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勤医協中央病院 2016年度看護部門会議 レポート②

詳しく！もっと αナース　 ワゴン 41No.

看護部全19セクション
「2015年度の活動のまとめ」と「2016年度の目標」

　血液・体内曝露については、医療安全室と共同でニュースを発行

し、院内で起きている事象をリアルタイムに発信しました。ピンク

針がポケットに入っていたり、置き忘れがあったことから、看護部

門会議で話し合い、生理食塩水のプラスチックアンプルを針が必要

ないものに変更しました。その結果、針刺しと粘膜曝露が月別で見

ると後半は減少しています。

　手指衛生は、リンクスタッフが中心に取り組みました。健康まつ

り、手指衛生キャンペーンで地域住民や職員への啓発活動を行いま

した。また、各部署でミキシング（薬剤調製）時の手指衛生のタイ

ミングについて学習したところ遵守率が上がり、患者のMRSA罹

患率が下がっています。

　院内認定コースでは3期生が、「個人防護具の着脱」「口腔内吸引」

「膀胱留置カテーテル挿入」「退院時ベッド周囲清掃」についてのベ

ストプラクティスの手順書を作成しました。また、　院内認定看護

師へのフォローアップ研修を2回実施しました。

●手指衛生の遵守率を高める

●感染管理院内認定看護師を育成する

●患者さんの療養環境を整備する

　手指衛生の遵守率を高めるため、「タイミング」について部署を

絞り指導したいと思います。昨年中止していた院内認定の前期の研

修受け入れを再開します。

感染制御室

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　外来患者教育の栄養指導パンフレットを作成しました。また、外

来・病棟・血液浄化センターと意見交換を行い、導入患者指導内容

の役割分担を明確化し、毎月1回30分レクチャーで基礎知識を構

築しています。

　糖尿病の合併症による下肢切断対策として、「足の観察頻度設定

のためのフローチャート」を作成し、継続的なセルフケア指導、院

内認定看護師による学習会を行っています。

　認知症の透析患者が増加傾向にあることから、安全な透析のため

の体制づくりと、療養環境調整にチームで関わってきました。ケア

マネジャーと連携しながら合同カンファレンスを頻回に行っていま

す。

　透析装置の更新によりオンラインHDFを開始しました。震災後、

緊急用患者カードを作成し、管理患者全員に必ず携帯してもらって

います。さらに、透析システム「フューチャーネット」を導入。透

析記録はスタッフ全員がどこからでも確認することができます。体

重計算のインシデントは減少し、業務の標準化を図ることができま

した。

　高齢者や長期透析患者の増加に伴い、家族の負担やストレスが問

題になることが予想されます。患者だけではなく、家族の負担や不

安などに対応する家族看護を展開していく柔軟な視点も付け加えた

いと思います。

血液浄化センター

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標



－ 3 －

　2015年度は、退院調整数963件、勤医協札幌西区病院429件、

勤医協札幌病院243件、他医療機関97件、スクリーニング576件、

退院支援計画書197件でした。

　2人体制から始まった退院支援でしたが、岩岡有希子、成田しず

子、星野絵麻（入院支援担当）、秋島悦子の看護師4人体制になり

ました。

　どのような患者に介入すべきなのか、家族は安心できたのか……

を考えながら業務を行っていく中で、患者・家族からたくさんの力

をもらいました。

 　カンファレンスでは集団的議論を行い、ソーシャルワーカーと

も連携・協働することができています。

　目標は「人権を尊重した退院支援」をすることです。

　お金のことで悩みオーバードーズした高齢の方が当院に緊急搬送

されました。同伴してきた施設職員が責め立てるように自分たちの

住宅に連れ戻そうとしましたが、私たちは「患者さんの意向」を確

認するために、患者さんの言葉と背景に耳を傾けました。「この先

短いけれども、何とか自分の考えたところで生活していきたい」と

老健への入所を希望したことから、14日の入院期間（DPC期間Ⅱ）

で退院調整しました。

　どんなケースでも、プロフェッショナルとして人権を尊重した退

院支援ができるように「患者の背景に耳を傾ける看護を行うこと」

を目指し続けます。

地域連携センター

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　ERの救急車の受け入れ数の増加とともにICUの入室患者数の半

数近くが臨時入院の患者になり、準夜帯で3人の臨時入院受け入れ

は過去最高の記録です。ICU経験者が複数名入職し、業務改善や新

たな知識につながりました。

　3年前に開始した低体温療法で、続けて2件の患者を受け入れ、

多くの課題が明らかになり、新基準を作成しました。

 　スタッフに院内認定看護師3人（感染・創傷・緩和）が誕生。

業務内容をタイムリーに修正し、指導に生かしました。委員会活動

では、セクションでの学習会を企画・運営する仕組みを取り入れ、

実践することができました。

　全入室患者に転倒・転落、褥瘡の看護計画の立案、年間40人の

患者・家族に看護計画の開示を行うことができました。看護計画開

示件数は、担当委員が努力目標の設定を行い、スタッフへの声掛け

を行ったことで、飛躍的に開示件数を増やすことができました。

●患者・家族の安心・安全・安楽を最大限保障するため、他職種と

連携をはかり実践することができる

※ICU担当の臨床工学技士、管理栄養士、リハビリ技師などの他職

種、他セクションと連携します

●急性期医療の看護の質の向上のために、知識・経験など個人のス

キルアップを図る

※院内外問わず学習会や研修会に全員の参加を目指します

●看護必要度について理解し、正確な記録を書くことができる

※刻々と変化する看護必要度をスタッフ全員が正確に判断できるよ

うに学習、振り返りを継続します

ICU

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　研修会へ積極的に参加したり、セクション内の学習会を13回開

催したほか、虎ノ門病院への施設見学、内視鏡室の看護師の役割に

ついて研究を開始しました。院外活動では、旅行会、ひまわり会（乳

がん患者会）の食事会に参加し、MSフェスタ、ピンクリボンロード、

東友の会新年会にも参加できました。

　内視鏡・検査室の2015年度上部内視鏡検査総数は5,637件、

下部は2,820件でした。ESD治療を受ける患者の術前訪問を開始。

療養パンフレットを作成し、患者の不安の軽減に努めています。ま

た、2人が消化器内視鏡技師免許を取得しました。

　放射線治療室の2015年度の実績は155件。聾唖やロシアの患

者さんなどの受け入れ経験から、言葉が通じない場合でもコミュニ

ケーションを図れる問診ツールを作成しました。

　化学療法室の2015年度の実績は2,319件。7月に開催した看護・

介護研究交流集会ではBSC移行期の患者に携わる看護師の困難さ

について発表しました。地域友の会活動の気になる患者の訪問は2

件でしたが、StageⅣ以上のがん患者には全例プライマリー看護師

を付け、長期的な抗がん剤治療による副作用の症状マネジメント、

意思決定など、継続的な療養支援を行いました。

●患者に安全で安楽な検査治療を提供できるよう専門的看護の質向

上を目指す

●がんや慢性疾患を抱えながら外来通院している患者が安心して療

養できるようにする

●スタッフ一人ひとりが、ともに学び合い生き生きと働きやすい職

場環境作りを目指す

　内視鏡・検査室での療養指導の充実、記録の質向上に加え、定期

的な学習会や講習会など世代別の研修を充実させ、スタッフ一人ひ

とりが役割を持ち共に成長し合える職場を作ること。また、化学療

法室・放射線治療室・内視鏡室の他部門との連携を図り、カンファ

レンスの定例化と患者参加型計画の実践、事例検討会などの充実強

化を目指します。

第2外来

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　2015年度の実績は平均在院日数29.7日（全国平均37日）。病

床稼動率88.5％。退院経路は死亡80％、在宅退院15％でした。

また、院内からの紹介患者の受け入れを積極的に行い、4東病棟か

らは35人、6西病棟から24人、院内全体で86人の患者を受け入

れました。看取りは1日に3 ～ 4人することもあり、1カ月30人

に上ることもありました。

　病棟内でのお昼の学習会を定例化。医師にテーマを挙げてもらい、

実践につなげていきました。

　また、園芸部が友の会のボランティアさんと共に病棟のガーデン

に花を植えました。定期的に「気まぐれ花便り」を発行しています。

　11月に毎年恒例の遺族会を開催し、41人の家族が参加。亡くな

られた後の家族のグリーフケアの必要性を改めて感じました。患者

訪問は2件。看護師が付き添っての外出援助は4件行いました。

　デスカンファレンスは4事例行いました。ケアを共有し、面談に

来ることができない家族へも目を向け、受け止めを確認していくこ

との大切さも共有することができました。

　2014年度に30件あった麻薬関連のインシデントが9件と激減

しました。2015年度は緩和往診を行わない方針でしたが、予後が

厳しく最期は自宅で過ごしたいと希望されている患者さんへは当科

の医師が臨時往診を行い、4例の方の看取りをしました。また、家

族の不安を少しでも軽減することができるよう、事例に応じてプラ

イマリー看護師が退院へ同伴しながらサポートを行いました。

●患者家族の願いを早期に捉え、在宅や多職種と協力しながら患者

の望む療養を支援すること

●スタッフ一人ひとりが生き生きとホスピスケア緩和ケアを行う

チーム作りを目指すこと

●一人ひとりが学ぶ姿勢を持ち、ホスピス緩和ケアの質の向上を目

指すこと

●社会や医療の動向に目を向け、地域の人々の要求に基づく継続し

た医療・看護を推進すること

6東病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標

5/16
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　回復期リハビリテーション入院料Ⅰの取得への取り組みは2014

年3月から行ってきましたが、10月に取得することができました。

ケアの質としては必要度10点以上の重度の患者を4点以上回復さ

せ、自宅退院を目指すことを求められました。

　脳卒中患者の受け入れは予定より50例多い年間80例。入棟時

と退院時の患者さんの日常生活自立度をFIM（機能的自立度評価表）

で評価すると、脳卒中患者と整形疾患患者ともに20点前後回復し

ており、全国平均を上回る結果となっています。

　平均在院日数については回復期リハビリテーションの期限が全国

平均では整形で90日、脳卒中で150日となっていますが、約3分

の1の日数で退院できています。

　患者さんの安全性については、2015年度院内転倒件数636件

のうち3西病棟は106件でした。3西病棟が院内全体の6分の1を

占めています。その背景には、転倒時間が昼休みや消灯までの時間、

起床後に多く、頻発する時間帯に体制がうすいことが挙げられます。

転倒場所も病室が多いため、今後、転倒予防対策が必要と考えてい

ます。

　プライマリ・ケアの継続という点では、多職種同席で家族との面

談を226件持ち、患者家族の意向を大切に退院支援をしてきまし

た。自宅復帰率も75％を維持し、在宅との連携にも力を入れてき

ました。3回の合同会議、目標の共有、ICFカンファレンスを行い

ました。

●退院支援の質向上

●転倒予防対策の質向上

3西病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標

山田 優希
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　ケアプロセス委員会では、全員が自分の看護記録監査を行いまし

た。看護計画に沿った看護実践を看護記録に整理して残すこと、カ

ルテ管理に必要な看護記録の書き方などを意識できるようになって

きています。

　学習会は、肺がん手術の術式やドレーン管理、人工呼吸器やネー

ザルハイフロー、HOTなど呼吸器センターで必要な知識を医師や

業者さんの協力を得て、習得することができました。感染管理院内

認定看護師の活躍もあり、ベストプラクティスの意識が向上しイン

フルエンザ、針刺しは0件でした。院内研修ではケアプロセス（基

礎コース）2人、中堅研修1人、看護研究（トライアルコース）1

人が参加し、日々の業務に生かすことができています。

　呼吸器病棟には、常に肺がんの手術や化学療法を受ける患者さん

が入院しています。ほかに高齢者の誤嚥性肺炎の臨時入院がありま

す。入院翌日より治療方針、家族背景を把握し、次の療養先をソー

シャルワーカーと相談し早期に判断する努力を行っています。また、

化学療法から緩和ケアへの移行がスムーズに行えるように多職種カ

ンファレンスも行っています。当機関は誤嚥性肺炎の高齢の患者さ

んの入院が増加するため看護度が高くなり、残業時間も増加します。

お互い業務調整をし、30時間削減に取り組んでいます。

　また、友の会が開催する健康相談会や健康まつりに参加すること

ができ、地域の方と交流することができました。多施設やケアマネ

ジャーとの情報交換もソーシャルワーカーと共に行ってきました。

　卒研世代の指導は定期的な指導者会議を設け、個人の達成度や課

題を明確に指導方法を確認していきました。診療心理士さんの支援

もいただきました。新人4人、中途採用者４人、院内異動１人を受

け入れることができました。

●呼吸器センターとしての看護実践能力を高める

●DPC病院の意識を持ち経営に貢献する

●社会情勢へ目を向け、地域の人々の要求に基づいた看護を推進す

る

6西病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　2014年度から抗がん剤治療で定期的に入院してくる患者全員を

対象にプライマリー看護師を付けてプライマリーナーシングに取り

組んでいます。2015年度は各グループでファイルを作成し、担当

看護師以外が受け持ちをしても現在の問題点や状況が把握できるよ

うにし、カンファレンスでも情報共有を行うことができました。

　新病院になってから中途採用者の入職も増えました。中途採用者

にはエルダーナースを付け、これまでの経験、不安、目標などを指

導者会議の中で情報共有しました。

　学生の受け入れでは、受け入れ前に部門会議や昼休みを利用して

実習要綱を読み合わせ、10カ条の周知を行うこともできました。

スタッフも学生カンファレンスに参加したり病棟紹介のパワーポイ

ントを作成しました。2年生以上の実習では、学生たちへメッセー

ジカードを渡しました。

　医師を講師に学習会を5回、多様化する抗がん剤への対応につ

いて看護師各自が担当する学習会を11回開催。院内外の学習会に

も積極的に参加しました。院内認定の緩和コース、リンクコース、

WOCコースに各1人が合格しました。

　そのほかにも、2014年度は67.7％だった入院期間Ⅰ、Ⅱ期以

内の退院が2015年度は74.6％で目標の80％に到達した月も出

てきました。入院件数、臨時入院数も2014年度を上回り、スタッ

フ全員で協力し入院時から退院調整を意識し、多い日は1日10人

を超える入院と退院に対応しながら空床を確保して、多くの患者さ

んを受け入れることができたと思います。医師、看護師、担当事務、

管理部と病床運営について話し合う中で、病態確認で終わってしま

うカンファレンスをやめ、四分割カンファレンスを行う方針としま

した。

●プライマリ・ケアの継続として事例検討会を行っていく

●カンファレンスを充実させ有意義なものにするため四分割カン

ファレンスについて学びを定着させていく

●人材育成では新人、中途採用者だけでなく、みんなが成長できる

よう関わっていく

●知識の向上では積極的に研修会に参加していく

4東病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　新たな疾患や治療が出た場合や入院患者の病状や状態に合わせ

て、統一した看護ができるようタイムリーに学習会を開催してきま

した。認知症の学習会では、当科から回復期リハビリテーション病

棟に移る患者さんが多いため、3東病棟と3西病棟合同で学習会を

行ったり、整形外科疾患の看護ではリハビリテーション技師さんに

も協力をいただきながら学びを得ました。看護研究では、日頃の看

護を振り返った事例を基に2つの研究会で発表を行うことができま

した。

　入院3日以内にはソーシャルワーカーへつなぎ、患者や家族から

情報収集してもらうとともに、回復期リハビリテーション病棟の適

応にならない疾患や介護サービスの調整が必要な事例など、退院調

整看護師の援助を受けながら、退院や転院へつなぐことができまし

た。

　今年はさまざまな病院への転院が増えたことや多種多様な住宅へ

短期間で安心・安全に退院できるようにするため、医師やリハビリ

テーションスタッフ、栄養士とよく話し合いながら進めました。急

性期病棟ではあるものの困難事例に対して、本人の希望を叶えるた

めに何度も討議しながら4件の家庭訪問を実施し、それぞれ自宅退

院へつなぐことができました。4例の事例検討会を行い、自分たち

の行っている看護について振り返ることができました。

　手術件数の増加やケガ災害日の対応で看護度が増えたことで、早

出や3種類の遅出など複雑な勤務体制を取りながらも、みんなで協

力し頑張って働いてきました。2016年5月13日には病棟の医師、

看護師と合同で統括会議を開き、グループワークを通して交流がで

きました。

●急性期病棟として、ケアの質の向上と個人のスキルアップを目指

す

●退院支援を通して他職種・地域と連携することができる

●新人・既卒者へ個別性のある指導を実践し共に学び・成長するこ

とができる

3東病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　2015年度の活動は、インシデントの集計やフィードバック、事

例検討・改善などを行いました。そのほかに院内ラウンド、安全推

進士養成のための講座や安全に関する研修会などの企画・運営を

行っています。

　また、看護部の皆さんが忙しい中でもインシデントをしっかりと

書いてくれることに感謝していますので、今後とも引き続きしっか

りと書いていただければと思います。

　2015年度のインシデントは2,626件。当院では、毎年3,000件

弱の報告があります。転倒・転落が最も多いですが、実は内服や注

射を合わせると1番多いのは与薬関係です。与薬のインシデントの

改善について、他職種の力を借りながら改善しようと思っています。

　2015年度の重大インシデントは、3つあります。

　1つめは、針の取り扱い不備による針刺しです。全ての職員がルー

ルを守ることで針に関してのインシデント・アクシデントの低減が

望めると考えています。

　2つめは、食事による窒息で重度の障害を起こしてしまったイン

シデントです。勤医協中央病院では誤嚥・窒息のリスクの高い患者

さんも入院してきます。2016年度の研修会では、リハビリテーショ

ン部技士長、栄養科などに協力いただく予定です。

　3つ目はホットパックによる低温熱傷です。

　これらは各病棟いつでもどこでも起こり得ることで、他人事ではな

いと理解していただきたいと思います。今、改めて「事例から振り返っ

て安全な医療の提供を目指していく」ことが求められています。

　コミュニケーションエラーでインシデントが起こるケースが約

70％と言われていますので、風通しの良い職場を作ることも併せ

て行い、安全安心の医療に近づけたいと思います。

●コミュニケーションスキルの向上でインシデント削減を目指す

（Team STEPPSの技法）

●院内安全ラウンドを実施する

●セクションと共同し事例検討会や再発防止策の提言を行う

●安全室は看護師業務委員会と連携して看護部門の医療安全に取り

組む

医療安全室

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標

5/20



－ 12 －

　5東病棟では、化学療法をほぼ毎日行う患者さんがいます。

2014年度は719件、2015年度は770件の化学療法を行いました。

院内で一番多い数です。

　4分割カンファレンスでは、医師をはじめ、リハビリ、ソーシャ

ルワーカー、薬剤師も参加して情報共有や意見を出し合い看護を進

めることができました。

　看護師、ケアワーカー全員がゴールシートを作成しポートフォリ

オに取り組みました。3月には代表して2人のスタッフがポートフォ

リオでの成果を発表しました。

　ケアワーカーが配置されて2年が経ちました。看護師とケアワー

カーがペアでプライマリーを担当することで、病気や治療について

の勉強になり介護の幅が広がりました。なかなか離床が進まない患

者さんに対し、入浴が唯一のリラックスできる環境であることから

離床できるきっかけをつくり、車いすでトイレに行くことができま

した。

　入院中はつらい治療が続き、気分が落ち込む患者さんも少なくあ

りません。そこでケアワーカーが中心となり、歌の会をホールで行

いました。ほかの患者さんも手拍子をしながら一緒に歌い、みんな

が笑顔になれた時間を作ることができました。

　化学療法や総合診療センターの認知症のスペシャリストとして、

さらに活躍できるように楽しく元気に頑張ります。

5東病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標



－ 13 －

　糖尿病認定看護師に笹川恭子さんが見事合格。そのほか院内認定

の皮膚・排泄と感染管理の資格を、それぞれ本前陽子主任と清水充

子さんが取得しました。また、2015年1月から、今年7月開催の「糖

尿病シンポジウムin北海道」の準備を事務局兼実行委員会として、

医師を中心に着々と進めました。

　糖尿病・腎・泌尿器科・整形外科に加え、総合診療内科と呼吸器

内科の6科混合病棟となりました。夏ごろからは看護体制が困難と

なり欠員状況の中、センターとしての役割を果たしながら、3分の

2を占めるさまざまな疾患を抱えた臨時入院の患者さんの対応に毎

日が精一杯でした。

　今年の1月からは16年度新人と異動者の受け入れに向けた準備

に取り組んできました。これまでの新人指導の振り返りから、学習

会や新人指導年間計画の大幅な見直し、指導者会議の持ち方や指導

方法の根本的改革など行ってきました。

●新人・異動者さんの育成を最重要課題とし、看護体制の安定化を

図ること

●5科混合病棟として、まずは医療看護の質向上のためにもカン

ファレンスの充実を図ること

●院内外のセミナーや研修会に参加し、個々のスキルアップとチー

ムとしての力量の底上げをすること

●患者さんを通して、お互いに学び合える環境を整え、「患者と共

に考える」療養支援の実践継続をしていくこと

5西病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標



－ 14 －

　前年度から心不全カンファレンスを積極的に開催。医師、病棟看

護師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションスタッフ、ソーシャル

ワーカー、外来看護師に参加していただきました。多職種が参加す

ることによって情報共有がスムーズになり、療養指導のポイントも

明確になったため、個別性に応じた対応が可能になりました。心不

全患者に限らず、病状が厳しく退院困難な患者さんや社会的背景に

困難を抱えた患者さんなど、気になる患者さんには積極的にプライ

マリー看護師を付けて、4分割カンファレンスを行いました。

　またDPC期間Ⅰ、Ⅱ期間での退院の割合80％を目指すために1

時半から10分程度、臨時入院された患者さんを対象に方針カンファ

レンスを開始しました。病棟事務とソーシャルワーカーにも参加し

ていただき、早期の治療方針や看護問題を共有することができまし

た。方針カンファレンスの成果としては、4月から7月、11月に

DPC期間Ⅰ、Ⅱが8割以上達成につながりました。入院期間の確

認ができ、期間内での退院を目指すという意識付けにつながりまし

た。

　ステップ表や療養パンフレットの見直しは、それぞれチームを形

成して行いました。急性心筋梗塞ステップ表は取り組み中です。大

動脈解離ステップ表は12月に改訂したものを使用し、現在も運用

しています。フットケアのパンフレットも完成し、これから運用予

定です。狭心症、心不全パンフレットはほぼ完成しており、今年度

からの使用を目指しています。

　また、プライマリーは看護師1人当たり2 ～ 5人程度の患者さ

んを担当し、繰り返し入院する患者さんには同じ看護師が担当を継

続しています。情報収集や療養生活上の問題点も明確になり介入が

早期に行えるようになりました。

●カンファレンスを行い、患者の希望に沿った看護を提供する

●療養指導パンフレットを活用し評価をする

●新人、異動者をチームで育てる

2東病棟

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　看護支援室では、院内の看護師さんたちのキャリアプログラムの

運営を行いました。緩和ケアコースと創傷・フットケアコースの2

コースを担当し、11人が卒業しています。

　また、高橋夏絵皮膚・排泄ケア認定看護師は褥瘡のハイリスク加

算にかかわる業務、ストーマ外来、フットケアカンファレンス、院

外ではストーマリハビリテーションの実行委員会の役員としての活

動もしました。

　また、加藤真由美緩和ケア認定看護師は緩和ケアラウンド、がん

サロンの運営、がん患者さんやご家族の相談、院外の研修会の講師

となり、「緩和ケアや終末に向かう患者さんをどのように支えてい

くか」などを伝えてきました。

　吉岡愛未臨床心理士は、新人看護のメンタルサポートとプログラ

ムを実施しています。新人・既卒看護師さんの職業準備性アセスメ

ントと個人面接で、結果を出して伝え、分析もしています。健康管

理室がCT室の受付横に設置されたことで面談の回数も増えています。

　地域病院・在宅ケア関連との連携も深まりました。訪問看護ステー

ションとのカンファレンスや学習会を行い、訪問看護師からのケア

に関する相談のコンサルテーションも受けてきました。病棟から在

宅ケアを受けることになった患者さんへの調整なども一緒に行って

きました。

　地域への啓発活動では、世界ホスピス緩和ケアデーの一環として、

がん相談と緩和ケアのパネル展示を行いました。

　各専門分野での活動の目標をポートフォリオで共有しました。昨

年、支援室スタッフは3人とも教育委員会に所属していましたので、

教育委員会の場を借りて、3月に自分自身の今年度の目標をどのよ

うに達成できたかを発表しました。ポートフォリオで実践を評価す

ることが笑いあり涙ありの楽しいものであることと、ファイリング

することでお互いの実践が見えるようになるという、素晴らしい成

果を実感しました。

●質の高い看護実践

●各専門分野の教育・指導・相談・療養支援

●地域の医療機関、看護師との連携・地域啓発活動

看護支援室

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標

5/30



－ 16 －

　せん妄について医師と看護師が学ぶ学習会を、精神科の田村修先

生に協力いただき実施しました。また、院内認定看護師を中心にス

トーマ造設患者さんの装具選択について事例を振り返りながら、装

具の選択方法、記録の仕方、観察のポイントなどの「基準」作りを

行いました。来年度はストーマサイトマーキングやフランジ記録の

改善と標準化を行う予定です。そのほか医師、リハビリテーション

技師、薬剤師の協力をもらい病棟学習会を開催しました。

　医療事故で長期入院されていたA氏について、SEAを使った振り

返りをその時一緒に関わってくれたリハビリテーション技師と行い

ました。毎朝、病棟全体で行ったA氏のカンファレンスが効率的だっ

たことや、A氏が転科してくる前に、受け持つチームスタッフと主

任がICUに行って一緒にケアしたことでA氏の不安が軽減されたこ

と、栄養科やリハビリテーション科など他部門と連携してケアでき

たこと、不安やストレスなどスタッフ一人ひとりが抱えていた思い

などを共有しました。

　胃がんで化学療法を行っていたB氏について第2外来の看護師さ

んと症例検討会を行い、外来病棟間の連携の強化やカンファレンス

についてなどの今後の課題を明らかにしました。

　「乳がんの初回化学療法時のバイタルサインのテンプレート作成」

「消化器がんの化学療法、乳がん・消化器がんの術後のバイタルサ

インの測定回数や酸素の流量」「ヘルニアオペや乳がんオペ前処置

の見直しと基準の整備」を行いました。そのほか、業務改善委員会

が中心となって日常の業務改善を行いました。

　既卒の看護師がスタッフに加わったので、今年度は主任が中心と

なって既卒看護師さん向けの指導要綱と年間計画を作成。新人看護

師さんの指導に対しては、リーダー層やプリセプターを中心に病棟

全体で育成できました。休憩室が狭く、みんなで一緒にお昼ご飯が

食べられないのが残念で、休憩室を模様替えしています。

4西病棟

2015年度の活動のまとめ

●プライマリー制を導入し、患者・家族の満足度の向上を図る

●新人・中途採用者が育成できる環境づくりをする

●地域の患者さんが手術が必要な時にいつでも入院できるベット運

営を行う

2016年度の目標



－ 17 －

　2015年4月6日から脳卒中診療を開始しました。「NIHSS脳卒

中急性期評価」を取得するため、診療開始前の2015年3月から週

2回のペースでNIHSS学習会を行い、診療の準備をしてきました。

6人のコアスタッフが中心になって受け持ち業務を担い、基準や手

順を作成しました。また、月1回チーム会議を行い、SU看護師育

成を検討。今では20人の看護師が受け持ち業務をしています。

　rt-PAはERとHCUの両方の機能で理解する必要があるため、シ

ミュレーションを行いERとHCU看護師で具体的な役割を分担し

ました（河野龍平先生の協力のもと11回の学習会を開催）。2015

年度のrt-PAは11例。rt-PAは、発症から4時間半以内の脳梗塞が

対象で、来院時から発症時間を意識し対応します。11例は来院か

ら約60分で治療を開始できました。今年度は3例で、先日は治療

開始まで45分と最短記録でした。

　ハイケアユニットは、7月から個室4床で運用。今まで以上に人

工呼吸器やNPPV患者が多く入室しました。HCUでは4 ～ 5床の

空床を作りながら、病床稼働率18.9％という結果を出し、昼夜問

わず、毎日5人前後の臨時入院を受けてきました。

　ERでは「断らない救急」を実践し、救急搬入台数は昨年を900

台上回り8,310台を受け入れ、多い時には1日40台にもなりまし

た。不応需率は10％を切ったものの5月、9月、12月は10％を

上回りました。毎日業務終了後に、対応に困った患者や自分の判断

がどうだったかを振り返る時間を作っています。

　また、外傷患者に使用する装具やHCUやSUで使用する薬剤な

ど14の院内学習会を行い、39の院内外研修会にも参加しました。

死亡症例検討会は他職種の参加が多く活発な討議ができました。救

急隊への説明会では、当院で行っている脳卒中治療を説明し、実践

報告しました。その成果もあり、搬入時に救急隊が発症時間を伝え

てくれるようになりました。その現状を救急医学会で発表しました。

●ハイケアユニット・SU看護を充実させ、安全・安心な看護ケア

を提供する

●救急車の受け入れをスムーズに行い、病床の有効利用に貢献する

●看護の専門職として知識、技術、能力を高め看護の質向上を目指

す

●新人・既卒共に受け入れ、働きやすい職場環境を整える

ER-HCU

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　2015年度の手術実績は、総手術件数が2,491件と増加傾向です。

6月は過去最高の月240件。整形手術件数も同じく6月100件と

開設以来最高の件数でした。月平均207件、1日平均11件前後。

待機的臨時・緊急手術をできるだけ日勤帯に入室させるなど、調整

し受け入れました。

　夜勤待機での緊急手術は、緊急度の高い症例が増加しています。

中でも緊急心臓血管手術は腹部大動脈瘤の破裂、A型解離の上行置

換などを受け入れ、12月には初めての緊急開心術（僧帽弁置換術）

を行いました。休日待機体制の中、必要な人員を集め、外科医、麻

酔科医、臨床工学技士、看護師など多職種が協力し合いながらの緊

急手術でした。

　経験を重ねることで準備や人の動きなどはよりスムーズとなりま

した。しかしマンパワー不足やシステム、手術機械の不足や回転の

悪さなど根本的な課題が山積みです。必要なところへの投資や働き

方の改革、定期手術で技術習得していくことが必要です。

　緊急手術など手術件数が増加する中、実践していく上で最も大き

な課題が「チーム作り」と「大切にしたい看護の共有」でした。力

を合わせてなんとかやれたことを、誰もが安全に実践できるように

ステップアップする必要性を感じ、グループ活動を再開。「同じ目

的を持つ仲間として分かり合い、良いところを認め、尊重し合える

こと」「少人数のグループ編成で自分の意見を安心して伝えること

ができる環境づくり」を目指しました。また、それぞれが思う「こ

んな看護がしたい」という思いを仲間と共有。私たちの大切にした

い看護が「患者の安全を守る看護」であると確認できました。

　手術看護の専門性を認識することで、患者安全のためのサインイ

ン・タイムアウトの実践や血液・体液曝露からの身を守るための

ニュートラルゾーンの導入など、より具体的な対策を講じることが

できたので、もう一歩踏み込んでいけるよう進めていきます。

　2016年度からは手術室は中材（中央材料滅菌室）と同じセクショ

ンになります。安全・安心の担保と効率運用を考えた他職種との協

同、患者・地域の要望に応えることを目指し頑張ります。

●チーム力の向上

●他職種との協同

●コミュニケーションスキルアップ

手術室

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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　第1外来は、各科専門外来と内科外来、救急総合外来、中央処置

室を担当しています。中央処置室で受け入れているのは「ウォーク

インで来院する患者」「ERから移動してくる患者」「定期的に点滴・

注射などの処置で来院する患者」です。患者の入り口が多いですが、

日々チームで取り組んで業務を行っています。

　内科専門外来8科、専門外来8科の計16科で、それぞれ専門性

に特化しています。2015年度はウォークインで来院された患者人

数は2万387人で、年々増加傾向にあります。その中で、同じ症

状であっても救急車で運ばれてくるとすぐに診ることができるのに

対し、ウォークインで来た場合は待ち時間が長かったり、一見軽症

に見えても実は重傷という方もいるため、見極めが困難だった事例

がいくつもありました。

　その解決のため導入したのが院内トリアージです。2016年4月

1日から運用開始しており、バイタルサインや症状から緊急度を判

断し、受診の優先順位をガイドラインに沿って決定するシステムで

す。この準備をするため、チームでトリアージ看護を学び、他院を

見学し、シミュレーションを行いました。

●患者さんが安心してかかれる外来看護の質の向上を目指す

●お互い気持ちの良い接遇を心がける

●働きやすい職場作りを目指し、チーム医療の推進をしていく

第1外来

2015年度の活動のまとめ

2016年度の目標
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院内認定看護師3期生

感染管理院内認定看護師 9人

皮膚・排泄ケア院内認定看護師 6人

緩和ケア院内認定看護師 5人

【第1外来】 畑中 智恵子

【 I C U 】 木戸 陽子

【2東病棟】 成田 亜紀

【2東病棟】 中澤 晶子

【4東病棟】 小川 あり

【5西病棟】 清水 充子

【6東病棟】 安藤 留美

【6東病棟】 常見 梨奈（主任）

【6西病棟】 小林 未歩　

【EU-HCU】 葛西 充生

【 I C U 】 小川 美由紀（主任代理）

【2東病棟】 黒澤 亜也

【4東病棟】 戸津 邦子

【5西病棟】 本前 陽子（主任）

【6東病棟】 石井 ひづる（主任）

講師：高橋 夏絵

講師：木村 理恵

講師： 加藤 真由美

【4東病棟】 大森 綾子

【4西病棟】 蒲原 綾乃

【5東病棟】 本間 香織

【6西病棟】 藤井 麻由

【 I C U 】 豊村 香織


