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2016年度 重点課題

2017年度 重点課題

「社会保障を学び、事例と結び付け、人権を守る取り組みを
進める」と「時間外削減～健康で安全な働きがいある職場」
を加えました

1.いのち・くらし・人権を守り支える看護の実践

 （1）健康に暮らすことへの支援

 （2）緊急・重症な状態から回復することへの支援

 （3）住み慣れた地域に戻ることへの支援

 （4）疾病・障害とともに暮らすことへの支援

 （5）その人らしく最期まで生きることへの支援

2.ケアを通して経営貢献

3.人材確保と育成

1.いのち・くらし・人権を守り支える看護の実践

 （1）健康に暮らすことへの支援

 （2）緊急・重症な状態から回復することへの支援

 （3）住み慣れた地域に戻ることへの支援

 （4）疾病・障害とともに暮らすことへの支援

 （5）その人らしく最期まで生きることへの支援

　（6）社会保障を学び、事例と結び付け、

　　　 人権を守る取り組みを進める

2.ケアを通して経営貢献

3.人材確保と育成

4.時間外削減～健康で安全な働きがいある職場



2016年度 活動のまとめ

1.いのち・暮らし・人権を守り支える看護の実践

2.ケアを通して経営貢献

地域包括ケア時代において、
地域との連携を進め、

「いのち・暮らし・人権」を守り支える看護の実践

患者さんや家族のさまざまな問題に向き合い、
守り支える看護に取り組み、
チーム体制や地域連携を強化しました

地域へ出て、健康啓発や社会貢献活動を
積極的に行いました

　急性期病院のベッド数が減ってきており、「地域の人の命を守れな

い」という意見がたくさん出ています。勤医協中央病院は急性期病院

の役割を果たしながら、地域完結型の医療を提供するために地域との

連携を進め、患者さんや地域の人たちの「いのち・暮らし・人権」を

守り支える看護活動を2016年度も継続しました。

　健康に暮らすことへの支援として、地域イベントや乳がん啓発イベ

ント「ピンクリボンロード」などにも参加。無料・低額診療制度の重

要性を確認・周知する活動の一環として、無料・低額診療制度を利用

している乳がん患者さんの事例を5年間分調査し、制度を利用してい

ない人との病脳期間や腫瘍径を比較する研究を行いました。この研究

内容は、2017年7月に全国乳がん学会で発表する予定です。熊本地

震災害時には民医連MMATや北海道医師会JMATに参加し、医師4人・

看護師6人・事務2人が災害支援に出向きました。

経営に貢献する看護に
取り組みました

　認知症加算プロジェクトでは、「認知症加算1取得」に向けて取り

組んでいます。ER-HCUではハイケアユニット病床を満床運用し、2

東病棟ではDPC期間Ⅰ・Ⅱ82％をクリアしました。第1外来では、
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3.人材確保と育成

院内トリアージ算定可能スタッフの養成に力を入れパワーアップして

います。

　また、師長さんたちが道央圏域の勤医協の病院・診療所へ出向き、

勤医協中央病院の無料・低額診療制度をPRしました。

現代における社会保障と社会問題を
学びました

　新人看護職員42人も「ポートフォリオ」に取り組み、　「社会保障

の学習」では全看護師の97％に当たる530人がブックレットを読了

しました。主任研修会では「子どもの貧困」について学びました。　

　ほかにも看護職員のスキルアップや若手育成に関わる数々の取り組みを行いま

した。看護管理者ファーストレベル、日本消化器内視鏡学会の技師認定、骨粗鬆

症マネジャーの学会認定、厚生労働省の看護師救急医療業務実施修練、実習指導

者講習会など、2016年度もさまざまな分野のスペシャリストが誕生しています。

認定資格取得やスキルアップにも
取り組みました

皮膚排泄ケア院内認定看護師（3期生）
講師：高橋 夏絵

感染管理院内認定看護師（3期生）
講師：木村 理恵

●2東病棟／木村 仁美
●3西病棟／田山 優希
●血液浄化センター／横山 詩織

●HCU ／渡部 まどか
●3西病棟／米田 和

本間一昭主任が
日本看護協会手術看護認定看護師に合格しました！
おめでとうございます！
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地域でベッド運用する取り組みが
進んでいます

　円滑な地域包括ケアシステムをつくろうと2016年に札幌市医師会

東区支部と協力し、東区内の医療機関が中心となり「東区医療介護ネッ

トワーク協議会」が設立されました。メンバーは、地域医療機関の院

長や事務長、看護部長、退院支援の看護師、ソーシャルワーカーなど。

年4回ほど集まり、東区にある医療機関の空床情報ネットワークの構

築、地域連携パスの作成・運用、医療職と介護職の交流や情報共有の

あり方などの検討を行い、地域でのネットワークづくりが始まってい

ます

東区医療介護ネットワーク協議会ホームページ

http://se-zaitaku-care.jp/network/index.html

東区医療介護ネットワーク協議会 検索
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2017年度の方針

地域包括ケア時代において、
地域との連携を進め

「いのち・暮らし・人権」を
守り支える看護を推進します

1.いのち・暮らし・人権を守り支える看護の実践

多職種と連携する有機的な看護活動と
看護職員の業務改善活動で、
働きがいある職場を目指します

看護職員一人一人が地域活動に参加し、
顔の見える関係づくりを推進

　患者に寄り添う支援を行うため、地域の医療機関や介護事業所、東

区在宅療養支援協議会、看護協会などと連携し、健康づくり・疾病予

防・介護予防・重症化、重症化予防に向けた取り組みに積極的に参加

します。

　毎月1回、区民センターで東区在宅療養支援協議会の学習会が行わ

れていますが、「顔の見える連携」を目指し、多くの看護職員が参加

できるようにしたいと思っています。

6月から認知症加算1を取ります。認知症ケアチームによる活動がこ

れから本格化していきますので、全体で学び合っていきたいと思いま

す。

　取り組みとしては、

●急性期看護のスキルアップと研究活動を通した看護の充実

●急性期仕様への刷新→業務改善、入退院業務の簡素化（入院支援課

1年の業務内容の評価と業務拡大）

●退院支援の力量アップ→退院支援リンクナースの立ち上げ

　患者さんの療養の場が病院から在宅へと移行していく中、私たち看

護師には「生活と医療の両方の視点」が必要になります。人権・生存

権・健康権を土台にした地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携

しながら、2017年度も看護活動をしていきたいと思っています。

　また、看護職員の健康を守るため、労働基準法に定められた協定に

のっとった勤務体制を目指し、業務改善や効率化に取り組みます。
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●療養環境の整備と認知症高齢者のケア技術の向上に向け、安全な療

養環境を維持し、安全安心なケアの提供を推進する。増えてゆく高

齢・認知症の理解を深める学習と対応技術を向上させる。認知症ケ

アチームによる活動の本格化

●がん看護、手術看護、放射線看護などの研修参加や力量アップ

●看護の可視化→看護の質の見える化へ向けた事例検討会を重視し、

人材育成・組織づくりを充実させる

●看護、介護福祉士、ヘルパーと多職種で構成するチーム医療を推進

する

　また、友の会の皆さんが東区の「ふれあいの家さくら草」という一

軒家で地域の人たちの居場所づくりやお食事会をする取り組みをして

います。数百円の有償ボランティアや「子ども食堂」も行っています。

そのような取り組みにぜひ職員も参加していきたいと思います。

　社会保障を学び、関わった事例において人権を守る取り組みを進め

られるようにすることが、地域包括ケアシステムの中で最も求められ

ることではないかと思います。

2.ケアを通して経営貢献

3.人材確保と育成

引き続き、
ベッドコントロールで地域連携を強化

　当院では2016年10月に「医療連携・患者支援センター」を立ち

上げました。センターは6つの課で構成され、さまざまな事例に部署

を超えて連携・対応するワンストップサービスを目指します。

　また、2017年4月に急性期機能を高めるため看護部署を再編しま

した。

私たち看護師の働き方について
真剣に考えます

　夜勤者の確保への取り組みを行い、院内保育園の開設を目指し準備

を進めています。
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4.時間外削減～健康で安全な働きがいある職場

改善と時間外労働を
昨年の半分に

　看護職員の業務や体制を見直すために、4つのプロジェクト活動を

進め、時間外勤務を昨年の半分くらいにしたいと考えています。

【プロジェクトA】業務の見直し・改善

【プロジェクトB】記録の簡略化

【プロジェクトC】看護体制の見直し

【プロジェクトD】時間外に対する意識改革
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各セクションからの報告

入退院支援課 発表者：松浦 麻衣・長谷川 梓

仲間たちの看護の実践を知り、多くを学び、意欲を高めました

▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　4月の業務開始時は看護師1人体制でしたが、6月、7月に1人ず

つ増員し3人体制になりました。各外来の定期入院に加え、8月から

は救急外来の臨時入院にも対応しています。

　入院支援看護師がアナムネーゼ聴取時に不安や疑問がないかを聞き

取り、在宅調整や経済的支援が必要な場合はすぐに退院支援看護師や

医療ソーシャルワーカーに情報を提供しています。臨時入院の場合は

患者フェイスシートの提供を迅速にケアマネジャーや施設に依頼しま

した。

　患者一人一人の退院後の生活を見据えて支援することを心がけ、1

年間の入院支援対応総数は1193件。そのうち臨時入院は331件で

した。また、「入院前の患者の不安」に焦点を当てた研究を行いました。

　4月から4人体制になりました。病棟ラウンドを毎朝実施し、臨時

入院した患者さんの方向性についても迅速に確認しています。患者さ

んのことで困ったことがありましたら、ラウンド時に気軽に声をかけ

てください。

　2017年度も在宅・外来・病棟と連携し、患者・家族が安心できる

入退院支援を目指します。

●定期入院の対応件数5割以上を目指す

●入院支援看護師の役割を広めて業務の確立をする

●残業時間削減に向けて、夜間臨時入院が発生した5東西病

棟へ入院支援の対応をしていく

2017年度 目標
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外来 発表者：佐藤 なるみ
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　急性期病院として各外来の専門性を高めるため、パート職員を含め

た全スタッフが研修会や学会に参加したり、演題発表などを行いまし

た。化学療法室ではステージⅣ以上の患者全例にプライマリー看護を

導入し、放射線治療室では、医師・看護師・放射線技師がチーム医療

を実践しました。働きやすい職場をつくるため、一人一人が意見を言

えるようにコミュニケーションを大事にしました。

　特に頑張ったのは、「新患患者・他院からの紹介患者の受け入れ」「病

棟＆在宅とのカンファレンス」「接遇」「ケモ室、ラジ室でのアドバン

ス・ケア・プランニング（ACP）を意識した支援」の4点です。

　2017年4月の看護部署再編によって第1外来と第2外来が「外来」

という一つのセクションになりました。各専門外来・化学療法室・放

射線治療室が協働しながら、途切れのない看護ケアを展開できるよう

に頑張ります。

　特に療養指導に力を入れ、退院後に在宅で過ごす患者さんが迷うこ

となく療養を継続できるように日々関わります。糖尿病療養・ストー

マケア・フットケア・リウマチケアの療養指導を担当者以外も行える

ように、各スタッフのスキルを高めたいと思います。

●がん・急性期医療および専門外来の良質な医療を提供でき

るよう看護の質向上を目指します

●がんや慢性疾患を抱えながら通院している患者が安心して

生活できる療養支援を実践します

●紹介患者の受け入れと逆紹介を進め、地域の医療機関や在

宅分野との連携を強化します

●スタッフ一人一人が共に学び合い、生き生きと働きやすい

チームづくりを目指します

2017年度 目標
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血液浄化センター 発表者：民野 百愛
▼ 2016年度活動のまとめ

　外来透析患者約100人の管理を行っています。看護師だけでなく

臨床工学技士も患者担当制を導入し、チーム医療の質の向上を目指し

ました。高齢の透析患者や糖尿病性腎症患者の増加で日常生活動作が

低下している患者が増えているため、医師・臨床工学技士・看護師が

共に学ぶ学習会を定期開催しました。

　また2016年度診療報酬で、透析患者のフットケア下肢の加算算定

ができるようになりました。下肢血流評価も早期治療につながってい

ます。創傷フットケア院内認定に1人が合格し3人となり、フットケ

ア学習をスタッフ同士で行っています。各委員会やグループ会議の開

催も定例化し、患者家庭訪問も実施できました。食事指導パンフレッ

トの改定を行い、患者教育に活用しています。

▼ 2017年度方針
　医師が2人増え、パート医を含めると5人体制になり、新人看護師

2人と新人臨床工学技士3人が新たに入職しました。看護師と臨床工

学技士は変則3交替勤務です。血液透析のほかにも特殊浄化で血漿交

換、エルキャップ療法なども行っています。結核患者の場合は個室管

理を行い、人工呼吸器装着患者などの重症患者の対応も行っています。

●透析患者がより良いQOLを維持できるよう、医師・臨床

工学技士・看護師が協働し、チーム医療の質の向上を目指

します

2017年度 目標
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中央手術室・放射線内視鏡室 発表者：野辺地 まどか、斉藤 明穂
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

【中央手術室】

　全手術件数は2562件で2015年に比べ71件多く受け入れまし

た。70％（1840件）が全身麻酔の手術です。臨時手術件数は全体

の35％（873件）で、外科が最も多く509件でした。日勤、夜勤

問わず臨時手術の受け入れに奮闘しました。安全チェックリストで入

室時に患者確認を行い、ネームバンドで漢字間違いに気付いたことも

ありました。「効率運用に向けた5Sの強化」や「スムーズな入退室」

も実現できました。

　「手術室看護記録基準」をケアプロセス委員会メンバーが中心とな

り作成し、参加型看護計画の実践を増やすことができました。毎月1

回の3グループ会議や麻酔科医師との事例検討会（年3回）を開催し、

自分たちの役割を明確にすることができました。

【放射線内視鏡室】

　医師体制の厳しさもあり、下部消化器内視鏡検査は2853件（昨年

比－208件）と減少しましたが、上部内視鏡検査は5828件（昨年

比＋1078件）と大幅に増やすことができました。内視鏡治療は難し

い手技を要しますが、年々技術がアップし手術時間も短縮されていま

す。今年で内視鏡技師免許の取得者は6人になりました。

　また、ポートフォリオによって全員が「1年間の実践を見える化」し、

互いの頑張りを認め合うことができました。記録監査でSOAPが十分

に記載できていないという現状が分かりましたので、意識的に取り組

んでいます。「患者さんの術前の不安について」の看護研究を、全日

本民医連消化器研究会で発表しました。

　今年度は看護部署再編によって、新チームとなり不慣れなこともた

くさんありますが、一人一人が力を発揮し頑張りたいと思います。

●患者の安心安全を守り、専門的知識や技術の向上を目指し

ます

●医師と協力し臨時の検査や手術に応えられるように臨機応

変に対応します

●互いを認め合い、チーム力を高めます

2017年度 目標
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療養支援課 発表者：高橋 夏絵
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　2016年10月にスタートした医療連携・患者支援センター内にあ

る6課のうちの1つとして、1人体制で院内外からの相談にメールや

電話で対応しました。院内認定看護師と研究に取り組み、北海道ストー

マリハビリテーション研究会や下肢救済・足病学会北海道地方会で発

表しました。褥瘡ラウンドやフットケアカンファレンスを実施して質

の高いケアにつなげ、褥瘡ハイリスク患者ケア加算も算定できました。

院内外の講師活動は19回を数え、名古屋で行われた日本ストーマ・

排泄リハビリテーション学会のパネルディスカッションにも講師とし

て参加しました。

　「NEW療養支援課」として、新たに3人が配属されました。リエゾ

ンに長年関わってきた看護師、認知症看護認定看護師、臨床心理士

です。2017年度は4人体制でDST認知症サポートチームをつくり、

認知症ケア加算に向けた取り組みを進めたいと思います。

　スタッフ、患者・家族、そして地域に向け、ケアの相談や指導を行

いながら、自己研鑽するための研究に力を注ぎ、来年度の学会で発表

したいと思っています。

－ 12 －



患者相談課 発表者：久保田 良子
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　医療連携・患者支援センターに包括される課として、来院者や院内

外からのさまざまな問い合わせや相談に対応しました。1階の医事課

事務室に場所を確保し、連絡はPHSで受けました。体制は看護師長

1人・主任1人・事務職員2人の計4人です。相談内容の1次トリアー

ジを行い、患者満足度の向上を図りながら、院内外の連携を円滑にす

ることを目的にしました。

　開設時の2016年8月から2017年3月までに、患者相談課に寄せ

られた相談件数は275件で、専門外来への受診相談や入院相談がほ

とんどです。総合案内に寄せられた相談件数は52件で、健康・病気

に関することや経済的な問題が多く寄せられました。

【特徴的な事例】

　40歳代のご夫婦が健診で精密検査を勧められましたが、経済的に

困窮していたために困り果て、当院の医療福祉課に相談に来ました。

医療福祉課では無料・低額診療制度の申請を勧め、当課で当院消化器

外来に夫の診察を予約し、札幌病院婦人科に妻の診察を予約しました。

当課設置による効果として、対応窓口が不明確となっていた電話や来

院者による相談がたらい回しにならず、待ち時間に対する苦情も減少

しています。

　臨時入院の増加によって待機時間が延長し、退院調整の件数や職員

の残業時間が増加しています。外来でも患者診療枠がオーバーし、新

患や紹介患者のスムーズな受け入れが困難な状況が発生しています。

当院が急性期病院としての医療機能をフルに発揮していくためには、

受け入れ窓口の一元管理や円滑な入退院システムの確立、専門的な立

場からの療養支援が必要だと考えています。救急医療、がん、専門的

医療、地域連携を柱とした地域中核病院として、その役割を果たせる

ように各部署と連携し、患者や家族、地域の事業所、職員などへの支

援を2017年度も引き続き行っていきます。

　2017年4月から新患・紹介患者の対応を当課で行い、外来対応の

電話件数減少を目指しています。
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2東病棟 発表者：早坂 真理絵
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　8月末からカテーテルアブレーションの治療が全身麻酔下での管理

となったことから、関連する知識や技術を習得するためにオペ室で研

修を行いました。下半期は1日2、3件のカテーテルアブレーション

治療に対応しています。

　プライマリーナーシングにも力を注ぎました。中国に単身赴任中の

40歳男性が、妻の出産で一時帰国した際に心不全による呼吸苦で入

院しましたが、プライマリーナーシングから多職種によるカンファレ

ンスや療養指導につながっています。プライマリー支援を行った患者

数は2015年度よりも増え、個別性に応じた療養指導につなげること

ができました。多職種と患者情報を共有できるように、心不全チーム

が電子カルテ内に心不全アナムネーゼをテンプレート化しました。院

外の往診医師も含めたカンファレンスも開催し、地域に患者を戻すこ

とができています。

　プライマリーナーシングで関わった患者の退院後訪問で、新人ス

タッフは「またプライマリーをやってみたい」と笑顔を見せていまし

た。カテーテル部門では2人が独り立ちしました。

　心不全チームのコアスタッフ3人が学会で演題発表しました。

　今年度は4人の新人と2人の既卒者、石井主任の計7人が2東病棟

の新たなメンバーとなりました。よろしくお願いします。

●プライマリー看護と質の向上

●育成と定着を図る

●時間外削減に向けて業務改善に取り組む

2017年度 目標
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3西病棟 発表者：藤森 亜実
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　チーム医療の充実と退院支援の質向上を目指すため、他職種による

患者・家族との面談を年間274件、家庭訪問75件、在宅カンファレ

ンスを58件行うことができました。

　回復期専従リハビリスタッフの体制を整え、充実加算を取得し、6

単位（120分）以上のリハビリができるようになりました。脳卒中

患者は昨年度より11件増の91件に。リハビリ単位も増えたこと

で、FIM利得が脳疾患と整形疾患で向上しています。平均在院日数は

2015年度40.2日、2016年度42.8日でした。

　転倒予防対策について見直すため、リハビリスタッフとの合同転倒

対策チームをつくり、要因について検討を行いました。事前に転倒リ

スクを予測し、チーム全体で情報共有しながら、患者さんの行動に合

わせた対策を適宜行えました。

【転倒件数の集計結果から見えたこと】

　入棟カンファレンスを始めた10 ～ 3月の転倒件数は、2015年度

50件、2016年度35件。入棟1週間の転倒が減少し、1カ月以上経っ

た時期の転倒は増加しました。年間転倒件数は、2015年度106件、

2016年度109件と3件増加。転倒結果の分析から、ADLが自立し

た患者の転倒が増えていること、スタッフ介助下（センサーの付け忘

れも含む）での転倒が25％を占めていることが分かりました。

【事例】

　80歳代女性。圧迫骨折で入院後、BPSDが悪化し、「みんな嘘つきだ」

と怒り出すなど対応が困難に。認知症認定看護師の力を借りながら、

多職種カンファレンスで患者対応を統一しました。早期に落ち着きを

取り戻しグループホームに入所。家族から「元の母に戻り驚いている」

「安心しました」との声があり、チーム実践の成果を実感できました。

●生活を見据え、ゴールを明確に看護介入ができる

●転倒予防策の取り組みの継続

2017年度 目標

　転倒予防対策としてADL自立の評価内容を見直し、介助方法のス

キルアップに取り組みます。また、KYTを活用し危険を予測した対応

ができるよう感度を上げていきたいと思います。
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5西病棟 発表者：笹木 瞳
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　住み慣れた地域に患者を戻す支援として、地域や在宅の多職種と協

働し、退院調整やサービス調整のほか家庭訪問8例を実施しました。

「誤嚥性肺炎を繰り返すが経口摂取を強く希望されたため、院内NST

やSTなどさまざまな職種と連携し支援。最終的には喉頭分離術を行

い、在宅酸素を導入して自宅退院となったA氏」「高齢独居で、糖尿

病悪化のために入退院を繰り返すが、住み慣れた家でかわいがってい

る猫2匹との生活を強く希望したB氏」「塵肺と廃用が進行し、肺炎

で入退院を繰り返すC氏」「80歳代で透析を導入したD氏」など、入

院中とは違う患者の笑顔や地域の人たちに支えられながら暮らしてい

る姿を見ることができました。自宅での生活イメージを大切にしなが

らの在宅調整、多職種との連携・情報共有の重要性を再確認しました。

　新人や異動者の新たな指導方法に「スモールステップ」を導入し取

り組んでいます。また、先輩たちを知るツールとして「5西病棟先輩

紹介」を休憩室ドアに掲示しました。

　2016年7月に開催された「糖尿病シンポジウムin北海道」に参加。

2年前から準備を行い、大成功でした。

　7月1日に5東西の病棟編成があります。安全安心の医療看護が展

開できるよう、新5西（総合・呼吸器）と新5東（血液・腎・DM）

のプロジェクトを立ち上げ、準備に取りかかっています。これまで培っ

た「患者と共に考える療養支援」の実践継続に力を入れ、より良い看

護実践ができるチームづくりと一人一人が成長していける病棟になる

ように頑張ります。

　今年度のスモールステップは活用法をバージョンアップさせていま

す。「5西病棟先輩紹介」は今年も作成し掲示しています。
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6東病棟 発表者：飯村 真喜子
▼ 2016年度活動のまとめ

　平均在院日数 31.9 日。病床稼動率 89.6％。退院経路は死亡

83％、在宅退院15％、転院・転科2％でした。2016年度は各病棟

から平均的に転科依頼がありました。

　2016年度から看護師を2つのチームに分け、それぞれのチームで

事例検討会を5例行い、困難事例などを振り返りました。看護師23

人中18人が何らかの研修会に参加しました。

　12月には毎年恒例の遺族会を開催しました。デスカンファレンス

は多職種参加で4事例行い、プライマリー看護師がお悔やみハガキに

一言を添えると、遺族から「励まされた」と感謝の手紙をいただきま

した。また、苦痛緩和に対し、痛み止めの薬以外で何かできないかと

日々考え、ケアを行っています。家で過ごしたいという希望をかなえ

るため、緩和往診クリニックや訪問看護師との連携を強化し、その思

いに応えています。

【特徴的な事例】

　60歳代の女性で兄弟と3人暮らし。痛みが薬では緩和されず、安

楽なポジショニングについて検討し援助しました。病状が進行すると

死への恐怖や不安から叫んだり、お経を唱えるなどスピリチュアルな

つらさが出現。ご家族が頻繁に来られなかったため、受け持ち看護師

以外のスタッフも頻回に訪室したり、患者さんをホスピスケア病棟の

ラウンジにベッドごとお連れし、みんなで声を掛けるなどして関わる

時間をつくり、不安の軽減に努めました。患者さんのつらさと向き合

い寄り添うケアが大切であることを、病棟スタッフ一人一人が認識し、

サポートし合いながら援助しました。最期はスタッフや親族へ感謝の

手紙を残し、静かに旅立たれました。「患者さんを最期まで尊重する

ケア」と「チームを超えた多職種の連携」から、多くの学びを得ました。

▼ 2017年度方針
　主にホスピスマインドの徹底とチームづくり、緩和ケアの質の向上

を目指し取り組んでいきます。

●ホスピスマインドを徹底し、助け合えるチームづくりを目指す

●患者・家族が望むその人らしい療養を支援する

●一人一人が学ぶ姿勢を持ち、ホスピス緩和ケアの質向上を目指す

●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

2017年度 目標
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医療安全室 発表者：大方 葉子
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　インシデントの集計や院内ラウンド、安全推進士の養成講座など安

全面に関する活動を担い、年に2回の安全の研修会、安全情報の発行

などを行いました。

　インシデント報告件数が若干減少し、2015年度と比較すると200

件ほど減少しています。看護部門からの報告もきちんと報告してい

ただいているか心配なところです。報告種別を見ると転倒・転落が

600件と一見すると多いのですが、実は注射・内服を含めると与薬

が約800件と非常に多く発生しています。2016年度の病棟薬剤師

導入で少なくなると期待しています。

【重要インシデント】

◆針の置き忘れによる患者の針刺しインシデント

　2015年度からの継続課題に、ポリアンプル使用の徹底を呼び掛け

ていますが、2016年度もゴミの中に18Gや留置針の針混入が非常

に多く見受けられました。

◆ホットパックによる低温熱傷

　マニュアルを改訂し、使用時は定期的な観察を周知していました

が、ホットパック使用の合併症による水疱治療に難渋するケースが多

く見受けられたため、看護師業務安全委員会と医療安全委員会でホッ

トパック廃止を決定しました。

◆退院時や外来受診時の留置針抜き忘れ

　留置針やネームバンド、心電用電極、採血後の酒精綿を止めたテー

プなどが患者の体に付いたまま退院させているケースが見受けられま

す。退院時にしっかりと確認しましょう。

　安全は医療の基本です。一人一人が高いアンテナを持ち、当院の基

準・手順に沿って物事を実施できているか原則に立ち返り実践してほ

しいと思います。何か重大な事案が起きたらセクションでしっかりと

振り返りを行ってください。

　インシデントの背景にはコミュニケーションエラーによる事案も多

く発生しているという実態があります。コミュニケーションの技術を

向上させることで、インシデント削減を目指します。

　引き続き、院内安全ラウンドによって患者の安全環境を保ち、看護

師業務安全委員会と連携し看護職員の医療安全に取り組みます。
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3東病棟 発表者：犬養 萌・遠藤 郁予
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　ケアの質の向上と個人のスキルアップを目指し、院外研修に13人

が参加し、院内研修会も含めるとほぼ全員が研修に参加し学びを深め

ています。ポートフォリオは全員が導入しています。

　7月からケアワーカー 2人が新たな仲間として加わり、急性期病棟

での早期離床に取り組み、生活リズムをつくっています。

　年度の途中から、患者の看護問題を把握しやすくするためにカン

ファレンスノートの内容を変更しました。在宅調整会議や4分割カン

ファレンス、デスカンファレンスを行い、チームで共有しています。

　これからもチームみんなで協力し合って頑張っていきたいと思いま

す。

●急性期病棟における専門職として患者から学び、個別性を

意識したケアの質向上を目指す

●多職種協働の退院調整に積極的に関わる

●卒研世代・既卒者の育成を通じて、一人一人が互いに尊重

し合い、チームとして成長することができる

2017年度 目標

－ 19 －



4東病棟 発表者：田部 敦美
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　抗がん剤治療で定期的に入院する患者にプライマリーナーシングを

導入し、3年が経過する中で「プライマリーナースの役割とは何か」

を基準化する看護研究に取り組み、事例検討も行いました。基準化し

たことで、プライマリーナーシングに自信がなかったスタッフが意識

的に患者や家族と関われるようになりました。

　カンファレンスの方法について討議し、週1回の定例会をやめ、気

になる事例や困難事例について必要に応じ不定期で開催するようにし

ました。医師にも参加を呼びかけ、4分割法によって病状の把握や問

題点の整理、目標の一致につなげました。

　院内外の研修に参加するほか、セクションの学習会で、DPCや全

身麻酔下ESD、新しい薬剤など関連する領域のさまざまな知識や技

術を学びました。また、担当主任とプリセプティー、プリセプターが

定期的に面談で目標を一致させながら頑張りました。

　各職種の業務見直し、遅出時間の変更などの業務改善も行いました。

　明るく元気に働ける病棟を目標に頑張っていきたいと思います。ア

ドバンス・ケア・プランニングを意識した関わりができるようになり

たいと考えています。

●チーム力の向上

●カンファレンスの充実

●プライマリーケアの充実

2017年度 目標
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4西病棟 発表者：高橋 瞳美
▼ 2016年度活動のまとめ

　4月に泌尿器科が5西病棟から4西病棟に移動となり、入退院の件

数が今まで以上に多くなりました。そこで、看護業務の効率化を目指

し、病棟基準とパスの整備を行い、患者のストレス軽減や継続看護に

つなげることができました。

　院外研修会に15人が参加、セクションでの学習会を18回開催。

術後せん妄と認知症、ストーマ装具の種類や選択方法、社会福祉制度

についての学びを深めました。術後せん妄については、術前に患者・

家族に説明する仕組みづくりにつながりました。

　繰り返し入院する患者の積極的治療から緩和的治療までスムーズに

関われるように、外来看護師と共同でパンフレットを作成し、全患者

にプライマリーナーシングを導入したことで、意識的かつ積極的に看

護展開できるようになり、看護の質が向上しました。

　看護研究「消化器外科病棟看護師へのストーマ装具選択の教育効果

について」をストーマリハビリテーション研究会で発表し、「無料・

低額診療制度を利用した乳腺患者の社会的背景と受診経過の研究につ

いて」を今年の乳腺学会で発表します。

●消化器・乳腺センターとして外科治療の急性期看護を実践

します

●患者・家族の安心・安全のため、医療・看護のスキルを向

上します

●多職種と連携し、効率の良い病棟運営を行い、経営に貢献

します

2017年度 目標
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5東病棟 発表者：寺本 真菜
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　プライマリーを1人3例受け持つことを目標に、合計84人の患者

と関わることができました。急性期病棟ですが、退院先を見据えて看

護師とケアワーカーで関わった事例もあり、生活の視点と看護の視点

を融合した学びとなりました。

　血液疾患の患者が病棟の半分を占める時もあり、受け持ち看護師は

複数の抗がん剤を担当しなければいけないため緊張の連続ですが、ベ

テランになると笑顔で対応できるようになりました。ケアワーカーさ

んやヘルパーさんの巧みな話術で患者さんの緊張がほぐれ本音が聞け

ることもあり、療養に役立てています。患者さんのことで悩み迷う時

には、4分割カンファレンスや事例検討を行っています。

　毎日の残業は当たり前という中、業務改善に取り組みました。17

時を過ぎても処置業務としていた内容を見直して夕残りの時間を定

め、平均残業時間を削減しました。目標面接・育成面接を師長と主任

との3者で行い、目標を共有して達成する喜びを感じました。

【特徴的な事例1】

　Aさんは50歳代の女性。体調不良から高校の教員を早期退職し、

生活スタイルのこだわりからテレビも電話もない部屋で1人暮らし。

保険未加入で、何度も提案しましたが、声を荒げて話し合いができな

い時もありました。婦人科の悪性疾患が疑われましたが、治療を拒否。

考えや希望が分からずに悩みました。入退院を繰り返しながら徐々に

全身状態が悪くなり、最期は疎遠だった兄弟に看取られて亡くなりま

した。医療者としてではなく、人間として向き合った事例でした。

【特徴的な事例2】

　Bさんは体動困難で入院しましたが、意識障害や発熱などが続き状

態が安定しない中、血液疾患の疑いが出てきました。詳しい診断を待

つ時間がなく、抑制しながら抗がん剤治療を開始。これでいいのか、

治療は必要だが本人の気持ちはどうなのか。もやもやしながら関わる

中、Bさんの状態は安定し退院先を検討するまでに回復しました。「家

に帰りたいけれど1人暮らしは不安」でしたが、経済的な余裕はなく、

息子さんは同居ができないという状況下、プライマリーが中心となり

多職種の協力を得て、介護老人保健施設に入所が決まりました。

　7月に病棟編成を控え、4月から毎月5東病棟と5西病棟でスタッ

フが異動しています。現在は3人の5西病棟のスタッフが5東病棟で

血液疾患の患者を担当しています。新たに加わるスタッフに向けた血

液疾患の学習会を毎週お昼に実施しています。

　新人さん3人と5西病棟から来てくれたケアワーカーさん、病棟常

駐になった薬剤師さんと共に、1年間頑張ります。
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感染制御室 発表者：木村 理恵
▼ 2016年度活動のまとめ

●手指衛生を適切なタイミングで実施し、遵守率を向上させ

る取り組みを病棟でリンクスタッフと一緒に実施する

●患者に使用する器具を清潔に取り扱えるようマニュアルを

作成（体温計を消毒せずに次の患者に使ったりケースに戻

している様子が見受けられました。血圧計のマーシェット

もいつ洗ったものか分からない。ステートはいつ拭いたの

か、拭かない人もいたので、バラつきが出ないように取り

組みたい）

●包交車を廃止できるところは廃止し、積んでいる医療材料

等を減らすなどの整備をする

●CD腸炎の感染拡大予防マニュアルを作成

2017年度 目標

　手指衛生の遵守率を高めるため、これまでの手指消毒計測に加え、

手指衛生のタイミングの直接観察を実施。入院患者1人1日当たりの

実施回数の目標は1日8回。タイミングは日勤の午前、午後、準夜、

深夜、入室時、患者に触れる前、触れた後、退出時です。実施回数は

平均5 ～ 6回と昨年より増えていますが、目標は達成していません。

　WHOの5つのタイミングを「2月から3月にかけてリンクスタッ

フが実施したアンケート」の結果から見てみると「清潔／無菌操作の

前」「体液曝露の可能性の後」は手指衛生をしていますが、「患者に

触れる前」「患者に触れた後」「患者の周りに触れた後」の遵守率は

2015年より下がっていました。

　また、手指衛生のタイミングの直接観察を2部署で行い、サーベイ

ランスしました。一方の病棟は遵守率25.2％、もう一方は使用量が

多いのですが遵守率は19％。手指消毒剤使用量とMRSAの罹患率を

比べたところ、2015年に比べあまり下がらなかった印象です。使用

量が増えても、タイミングが効果的ではないということです。

　療養環境の整備を目的に、退院時ベッド清掃の点検ラウンドを実施。

年度の終わりごろには、「ベッド周囲にほこりが全然ない」状態にな

りました。患者環境整備用のワイプをセイフキープからルビスタに変

更しました。

　感染管理院内認定看護師の4期生は、前期6人が受講しています。

3期生後期では渡部さんと米田さんが合格。フォローアップ研修には

2期生・3期生13人が参加しています。後期研修では義歯の手入れ

について感染管理ベストプラクティス（手順書）を作りました。
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救急センター 発表者：東出 浩果
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　院内トリアージを2016年4月から開始しました。パートさんも含

む外来看護師全員が正しくトリアージできるように一緒に学習し、ア

ンダートリアージ（重症患者を軽症に扱う）を減少させるための知識

を深めています。患者待ち時間の軽減にもつながっています。

　中央処置室のガ交車に載せるものを必要最小限の物品にとどめ、在

庫用の棚も使用頻度や緊急性の高い物品をすぐに取り出せるように配

置したことで、作業の効率化を進めることができました。

【ER】

　救急車搬入は2015年度より300件減少し8000件でしたが、重

症患者の受け入れは増加しています。院外心肺停止患者は2015年度

より17件多い66件受け入れ。件数の増加に伴い胸骨圧迫の外傷に

ルーカスが導入され、少ない人員でも救命処置を行うことが可能にな

りました。重症肺炎、薬物中毒、高エネルギー外傷なども重症で緊急

性の高い医療が必要とされ、ICU入室患者は200件。Aラインでの血

圧管理も求められるようになり、学習を繰り返し行い実施しました。

　救急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

目指すため、院外の救急に関する研修会に合計15人が参加し、セク

ション内で伝達学習を行い共有しました。

　精神症状を持つ患者も多く、さまざまな症状や行動に困難を感じて

いたことから、救急における精神症状評価とその対応を学ぶ研修会に

医師と共に参加しました。また、これまで申し込んでは落選してきた

救急医療業務実地修練に初めて池添看護師が参加でき、東京での3週

間の講義と札幌医科大学での実地研修を受けました。救急関連の学会

にも参加しました。

　円滑な救急患者対応を目指し、ER・中央処置室・救急外来が1つ

のセクションになり救急センターとしてスタートしました。救急外来

ではユニフォームがスクラブへと変わり、気持ちも新たに頑張ってい

ます。救急外来とのスムーズな連携を目標に頑張ります。

●家族看護に力を入れる

●円滑に救急車を受け入れるために効率の良いERと中央処

置室のベッド運用や人材活用をする

●働きやすい職場環境をつくる

●経営に貢献する

2017年度 目標
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HCU 発表者：木次 玲奈
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　病院全体の臨時入院の30％をHCUで受けており、外来で待機する

ことができない重症な患者を素早く入院受け入れしました。人工呼吸

器の患者も今まで以上に受け入れています。さまざまな重症患者に対

応できるよう、医師の力を借りながら「大動脈解離」「Aライン管理」

など25回の学習会を行いました。

　脳卒中担当の河野医師が8月から研修へ出向いたため、臺野医師と

共に受け入れ手順を再確認しながら安全に看護できるように頑張りま

した。当セクションで毎週行っている脳カンファレンスに栄養科から

も参加いただき、多職種チームで患者を看ています。

　外科プロジェクトを立ち上げ、4西病棟での研修や外科・麻酔科医

師を講師に学習会を行い、消化器外科の術後受け入れを開始。胃切・

腸切術後の患者を安全に受けることができました。さらに受け持ちで

きるスタッフを増やすために指導を続けています。

【特徴的な事例】

　ALSでナルコーシスを起こしNPPVを装着となった60歳代女性T

氏は意識改善したものの、NPPVを外せない状態となりました。苦痛

を訴えるT氏の援助に悩み、多職種で4分割カンファレンスを繰り返

し、今できることを検討していきました。訴えを聞き取るのも難しい

状態でしたが、唯一の「経口摂取がしたい」という希望にチームで支

援することができました。

　新たな目標に向け頑張ります。今年から常駐になった薬剤師さんの

力も借りて、カンファレンスをさらに充実させていきたいと考えてい

ます。

●速やかに臨時入院を受け入れられる病棟づくりのために努

力します

●ハイケア対象患者の患者確保と適切な期間のベッド運用を

します

●新たな疾患の受け入れに必要な知識や技術を習得できるよ

う努力します

●チーム医療を実践し質の高い医療、ケアを提供できるよう

努力します

2017年度 目標
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6西病棟 発表者：銭谷 香穂
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　呼吸器センターとしての看護実践能力を高めるため、他職種の協力

を得てセクションの学習会を開催しました。研修医には酸素療法、胸

水、血ガス、呼吸不全について、薬剤師にはジオトリフ、検体検査科

の方には輸血、外科医には胸腔ドレーンの管理について指導していた

だきました。院内認定研修では、看護研究や感染ケア、看護過程基礎・

オウディター養成、中堅研修、プリセプター研修にスタッフが参加し

ています。院外研修には延べ10人が参加しました。

　看護の質向上を目指す取り組みとして、ケモの導入、肺がんや間質

性肺炎の患者にプライマリーナーシングを行い、患者の願いに沿った

看護の提供を行い、事例検討会も開催しました。

　ケアプロセス委員会が記録基準の読み合わせや記録の監査を1人1

事例実施。感染対策リンクスタッフがウェルホーム個人使用量を毎月

チェックしグラフ化、部会で報告。リンクスタッフを中心に吸痰セッ

トの正しい設置を確認・徹底しました。

　看護研究委員会では、「第41回全日本民医連呼吸器疾患研究会」

で発表しました。

【特徴的な事例】

　A氏は原発性肺がんの患者で、疼痛の増強に伴い麻薬を開始。転倒

後、自宅療養困難となり疼痛コントロール・在宅調整を目的に入院。

入院当初からカンファレンスで情報共有してきましたが、CO2 ナル

コーシスや疼痛コントロールが難しく悩みました。退院困難が予想さ

れましたが自宅退院を希望され、チームで退院支援を行うことになり

ましたが、間もなく病状悪化のため永眠されました。事例検討の振り

返りでは、終末期の患者は悩み・葛藤が多く、患者の意思決定を支援

するためには積極的にプライマリーを付けて関係性の構築をし、本人・

家族の思いを聞いていく必要があることを全体で共有しました。

呼吸器センターとしての専門性を持ち、患者・家族が安心して療養で

きるようにつなぐ看護を目指していきます。業務調整をして残業時間

を削減することが課題です。

●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、地域の人々に要求に基づいた看護を

推進する

2017年度 目標
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ICU 発表者：高木 あか里
▼ 2016年度活動のまとめ

▼ 2017年度方針

　ICUでは256件の入室、延べ2234件の患者を受けました。病床

稼動率は102％で、日当円は18万円を超えました。術後患者や呼吸

不全、心不全、敗血症の患者を多く受け入れ、事例検討や卒研事例、日々

のカンファレンスなどで意見交換ができました。「根拠のある統一し

たケア」が提供できるよう看護基準やチェックリストの改定を行いま

した。ケアプロセスでは記録の学習会と監査を実施しました。

　安全と安心の医療を提供するために、インシデントの振り返りを行

い、同じ状況が誰にでも起こり得ることを共有し、インシデントの減

少に努めました。看護研究ではICDSCせん妄アセスメントツール評

価に合わせた自己抜去予防策の統一した実践検証に取り組みました。

これを基準化し、安全な看護ケアの提供に生かしています。リンクス

タッフを中心に感染対策を周知・徹底し、個々のスタッフで実践する

ことができました。

　重症患者を受け入れ管理・看護ケアを提供し、経営に貢献しました。

特定集中治療室管理料や看護必要度を理解し、それを評価し記録に残

すことができました。

　2016年度の成果を伸ばし、課題を見据え、患者・家族のニーズを

把握し具体的に実践していきます。多職種が互いの専門性を発揮する

ためには、風通しの良い関係を築くことが課題です。この大きな目標

を共有するために合同方針会議を開催し、取り組みます。

●「質の向上」を目指す

●身体的・精神的に危機的状況にある患者・家族に対して、

　❶医師、看護師、臨床工学技士、理学・作業療法士、薬剤

師、放射線技師……集中治療に携わる多職種の連携を強

化、それぞれの役割を発揮する

　❷情報を共有する、知識・技術を深める

　※集中治療の質と安全を提供するため、多職種が協働

2017年度 目標
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がん相談支援課 発表者：加藤 真由美
▼ 2016年度活動のまとめ

　日本人の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる時

代を迎え、がん患者と死別を経験する家族が増加しています。しかし、

地域コミュニティの希薄化によって患者さんも家族も自分たちのこと

をサポートし合うのがとても難しい現実があることから、医療者によ

る支援が必要です。

　そこで、入院や外来、地域に出向き、がんに関連するサポートや相

談支援活動を行っています。治療や療養生活に関する情報を探す手伝

いや相談、心のケア、時には生活支援・助成金の紹介も行っています。

地域のがん患者さんとそのご家族が安心して療養できるよう

に支援します

●相談しやすい環境や対応

●知りたい情報に関する資料の提供や適切な場所・人への紹

介

●自己学習として、地域のがん情報、連携に関する研修会や

プログラムへの参加

2017年度 目標
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