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2019年度 看護部門集会 レポート❷

2019年度の目標

2018年度のまとめ と

各セクションからの報告

療養支援課 発表者：高橋 夏絵

●10月に精神科外来が終了したため業務整理を行い、認知症ケア加

算件数、褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数の増加につながった

●全日本民医連精神科医療福祉交流集会で「新人看護師サポートプロ

グラム9年間のまとめ」を発表し、ポスター賞を受賞した

●国家資格「公認心理師」の試験に臨床心理士1人が合格した

●全員がセミナー・学会などに参加した

●院内外のスタッフに対し、専門分野のケアの指導・相談・

地域啓発を行う

●患者・家族に対してチームとともに療養を支援し、かつ経

営貢献する

●自己研鑽を行う

◦実践や研修会などを通じて実態調査や分析を行い日々の実

践に生かせるように検討していく

2019年度の目標

2018年度のまとめ
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患者相談課 発表者：大方 葉子

●患者や家族の「よろず相談所」として、電話や面談で受診相談や困

り事などに対応した

●相談件数は月平均350件と飛躍的に増加し、全ての月で2017年

度の件数を上回った

●事務職員育成のため、受診相談の基準・手順を作成した

●患者が安心して相談できる体制や調整を行います

●患者相談のスキルアップを目指します

●業務がスムーズに行えるための整備を行います

●病院機能の役割について患者、地域に対して啓蒙活動など

を行います

2019年度の目標

2018年度のまとめ
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医療安全室 発表者：小原 愛

●院内全体のインシデント・アクシデント報告総数は2451件で、看

護師からの報告は1855件（全体の76％）

●450床の病院には約3500件のレポートが必要といわれているため、

インシデント・アクシデント報告は足りていない状況

●インシデント・アクシデントの報告が多かったのは「転倒・転落」「内

服」「注射」で、過去10年変化なし

●月に1回、医療安全委員会を実施した

●院内リスクマネジメント教育を行い、さまざまな研修会で講師を担っ

た

●インシデント・アクシデント報告の再発防止への取り組みとして院内

周知（RM情報の発行）や院内ラウンドなどを行った

●看護師業務安全委員会と共同し、誤食・異食した事例についてオー

バーテーブルへの変更やベッドサイドの環境整備などを行った

●安全管理加算1の条件に沿った業務を実践している

2018年度のまとめ

●インシデント・アクシデント分析を行い再発防止に取り組む

●リスクマネジメントへ働きかけ、各部署の安全意識を高める

●チーム医療の推進

●安全にまつわる院内ラウンドやカンファレンスを実施

2019年度の目標

●医療安全対策地域連携加算を取得した

●医療安全管理者養成研修会へ参加し、1週間の研修課程を修了した
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HCU 発表者：川村 咲奈

●ハイケアユニット稼働率97.4％、DPC期間割合は96.5%だった

●他院調整を積極的に行い予算達成に貢献することができた

●多職種と共に計28回の学習会を開催した

●SEAカンファレンスで「もやもやしていた事例」を振り返り、医師

とアクションプランを考える学習会を開催した

●学習会の学びから下肢の観察と記録を積極的に行うようになった

●4月の脳血管内治療開始に伴い学習会を開催し、17人の患者を受

け入れた

●毎週水曜に定例臨床倫理4分割カンファレンスを開始した

●臨床倫理4分割カンファレンスを継続する

●脳卒中の患者さんが速やかに治療開始できるよう院内外へ

アピールをする

●下肢の血流が悪い患者さんへチーム支援を行う

2019年度の目標

2018年度のまとめ
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4東病棟（消化器センター） 発表者：鍛冶 紗友里

●消化器内科疾患患者のケアの質が向上した

●化学療法施行中のほぼ全例の患者にプライマリー看護師を決め、取

り組んだ

●専用の問診票を作成し、情報収集を開始した

●部会やグループ会議でプライマリーケアの実践の振り返りを行った

●週に1回の環境ラウンドを開始した

●在宅調整カンファレンスを行い患者の希望に沿ったケアを実践した

●民医連消化器研究会で「食道がん終末期患者へ苦痛緩和した症例」

を発表した

●業務改善を行ったことで内服インシデントが減少した

●臨時入院は45.5%で、受け入れに貢献できた

●在院日数は9.5日だった

●病床稼働率は98.9%だった

●消化器病棟の看護の質向上

●人材育成（働きやすい職場づくり）

2019年度の目標

2018年度のまとめ
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●急性期病院としての役割を果たし、各専門外来の機能を充

実させる

●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す

●がんおよび疾病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する

●紹介患者の受け入れを増やし、地域の医療機関や在宅分野

との連携を強化する

●スタッフ一人一人が共に学び合ういきいきと働きやすい

チームづくりを目指す

2019年度の目標

外来 発表者：石原 正子

●働きやすい職場づくりをチームで目指した

●院内外のセミナーや学習会にも積極的に参加した（学会・研究会で

は8演題を発表）

●病院機能評価のため、基準の整理や5S活動に力を入れ取り組んだ

●北海道胆振東部地震の際は、全外来を休診にして救急患者の受け入

れを行った（パート職員を含め23人が奮闘）

●注射処置などは救急センターと共同で実践した（月・水・金の午前

中以外）

●救急外来と合同で新薬の学習会を実施した

●他職種、他部門、他院所とのカンファレンスなど、連携活動を積極

的に行った

●糖尿病療養指導士、リウマチ財団登録リウマチケア看護師の資格を

看護師が取得した

【外来化学療法室】

●延べ件数は2048件で、管理患者数は158人となり前年度より10

人ほど増加した

●新薬の導入や外来で治療初回の導入など、DPC病院でのベッド確保

を行い積極的に貢献した

●乳腺センターの医師と共にアドバンス・ケア・プランニングの実践

に取り組んだ

【放射線治療室】

●実績は187件で、前年度より増加した（2017年度179件）

2018年度のまとめ
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●患者・家族のつらさや思いに寄り添い、看護を実践できる

●救急搬送される社会的な背景に着目する

●搬入前後の情報を集め「つなぐ」関わりを持つ

2019年度の目標

救急センター 発表者：大山 拳志

●9月の北海道胆振東部地震の影響もあり、救急車受け入れ件数は

2017年度より127台多い7938台だった

●救急外来患者数1万2848人

●北海道胆振東部地震時には赤ブースとトリアージブースを担当し、9

月6日3時7分の発災から同日24時までに84台、11日8時まで

には合わせて230台の救急車を受け入れた

●大谷地病院、五稜郭病院とそれぞれ2回ずつ合同症例検討検討会と

懇親会を行い、できることとできないことについて共有。家族の付

き添いがなくても受け入れてもらえる関係づくりができた

●看護師の救急自動車同乗研修を初めて実施し、8人が参加した

●気になる患者のカンファレンスを13件行った

●トリアージカンファレンスを18件実施し、青トリアージの事例振り

返りからドクターコール時の改善点を出し合った

●1年間で22回の学習会に参加した

●災害学習会・訓練を3回開催した（❶基本的な災害時対応、❷机上

訓練、❸厳冬期訓練）

2018年度のまとめ
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＜入院支援＞

●入院時支援加算の算定が取れるよう働き方を見直し、外来・

病棟・ソーシャルワーカーと連携を取りながら退院支援に

結び付ける

●在宅調整が必要な事例が多い5西病棟や3東病棟の夜間臨

時について入院支援を継続し、今後はほかの病棟に入った

大腿骨骨折患者への介入も検討する

●看護・介護研究集会で研究結果をまとめて発表する

＜退院支援＞

●入退院支援加算の算定を入退院支援・病棟・医事課と協力

して実践する

●退院時支援加算の算定数を上げ、病院経営に貢献する（目

標：月平均70件、年間840件）

●患者・家族が安心して転帰先へ向かえるよう、病棟チーム

と連携し退院支援を行う

●早期の患者・家族面談につなげ、意向を大切にした退院支

援を推進する

2019年度の目標

入退院支援課 発表者：橋本 仁美

＜入院支援＞

●看護師3人でスタートした

●5月から夜間・休日に臨時入院した3東病棟への介入を開始し、患者・

家族にインタビューを行った

●入院支援対応総数2276件だった（定期入院528件、臨時入院

1041件、病棟介入665件、化学療法室・放射線室42件）

＜退院支援＞

●看護師4人でスタートした

●即日入院数は5503件、全例でスクリーニングを実施した

●病棟ラウンド件数9943件、（月平均828件）、退院支援加算算定数

643件（月平均53件）だった

2018年度のまとめ
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●適切なタイミングで手指衛生を実施できる

◦手指消毒剤の使用量を上昇させる

◦手指衛生5つのタイミングサーベイランスを2部署で行う

●血液・体液曝露件数を年間30件以下にする

感染制御室 発表者：澁谷 美里

●手指消毒剤の病棟使用回数は、目標8回に対し平均5.8回だった

●手指衛生学習会前後の手指衛生遵守率を3東病棟で調査したところ、

学習会後は18％から47％に伸びた

●リンクスタッフによる学習会で「患者に触れる前」「触れた後」「環

境に触れた後」の遵守率が上昇し、職員3人から「手指消毒剤を携

帯したい」との申し出があった

●血液・体液曝露件数は32件で、28件以下にするという目標には届

かなかったが前年より6件少なくすることができた　

●新人看護師オリエンテーションで血液・体液曝露の学習会を行った

●「ICT info＋α」を5回発行しタイムリーな情報発信ができた

●3西病棟でアウトブレイクの兆候にリンクスタッフが気付き早期に対

応できた

●各部署で感染性胃腸炎防止のための学習会と嘔吐物処理実習を実施

した

●HCUで感染管理認定看護師によるCD腸炎学習会、リンクスタッフ

によるスタンダードプリコーションについての学習会を行った

●リンクスタッフ会議を通し環境改善を行った

2018年度のまとめ

2019年度の目標
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ICU 発表者：木戸 陽子

●2017年度から開始したウォーキングカンファレンスの課題や改善

策について看護師にアンケートを実施し、その結果を踏まえ医師と

意見交流を行った

●看護師、医師、臨床工学技士など多職種の力も借りながら学習会を

行った

●北海道胆振東部地震を経験し課題が明確になったことから、次年度

はICU災害時マニュアルを作成する予定

●DNAR（心肺蘇生法を実施しないこと）が確認されていても病状が

回復傾向にあれば「このままの方針でいいのかな？」と疑問を持ち、

チームに発信する大切さを学んだ

●目標面接では、昼カンファレンスの在り方についてスタッフから意

見を得た

●患者・家族の意向に沿った判断ができるよう「チームの情報共有が

大切であること」「認知症やせん妄があっても自分の意思を持った1

人の人として関わること」を振り返った

2018年度のまとめ

●業務管理を行って患者へのケアに生かす

●学ぶ姿勢を持つ

2019年度の目標
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6東病棟（ホスピスケアセンター） 発表者：野呂田 由季恵

●在宅復帰を含む退院の割合が41.1%と、他院の緩和ケア病棟より

多かった

●症状アセスメントのためにツールを使用した

●看護記録・計画の見直しを行った

●ケアの振り返りと併せて遺族ケアを実践した（遺族訪問：7件）

●文献を引用し、7件のデスカンファレンスを実施した

●文献を読み合わせ、その人らしさとは何かについて2件のカンファ

レンスを実施した

●ポートフォリオにチーム・個人で取り組み目標を可視化した

●在宅復帰率の増加に伴い、主体的な準備を行った

●チームで協力し、臨時入院を受け入れた

●2グループ制（A・B）でケアの充実を図った（イベントの実施や学

習会など）

2018年度のまとめ

2019年度の目標

　頑張りますのでよろしくお願いします。
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●プロジェクトチームの発足

◦災害対策

◦透析独自の電子カルテ「FutureNetWeb＋（FNW）」記録

の整理

●腹膜透析外来を血液浄化センター内で診療

●透析患者の生活状況を把握（在宅との連携）

2019年度の目標

血液浄化センター 発表者：園木 佳奈、中浦 沙也加

●全国腎臓管理懇話会で「プライマリー看護師として関わり患者の行

動変容へつなげられた1例」を発表し、プライマリー看護の必要性

を実感することができた

●9件の家庭訪問を実施した

●冬季にやけど予防の啓蒙活動を実施したところ、活動期間中に発症

者はいなかった

●やけど予防の啓蒙活動を行うことで自宅での暖房器具の使用状況を

把握できた

●腎代替療法選択について49人と面談を行い、患者に合った治療を

選択できるよう関わった

●腹膜透析患者は増加傾向にあり、2018年度は10人だった（2017

年度は5人）

●導入前に透析室の見学や腹膜透析の器械を見てもらうなど、患者が

安心して治療選択できるよう取り組んでいる

●定期的にPD新聞を発行し、自宅療養のサポートを行った

●透析技術認定士に看護師1人が合格した

●CAPD認定指導看護師に看護師1人が合格した

●日本透析医学学会で発表した「家庭訪問を通じて転倒対策を行った

症例」が透析ケア12月号のコラムに掲載された

2018年度のまとめ
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5西病棟（総合診療センター） 発表者：池田 早織、宮森 麗衣

●臨床倫理4分割カンファレンスや家庭訪問などを実施した

●方針会議では1年間の目標を共有し、多職種でのアイスブレイク、

グループワークなどを行った

●原水禁世界大会に1人が参加した

●北海道胆振東部地震時にはほとんどのスタッフが集合した

●病院機能評価への対応を行った

●さまざまな学習会を開催した（胸腔ドレーン、救急対応、エアマット

の選択、呼吸器疾患についてなど）

●業務の見直しプロジェクトを発足した

2018年度のまとめ

2019年度の目標

　「忙しいのは求められているから」「患者を元気にしたい」

「役に立ちたい」「一緒に頑張っていきたい」という気持ち

を高め、フル充電でスタートを切れるように頑張ります。



－ 14 －

3西病棟（回復期リハビリテーション病棟） 発表者：児玉 桃子

●3西病棟合同部会を3回実施した（❶回復病棟の在り方指針の確認、

❷事例検討、❸家族看護の学習）

●家族面談320件、家庭訪問78件、在宅調整会議58件を行った

●病棟・リハビリテーション部合同KYT学習会を2回実施した

●転倒インシデントの分析から学習会でディスカッションを行い、ス

タッフの意識向上に努めた

●スタッフの危険予知能力が向上し、転倒する前に対策をとることが

できるようになった

●毎年100件を超えていた転倒件数も2018年度は64件まで減少さ

せることができた

●ケアワーカーが中心となり季節行事やレクリエーションを実施し、患

者の早期離床機会やストレス発散につなげている

2018年度のまとめ

　頼もしい新たな仲間が加わり、多職種協働で患者さんの回

復支援に力を入れ頑張っていきます。

2019年度の目標
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2019年度の目標

3東病棟（運動器・リウマチセンター） 発表者：湯谷 尚美、松平 夏那子

●院外への研修会参加は16回と、前年を上回った

●看護研究ではリウマチ看護について取り組み、役割を考えることが

できた

●3人のケアワーカーが看護師と共同でプライマリー患者を受け持ち、

それぞれの専門的知識を基にケアを行った

●卒研世代や既卒者が元気に成長するため、一人一人がお互いを尊重

し合える環境を大切にすることを目標に頑張った

●北海道胆振東部地震があった9月6日は手術日で、前日入院した手

術予定の患者4人に退院を依頼し、7日までにレスピレーター患者

を含め7人の入院を受け入れた

●震災時も開放骨折の手術を1件実施した

●公開倫理委員会で身体拘束をテーマに「抑制を中止し最後まで患者・

家族の願いに寄り添ってチームで関わった事例」を紹介した

2018年度のまとめ

●多職種での協働を3東病棟の強みにすること

●みんながお互いの目標を達成できるように、支援し合える

チームをつくる
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5東病棟（糖尿病内分泌・腎臓病センター／血液病センター） 発表者：大内 彩楓

●腹膜透析のパスを血液浄化センターと薬剤部、栄養科、リハビリテー

ション部、検査部、事務などの多職種に協力してもらい完成させる

ことができた

●全身麻酔の患者の受け入れを7月から開始し、腹膜透析関連の手術

は病棟内で完結できるようになった

●腹膜透析導入件数は19件と大幅に増加した（2017年度9件）

●当院の腹膜透析管理患者は22人と、札幌で2番目に多かった

●糖尿病療養指導士に看護師1人が合格した

●専任の看護師が糖尿病教育入院を月に1 〜 2回実施している

●腎臓内科医師が講師となり、「糖尿病から腎臓を守るために」の講

義を開始した

●2018年度の化学療法の施行件数は1572件で、多い日は1日に

12件あったが大きなインシデントなく安全な治療を提供できた

●自家末梢血幹細胞移植は2017年度に続き3件実施した

●看護体制が厳しい時もあったが、各部署から助勤をもらい乗り越え

ることができた

●方針会議でKJ法を用いたグループワークを行い2019年度頑張りた

いことを発表し合った

2018年度のまとめ

●代謝・内分泌、腎、血液内科それぞれの専門分野の知識を

深め、さらなる質の向上と患者に寄り添った看護実践を展

開

●腹膜透析：札幌市1位を目指して、外来や血液浄化センター

と連携を強化し幸せな透析患者を増やす

●2018年度に十分にできなかった時間外削減は、業務改善

（医師を含めた働き方の見直しなど）を積極的に進めてい

く

2019年度の目標
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中央手術室・放射線内視鏡室 発表者：野村 まどか、市田 貴視

＜中央手術室＞

●手術件数は2536件だった（前年度比－122件）

●臨時手術件数は776件だった（前年度比－76件）

◦内訳　外科：391件、整形外科：385件　

●心臓血管外科手術を前年よりも受け入れることができ、症例数は54

件だった（血管置換 24件、EVER 6件、TEVER 2件）

●日中の臨時手術には応えられたが、夜間は看護師不足のため難し

かった

●中央材料室業務の外部委託に伴い、移行業務が増加し、スタッフ同

士の交流会や定期的な打ち合わせを行い安全に業務ができるよう努

めた

＜放射線内視鏡室＞

●上部消化器内視鏡検査件数は5917件だった（前年度比－858件）

●下部消化器内視鏡検査件数は2415件だった（前年度比－28件）

●ERCP件数は220件だった（前年度比＋18件）

●S‐ERHSE件数は68件だった（前年度比＋39件）

●グループ会議を定例化した

●2カ月に1回学習会を開催した

●胃カメラ検査に不安を感じ実施できなかった患者の事例検討を行い、

日常的に患者の思いを聞き個別性のある援助が必要であることを共

有した

●研修スケジュールを改定し、業務の幅が広がった

●日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡技師に看護師1人が合格した

●さまざまな院外の学習会に参加した

●各グループ会議で学習会を企画し、実施した

2018年度のまとめ

●患者さんの立場に立った安全な看護の実践

●手術室・内視鏡看護師の育成

●経営の貢献

2019年度の目標
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2東病棟（心臓血管センター） 発表者：宮岸 南未

●169件のプライマリー看護実践に取り組んだ

●多職種カンファレンスを積極的に行った

●部会やチーム会議で気になった患者の振り返りやデスカンファレン

スに取り組んだ

●心不全チームで緩和ケアチームを含めた多職種カンファレンスを行

い、予後予測、予後告知、告知後のQOLを高める支援を行った

●慢性心不全終末期の患者さんの苦痛軽減やアドバンス・ケア・プラ

ンニング支援を心不全チームで行った

●冠動脈バイパス手術、腹部血管手術のオリエンテーション用紙・術

後指導パンフレットの見直しを行った

●術前チェックリストを見直し、改訂を行った

●プリセプター、チームメンバーで指導者会議を行い情報を共有し、

新人の個別指導を行った

●月に1回プリセプター会議を行い指導計画の見直しを適宜行った

●卒後研修の取り組みをチームで支援できた

●既卒の看護師にエルダーを付けて指導状況の把握・見直しを行った

●病院機能評価でケアプロセスの担当病棟となった

●北海道胆振東部地震では循環作動薬を持続投与している患者の機械

の充電を行うため、暗闇の中4人の患者の部屋移動を行った

2018年度のまとめ

●カンファレンスを充実させ、プライマリーを中心に患者の

希望に沿った支援をする

●心不全、心臓血管外科チームの活動を充実させ看護の質が

向上する

●業務改善を行い、看護業務の負担軽減を図る

●新人、既卒看護師、カテーテル看護師の育成を通してチー

ムが成長できる

2019年度の目標
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4西病棟 発表者：太田 春香

●院内異動2人、既卒4人、新人4人を受け入れ、指導・支援を行っ

た

●指導者会議を行い、年間計画に沿って到達状況の確認や指導方法の

統一を図った

●チームカンファレンスで意見交換を行い、多職種カンファレンスやア

ウトリーチの実践につなげることができた

●スタッフから出された意見を基に医師の協力を得て業務改善を行っ

た

●朝会や部会で院内委員会から提示されたルール変更や環境整備など

の周知を行った

●クリスマスにはサンタやトナカイに紛し、主治医からのメッセージ

カードを患者に配った

●クリスマスに1年目スタッフのご家族宛にメッセージカードを送り、

本人たちの働いている様子や頑張りを伝えた

2018年度のまとめ

●消化器・乳腺・泌尿器科の周術期看護と継続する治療・看

護の質を維持し、経営に貢献する

●患者・家族が安心・安全に療養でき、退院後の生活を不安

なく過ごせるよう支援する

●業務改善・人材育成に取り組み、働き続けられる職場環境

づくりを行っていく

2019年度の目標
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2019年度の目標

6西病棟 発表者：織田 実花、川尻 麻衣

●人が育つ病棟運営を目標に取り組んだ

●看護計画を開示して目標の共有を行い、多職種と共にチーム医療を

行うことができた

●全日本民医連呼吸器研究会などに参加し、学びを深めることができ

た

●病院機能評価への対応を行った

2018年度のまとめ

　2018年度に引き続き、人材育成を行いながら質の高い看

護が提供できるよう多職種協働で取り組みます。


