良い所 ★こんなもの
も治る

◇方法

15mラップ



医療福祉のご相談
医療福祉に関する相談を
ソーシャルワーカーが受けております。
患者様ご本人様、ご家族様ご利用になれます。
ご相談を希望される方は、スタッフに申し出るか、
直接ご連絡ください。
相談は原則として、予約制とさせていただきます。
ご相談になった個人情報は厳守いたします。

地域連携の窓口として「地域連携室」をぜひこ利用ください。

地域連携室ではご紹介いただいた患者様の診療が
スムーズに行われるよう、事前予約受付とカルテ作成等の準備や
紹介患者様の報告書・診療情報提供書等の発送、
紹介元の先生方からの患者様紹介に関する
お問い合わせの対応などを行っております。

当院、ホームページより当院紹介状（診療情報提供書）が
ダウンロードできますので、ご利用ください。

【地域連携室】

◎地域連携室◎
TEL：0284-62-2448（代表）
FAX：0284-62-9608
◎電話・FAX受付時間◎
月曜日～土曜日…8:30～17:00

医療機関及び施設の方へ

http://www.negishikai.com/top/kikan.html
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Access Map

桐生方面より
お越しの方
●旧50号を足利方面へ進
み、郵便局前看板を左折。
●国道50号を足利方面へ
進み、ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ交差点を左
折し葉鹿橋を渡り、2つ目の
信号を右折し中古車ｾﾝﾀｰを
左折。

大泉・館林方面より
お越しの方
●国道122号を足利方面へ
進み、国道50号交差点を直
進し鹿島橋を渡り、T字路を
左折し郵便局前看板を右
折。

足利・佐野方面より
お越しの方
●旧50号を桐生方面へ進
み、郵便局前看板を右折。
●国道50号を桐生方面へ進
み、ﾎﾞﾙﾎ を゙左手に見て100m
先側道に入り、交差点を右
折。鹿島橋を渡り、T字路を左
折し、郵便局前看板を右折。

心療内科　神経科　内科　精神科
診療科目

●不眠や不安に関する健康相談
●ストレスに関する健康相談（職場・家庭・育児・学校・仕事など）
●老年期（物忘れ）に関する健康相談

受付時間
【午前の部】
 8:30～11:30
 （※初診の方11:00まで）

【午後の部】
13:30～15:30
 （※初診の方14:30まで）

診察開始時間

（休診）
土曜午後・日曜・祝日

【午前の部】 9:00～
【午後の部】14:00～

足利富士見台病院「理念」 
*私達は、患者様のこころと体のお悩みに寄り
添い、安心して治療に専念出来る環境の中
で、専門医療と、こころのかよいあう看護の提
供をめざします。 
*患者様のご家族様を支えてまいります。 
*地域の皆様とのふれあいを通して、病気の予
防に努めてまいります。 

上記理念に基づいて以下の
行動規範をもうけております。 

P-medical
私たちは常に患者様を優先します。全ては患
者様（Patient）のためにある精神医療をめざ
すという意味でＰをキーワードにおいています。

PEACE
こころ安らぐ治療空間をめざします
【place】緑多い、癒しの環境での医療を提
供します
【personal】患者様ごとのご病状・ご要望に
あわせた、治療・施設を提供します
【pastime】レクリエーション等、楽しみの場面
を提供します

PARTNER
共に歩む医療をめざします
【pang】患者様の心の痛みを感じます
【participate】患者様を支えるご家族様のお
気持ちに配慮します
【plan】治療の方針を患者様・ご家族様・他
機関の皆様とともに考えます

PROTECT
患者様をまもるためにつとめます
【prejudice】病気への偏見から患者様を守
るようつとめます
【privacy】患者様のプライバシーを守るよう
つとめます
【prevent】地域の皆様の病気予防につとめ
ます

PRIDE
患者様によりよい医療を提供するために誇り
をもってとりくみます
【professional】専門のスタッフが高水準の
治療の提供に努めます
【positive】さらなる向上をめざして学び、努力
し続けます
【power】元気に明るく、アットホームな治療
空間の提供に努めます

Ashikaga
Fujimidai
Hospital

医療法人
根 岸 会

□老人性認知症センター☎0284-62-7775 □ストレスケアセンター

初診の方は、お電話にてのご予約をお願いいたします。


	p_01.pdf
	p_02.pdf
	p_03.pdf
	p_04.pdf
	p_05.pdf
	p_06.pdf
	p_07.pdf
	p_08.pdf

