
Ⅺ 院内委員会等設置状況 

会議・委員会名   　　構　　　　　　　　　　　　　　成   開　　催　　日

運営会議 センター長、副センター長、各部長、事務部担当職員、センター長の指名
する者

毎月第４月曜日
（その他必要時）

連携ケース検討会 センター長、副センター長、医師、看護部長・次長・師長、リハビリテー
ション担当、育成部担当、特支学校担任、同教諭、センター長の指名する
者

毎月第４火曜日

給食委員会 センター長、副センター長、事務部長、看護部長・次長・病棟師長、育成
部責任者、管理栄養士

年４回

薬事委員会 センター長、副センター長、医師、薬剤師 随時

院内感染予防対策委員会 センター長、副センター長、看護部長、診療部各部門責任者、育成部責任
者、看護部各部署責任者、地域療育支援部責任者、事務部責任者及び業務
班長、感染管理認定看護師

毎月第２月曜日

医療安全管理委員会 センター長、副センター長、事務部長、看護部長・次長・師長、育成部責
任者、診療部（薬剤、放射線、臨床検査、リハビリテーション、栄養指導
管理）責任者、業務班長

毎月第２月曜日

運営適正化委員会 提言等解決責任者（センター長、事務部長）提言等受付担当者（診療部
長、看護部長、育成部長、育成部責任者、業務班長）第三者委員（外部）

随時

身体抑制に関する委員会 センター長が委員長を任命、副センター長、事務部長、育成部責任者、看
護部長・次長・師長

毎月第２月曜日

虐待防止委員会 虐待防止責任者（センター長）、診療部長、育成部長、育成部担当、看護
部長、事務部長、予防対策部会長

随時

医療機器リスクマネージメン
ト委員会

センター長、副センター長、事務部長、看護部長・次長・師長、育成部担
当、診療部（薬剤、放射線、臨床検査、リハビリテーション、栄養指導管
理部門）責任者、医療機器･情報管理室

随時

情報システム管理運営委員会 管理責任者（センター長）、センター長が指名する運用責任者、看護部
長・次長・師長、診療部、育成部、総合相談、医療機器･情報管理室、発達
障害者支援部の各責任者・担当者、当該事務関係者

毎月第４水曜日

衛生委員会 センター長（委員長）、産業医、衛生管理者、作業環境測定実施者、職員
の衛生に関し経験を有する者（事務担当者）

毎月１回

ショートステイ検討委員会 センター長（委員長）、副センター長、看護部長・師長、育成部責任者、
総合相談（担当者）、事務部長

年４回

院内感染予防対策チーム 医師、感染管理認定看護師、育成部担当看護師、薬剤師、臨床検査技師、
事務担当者

毎週金曜日

感染予防対策リンクスタッフ会 各病棟看護師、外来看護師、生活介護事業所看護師、育成部保育士・児童
指導員、リハビリテーション部門職員、アドバイザー（感染管理認定看護
師、看護部長）

毎月第４火曜日

未収金対策会議 事務部、総合相談、各病棟及び育成部の各所属長から推薦された職員 随時

医療倫理委員会 センター長（委員長）、診療部長、医師（若干名）、事務部長、看護部
長、薬剤師、その他医療を専門としないセンター内職員
※医師と医療を専門としないセンター内職員については委員長が指名す
る。

随時

個人情報保護委員会 センター長、副センター長（担当所掌事務）、事務部長、看護部長 随時

医療ガス安全管理委員会 センター長、整形外科医、手術担当師長、薬剤師、事務担当者、臨床工学
技士

随時

医療機器選定委員会 センター長、副センター長、経営統括本部長、事務部長、総務企画課長、
事務職員

随時

防火管理委員会 センター長、事務部長（防火管理者）、育成部長、看護部長、看護師長、
育成部、診療部、総合相談、発達支援、経営統括本部班長、業務班長、事
務担当者

随時

医療的ケア児等支援委員会 医師、看護師、リハビリテーション部門、育成部、総合相談・医療療育連
携室、医療機器・情報管理室、経理統括本部、事務部

毎月第２木曜日

医療放射線安全管理委員会 センター長、副センター長、看護部長･次長･師長、看護師長、放射線技師 随時

医療安全管理タスクチーム センター長、看護部長、医療安全管理者（外来看護師長兼務）、各病棟看
護師、外来看護師、生活介護事業所看護師、放射線技師、臨床工学技士、
薬剤師、栄養士、作業療法士、理学療法士、育成部保育士・指導員、事務
担当者

毎週水曜日、および第
3木曜日

会議・委員会一覧

 

 

※運営適正化委員会の状況 
 センターに対する提言・要望・苦情等解決実施要領を制定し、センター長を提言等解決責任者と

し、提言等受付担当者を診療部、看護部、育成部、事務部、総合相談・医療療育連携室に置くほか、

第三者委員３名を任命している。 

 令和３年度における要望等への回答状況は８件で、次のとおりとなっている。 

No. 提言・要望・苦情 回　　　　　答

1

○　正面玄関検温について
　入口で体温を測る方は、椅子に座っていてもいいと思いま
す。立ちっぱなしは疲れて、他の業務に支障をきたすことも
あるかもしれませんので、良いことがありません。

　検温対応にご理解いただき、ありがとうございます。今後も感染対策の一環として
努めてまいります。
　現在は、外来看護師等及び各部門職員の協力の下で行っております。
　早速ご意見のとおり、来院者の対応が済んだ時は、丸椅子を置き座らせていただ
いております。
　貴重なご意見ありがとうございました。

2

○　育成部での出来事について
　センターの育成部で、うちの組では強制的に親のグループ
ＬＩＮＥに入れさせられた上、お金を集金しますと言われ、集
めたお金で卒園する子どもに上げるための色紙やプレゼント
等を買ったりしています。
　色紙等も保護者達で手作りを強要され、協力しなかった者
は陰口を言われます。子どものために通うセンター通園にも
関わらず、これらの事を強要したりするのはやめた方が良い
と思います。

　ご意見ありがとうございます。保護者の方々の活動につきまして、十分に把握し
ておりませんでした。
　このことについては、少しずつ職員と保護者の方々と情報交換を行い、対応した
いと考えております。
　今後は、気持ち良く通園できるよう努めてまいります。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

3

○　クレジットカード決済端末機及びＡＴＭ設置について
　クレジットカード、ＰａｙＰａｙでの支払いが出来るようにして欲
しいです。
　現金が足りなくて困りました。ＡＴＭもあると助かります。
　よろしくお願いします。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　この度は、大変ご不便をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。
　現在、クレジットカード（ＰａｙＰａｙを除く）での支払いについては検討中であります。
なお、ＡＴＭについては、施設規模、利用人数等の条件があるため設置できない状
況です。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

4
○　待合室のパソコン設置について
　待合室のパソコンを早く戻してください。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　現在コロナウイルス感染症対策のため、待合室のパソコン設置を見合わせており
ます。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。
　今後とも安心して当センターを利用できるよう努めてまいります。

5

○　クールダウン出来る個室について
　診察の前後に興奮状態になった場合等に、クールダウン出
来るスペース（個室）を要望します。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　対応いたしますので、外来窓口看護師にお声がけください。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。
　今後とも安心して当センターを利用できるよう努めてまいります。

6

○　職員の接遇について
　リハ前診察室のドアが開いており、動物とワンピース好きな
息子が入ってしまい、座りこんで動けなくなった時のことで
す。
　私は受付での書類記入があり、息子と記入の両方に目を
向けることができなくなり、追えないので、子どもがそちらの
部屋へ行かぬよう「ドアを閉めても良いですか」と尋ねました
が、「ダメ」とのことでした。「では少し、息子を見てて頂いても
よろしいでしょうか。」とお願いすると、それも「ダメ」とのことで
した。私は重度の子をつれる時にヘルプマークに助けられて
きましたが、ここでヘルプマークに気付いて頂けないとはとて
もガッカリでした。そして動物シールに触るなと怒られました。
　見ていた受付の方が気付いてくれて、記入の間、息子を見
ていてくれました。息子のようなＩＱが０の子どもでもヘルプを
求めてはいけないのかなと今後が不安にもなりました。
　もし、このようにヘルプが必要になった時、ここではどなた
にお願いするとよろしいでしょうか？次回も同様なことが起こ
ると思うので。
　お手数ですが、よろしくお願いします。

　この度は、受診にあたり大変不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでし
た。心よりお詫び申し上げます。
　当該職員には、このご意見を伝え、ヘルプマークを着けた利用者に対する対応
や、思いやりのある行動をするよう指導いたしました。このことについては、全職員
にも、療育施設の職員としての態度や思いやりのある行動について重ねて指導い
たします。
　援助や介助が必要な場合は遠慮なく外来職員にお声がけください。
　これからも安心して当センターが利用できるよう、努めてまいります。

7

○　育成部での出来事について
　 通園に通う者です。以前、先生から保護者へお話がありま
したが全く改善しません。今年も卒園が近づいてきて、卒園
生や先生方に渡すプレゼントや色紙の手作りに協力お願い
しますと、強制的にお金を集金されました。寄せ書き手作りを
強要され、休みの日に集まって作ったり、手の空いている人
が家で作ることになっています。ずっと前から通う一部の年
中の親が前に出て、毎年恒例なので、とグループラインで伝
達されます。手伝いは強制ではありませんと言いながら、○
○ママは協力してくれないと裏で言われています。
 　我々は、このようなまるで幼稚園の役員のようなことをする
ために療育に通っているわけではありませんし、空いている
時間があるなら子供のために使いたいです。私だけでなく、
他にも同じように悩む親がたくさんいます。卒園生には渡し
たい人だけが、個別で渡せばいいと思います。どうか、この
ような活動を禁止して頂けるよう、呼び掛けてもらえないで
しょうか。お願いいたします。
　

　

　 ご意見ありがとうございます。この件については、保護者とクラス単位でお話しさ
せていただきます。
　今後は、気持ち良く通園できるよう十分に配慮してまいります。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

8

○　受付職員の接遇について
　受付の方の対応がきつい時がありました。改善して欲しい
です。
　病気があり、重い気持ちで来ているので、受付でもきつく言
われると苦しいです。

　ご不快な思いをさせてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
　今後は、このようなことがないように研修等を行い、優しい言動を心掛けるよう指
導いたします。
　これからも気持ち良く当センターを利用できるよう、努めてまいります。
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　入口で体温を測る方は、椅子に座っていてもいいと思いま
す。立ちっぱなしは疲れて、他の業務に支障をきたすことも
あるかもしれませんので、良いことがありません。

　検温対応にご理解いただき、ありがとうございます。今後も感染対策の一環として
努めてまいります。
　現在は、外来看護師等及び各部門職員の協力の下で行っております。
　早速ご意見のとおり、来院者の対応が済んだ時は、丸椅子を置き座らせていただ
いております。
　貴重なご意見ありがとうございました。

2

○　育成部での出来事について
　センターの育成部で、うちの組では強制的に親のグループ
ＬＩＮＥに入れさせられた上、お金を集金しますと言われ、集
めたお金で卒園する子どもに上げるための色紙やプレゼント
等を買ったりしています。
　色紙等も保護者達で手作りを強要され、協力しなかった者
は陰口を言われます。子どものために通うセンター通園にも
関わらず、これらの事を強要したりするのはやめた方が良い
と思います。

　ご意見ありがとうございます。保護者の方々の活動につきまして、十分に把握し
ておりませんでした。
　このことについては、少しずつ職員と保護者の方々と情報交換を行い、対応した
いと考えております。
　今後は、気持ち良く通園できるよう努めてまいります。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

3

○　クレジットカード決済端末機及びＡＴＭ設置について
　クレジットカード、ＰａｙＰａｙでの支払いが出来るようにして欲
しいです。
　現金が足りなくて困りました。ＡＴＭもあると助かります。
　よろしくお願いします。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　この度は、大変ご不便をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。
　現在、クレジットカード（ＰａｙＰａｙを除く）での支払いについては検討中であります。
なお、ＡＴＭについては、施設規模、利用人数等の条件があるため設置できない状
況です。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

4
○　待合室のパソコン設置について
　待合室のパソコンを早く戻してください。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　現在コロナウイルス感染症対策のため、待合室のパソコン設置を見合わせており
ます。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。
　今後とも安心して当センターを利用できるよう努めてまいります。

5

○　クールダウン出来る個室について
　診察の前後に興奮状態になった場合等に、クールダウン出
来るスペース（個室）を要望します。

　ご意見いただき、ありがとうございます。
　対応いたしますので、外来窓口看護師にお声がけください。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。
　今後とも安心して当センターを利用できるよう努めてまいります。

6

○　職員の接遇について
　リハ前診察室のドアが開いており、動物とワンピース好きな
息子が入ってしまい、座りこんで動けなくなった時のことで
す。
　私は受付での書類記入があり、息子と記入の両方に目を
向けることができなくなり、追えないので、子どもがそちらの
部屋へ行かぬよう「ドアを閉めても良いですか」と尋ねました
が、「ダメ」とのことでした。「では少し、息子を見てて頂いても
よろしいでしょうか。」とお願いすると、それも「ダメ」とのことで
した。私は重度の子をつれる時にヘルプマークに助けられて
きましたが、ここでヘルプマークに気付いて頂けないとはとて
もガッカリでした。そして動物シールに触るなと怒られました。
　見ていた受付の方が気付いてくれて、記入の間、息子を見
ていてくれました。息子のようなＩＱが０の子どもでもヘルプを
求めてはいけないのかなと今後が不安にもなりました。
　もし、このようにヘルプが必要になった時、ここではどなた
にお願いするとよろしいでしょうか？次回も同様なことが起こ
ると思うので。
　お手数ですが、よろしくお願いします。

　この度は、受診にあたり大変不快な思いをさせてしまい、申し訳ございませんでし
た。心よりお詫び申し上げます。
　当該職員には、このご意見を伝え、ヘルプマークを着けた利用者に対する対応
や、思いやりのある行動をするよう指導いたしました。このことについては、全職員
にも、療育施設の職員としての態度や思いやりのある行動について重ねて指導い
たします。
　援助や介助が必要な場合は遠慮なく外来職員にお声がけください。
　これからも安心して当センターが利用できるよう、努めてまいります。

7

○　育成部での出来事について
　 通園に通う者です。以前、先生から保護者へお話がありま
したが全く改善しません。今年も卒園が近づいてきて、卒園
生や先生方に渡すプレゼントや色紙の手作りに協力お願い
しますと、強制的にお金を集金されました。寄せ書き手作りを
強要され、休みの日に集まって作ったり、手の空いている人
が家で作ることになっています。ずっと前から通う一部の年
中の親が前に出て、毎年恒例なので、とグループラインで伝
達されます。手伝いは強制ではありませんと言いながら、○
○ママは協力してくれないと裏で言われています。
 　我々は、このようなまるで幼稚園の役員のようなことをする
ために療育に通っているわけではありませんし、空いている
時間があるなら子供のために使いたいです。私だけでなく、
他にも同じように悩む親がたくさんいます。卒園生には渡し
たい人だけが、個別で渡せばいいと思います。どうか、この
ような活動を禁止して頂けるよう、呼び掛けてもらえないで
しょうか。お願いいたします。
　

　

　 ご意見ありがとうございます。この件については、保護者とクラス単位でお話しさ
せていただきます。
　今後は、気持ち良く通園できるよう十分に配慮してまいります。
　ご理解の程、よろしくお願いいたします。

8

○　受付職員の接遇について
　受付の方の対応がきつい時がありました。改善して欲しい
です。
　病気があり、重い気持ちで来ているので、受付でもきつく言
われると苦しいです。

　ご不快な思いをさせてしまいましたこと、お詫び申し上げます。
　今後は、このようなことがないように研修等を行い、優しい言動を心掛けるよう指
導いたします。
　これからも気持ち良く当センターを利用できるよう、努めてまいります。
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