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茨城県 県西総合病院

○市村恵子 佐藤雅美 鈴木るみ子

外来接遇自己評価表を用いた
接遇への取り組み

はじめに
外来中は…

業務に追われて慌しい

余裕がなくなると

言葉や態度が一方的になり、笑顔がなくなる

ほんの数分間の関わりが

看護師の第一印象となる

病院全体の悪い印象を形成する可能性がある

Ⅰ　はじめに
外来中は業務に追われて慌しくなります。余裕が

なくなると言葉や態度が一方的になり、笑顔がなく
なることがあります。ほんの数分の関わりが看護師
の第一印象となり、病院全体の悪い印象を形成する
可能性があります。

また、院内接遇委員会が実施した患者満足度調査
の中で、外来の看護師は「つっけんどんで温かみが
感じられない」「あまり愛想が良くない」「対応が悪
い」と、患者さんからの意見があげられ、再度接遇
について振り返ることが出来たので報告します。

研究目的
自分の問題として、課題に取り組む必要がある
自身の接遇を振り返り、改善すべき課題を明らかにする

研究方法
対象 ： 外来職員 名

調査期間 ： 平成 年 月 日～ 日（ 日間）

調査方法 ： 接遇に対する自己評価表を作成・配布・
集計 （回収率 ％）

分析方法 ： カテゴリー別の平均値を出し、標準偏差
（ＳＤ）を集計
各自評価・平均値の算出

Ⅱ　研究目的
患者が求めるよりよい接遇へのアプローチ法を考

えるため、自分の問題として課題に取り組む必要が
あると考えました。今回は、自己評価表を用いて自
分自身の接遇を振り返り、改善すべき課題を明らか
にしました。

Ⅲ　研究方法
１．対象　　：外来職員 27名
２．調査期間：平成26年9月19 〜 25日まで（７日間）
３．調査方法：外来業務の接遇を意識した自己評価

表を作成し、配布・回収しました（回
収率100％）

４．分析方法：１）カテゴリー別の平均値を出し、
標準偏差（ＳＤ）を行いました
２）各自評価・平均値の算出をしま
した

調査内容
①接遇に関する１７項目について 件法で回答

②質問内容を

「笑顔」 「挨拶」 「言葉遣い」 「態度」

「自己コントロール」の５つのカテゴリーに分類
 

③平均値を集計し、グラフ化

④個人の平均値の最も高いカテゴリー

個人の平均値の最も低いカテゴリー

を記入 複数回答）
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調査内容は
①接遇に関する17項目について5件法で回答
②質問内容を「笑顔」「挨拶」「言葉遣い」「態度」「自

己コントロール」の5つのカテゴリーに分類
③平均値を計算し、グラフ化
④個人の平均値の最も高いカテゴリー・平均値の最

も低いカテゴリーを記入（複数回答）　

倫理的配慮

本研究は、看護部倫理委員会に承認を受け、実施した

研究対象者には、以下の内容を文書で説明した

•調査によって得られたデータは本研究以外に使用しない
•プライバシーを厳守する
•研究への参加は自由であり、いかなる場合も不利益を
被らない

Ⅳ　倫理的配慮
看護部倫理委員会で承認後、実施しました。

表１ １７項目の自己評価平均値

   
   
    

笑顔 

挨拶 

言葉 
遣い 

態度 

自己コン 
トロール 

診察室に入ってきた患者を笑顔で迎えている  

明るい挨拶ができている  

笑顔で応対している  

「ありがとうございます」を積極的に使っている  

「お大事になさってください」は患者の方を見ながら言っている 

平均値 

命令形・指示系ではなく依頼系・疑問形で話で話している  

クッション言葉を使っている 
相手のレベルに合わせて分かりやすい説明をしている 
返事・うなずきはしっかり行っている  

患者とのアイコンタクトを意識して対応している  

待合室の患者に気配り・目配りしている  

診察券・会計ファイルは相手の方を見て両手で渡している  

患者の立場を想像しながらの対応している  

患者からの問い合わせに速やかな対応している  

評価項目 カテゴリー 

忙しくても普段と同じ対応ができている  

その日の体調や気分に左右されることなく患者に対応している  

患者に対し必要以上の大声やきつい口調で話をしない 

4.12  

4.16  
4.24  

3.72  

4.12  

3.64  

3.64  

4.20  

4.28  
4.08  

3.68  

3.36  

3.80  

3.88  

3.40  

3.84  

3.88  

結 果
ｎ＝２７

Ⅴ　結果
17項目の自己評価、平均値を表１に示します。上

位項目は、態度の「返事うなずきをしっかり行って
いる」4.28、挨拶の「外来で明るい挨拶ができている」
4.24でした。下位項目は、態度の「会計ファイルは
相手の方を向いて両手で渡している」3.36、自己コ
ントロールの「忙しくても普段と同じ対応ができて
いる」3.40でした。

図１ 各カテゴリーの全体の平均値・標準偏差      ｎ＝２７ 
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笑顔  
（ ～ ＳＤ＝ ） 

自己コントロール
 

（ ～ ＳＤ＝ ） 

最低～ 最高 

各カテゴリーの全体の平均値、標準偏差を図１に
示します。平均値は「笑顔」4.17、「挨拶」4.04、「言
葉遣い」3.80、「態度」3.80、「自己コントロール」3.68
でした。標準偏差の大きかったものは「自己コント
ロール」の最低点1.60、最高点4.70でした。
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図２ 自己評価

（人）

５つのカテゴリーを自己評価して、人数で表しま
した。平均値の最も高いカテゴリーは「笑顔」22人
でした。平均値の最も低いカテゴリーは「自己コン
トロール」13人でした。

考 察

明るい挨拶・返事・うなずきはしっかり行う高値

基本的な接遇マナーができている

低値 会計ファイルは相手の方を見て両手で
忙しくても普段と同じ対応

どんな状況においても専門職として自覚を持つ
一定のレベルで対応できるよう心掛ける
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Ⅵ　考察
「明るい挨拶」、「返事・うなずきはしっかり行う」

が高値を示していることから、外来職員は、基本的
な接遇マナーができていると考えられます。しかし
「会計ファイルは相手の方を見て両手で」と、「忙
しくても普段と同じ対応」が低値であったことは、
今後の課題であり、どんな状況においても専門職と
しての自覚をもち、一定のレベルで対応できるよう
心掛ける必要があると考えました。

考 察
態度には
高値と低値が入っている

基本的な接遇マナーは習慣化

動作 外来の忙しさの中、次の行動を考え
おもてなしの心が薄れてしまう

どんな状況でも、冷静さを失わない

感情のコントロール法
・大きく深呼吸する
・肩の力を抜く
・ポジティブな発言をする

返事・うなづき

更に「態度」の中に、高値・低値の両方を示す項
目が入っていました。これは、基本的な接遇マナー
は習慣化されていても、「会計ファイルは相手の方
を見て両手で」の動作は、外来の忙しさの中、次の
行動を考えてしまうことで、おもてなしの心が薄れ
てしまっていると考えます。どんな状況においても
冷静さを失わないように、大きく深呼吸して肩の力
を抜く、また、ポジティブな発言をするなど、感情
のコントロール法を身につける必要があると考えま
す。

考 察

カテゴリーの平均値で笑顔・挨拶は 以上である
ことは接遇の一部であるマナーとしてできている

平均値で自己コントロールが最低点
最高点 は各科外来の特殊性において違
いが出ると示唆される

各々が同じ気持ちを持ち、病院の顔で
あることを自覚する

カテゴリーの平均値で見ても、「笑顔」「挨拶」は、
平均値が４以上であり、接遇の一部であるマナーと
してできていると判断できます。しかし、「自己コ

ントロール」が最低点1.60、最高点4.70ということは、
各科外来の特殊性において違いが出ることが示唆さ
れます。今後は外来職員各々が同じ気持ちを持ち、
病院の顔であることを自覚する必要があります。

考 察

• 思いやりの心が相手の心に届くよう、温かい気持
ちで患者を迎えることが大切

・ 今後も日々実践していくことで患者が安心して受
診できる

• 優れた接遇により、職員に対する患者の印象が改
善し、円滑な人間関係の構築に役立つ

自己評価平均値の最も高いカテゴリー  

笑 顔

自己評価平均値の最も高いカテゴリーにおいて
も、「笑顔」が挙げられました。三好は、「瞬間的に
気持ちの良い対応は、マナーを学べば知識を身につ
けることができますが、『あなたでよかった』と患
者さんに感じてもらえるような『あたたかい対応』
は、職員のみなさんの『ぜひ、こうしたい！』とい
うモチベーションが必要不可欠です。」と述べてい
ます。思いやりの心が相手の心に届くように、外来
職員が温かい気持ちで患者を迎えることが大切で
す。今後も日々実践していくことで患者が安心して
外来受診できるのではないかと考えます。優れた接
遇により、職員に対する患者の印象が改善し、円滑
な人間関係の構築に役立つと考えます。

• 自分と患者を客観的に観察

考 察

自己評価平均値の最も低いカテゴリー
     

自己コントロール

今後の課題
 

平均値の低いカテゴリーに焦点を絞り、
定期的に再評価する

自己評価平均値の最も低いカテゴリーとして「自
己コントロール」が挙げられました。患者からの意
見を合わせて考えると、自分と患者を客観的に観察
する必要があります。

今後の課題として、平均値の低いカテゴリーに焦
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点を絞り、定期的に再評価をしていくことが必要と
考えます。

結 語

外来職員は基本的な接遇ができ
ていると自己評価している

自己評価し算出したことで各自の
課題となる接遇が明確化された

定期的に再評価していく

Ⅶ　結語
１．外来職員は基本的な接遇ができていると自己評

価していました。
２．自己評価し算出したことで、各自の課題となる

接遇が明確化されました。
３．今後も定期的に再評価していく必要があります。

御清聴

ありがとうございました

ご清聴ありがとうございました。




