
Ⅴ  看護部 
【看護部総括】 

平成28年度は、診療報酬改定に伴い病院が行う変革に、看護部門の組織力を結集して協力する

ことを方針とし活動した。看護必要度新基準への理解と対応、病棟編成、認知症・せん妄ケアチ

ームの立ち上げ等に、認定看護師はじめ看護部門のあらゆる職種の職員が協力できたと評価して

いる。 

一方、機能に応じた看護配置を可能にするため人員確保も大事な要素で、平成28年度は看護師

離職率6.2％、昨年度比3.2％減と改善し看護補助者も13名の増となった。看護部では毎年、外部

委託で職務満足度調査を実施しているが、今年度は11のカテゴリー全てが上昇しており、特に「待

遇面への納得感」は「組織への信頼」に次いで2番目に高い改善幅を示した。毎年フィードバック

された結果は、看護部、各部署の師長・主任で検討し、教育を含め職場環境の改善に努めてきた

が、今回は、子の看護休暇の対象者の拡充、介護福祉士、看護補助者の待遇改善も大きな後押し

になったと考える。 

看護の質向上に不可欠な認定看護師は、新たに緩和ケア認定看護師が誕生し、９分野９名とな

った。その高い専門性を活かし、症状の改善や自己管理の支援など患者の生活をサポートする目

的で、院内で行っている看護相談も、平成28年度は４回開催され好評を得ている。専門分野の看

護実践者（SFNP）では、認知症看護コース受講者が３名誕生し、エンゼルケア・NST・退院支援

ナース同様、臨床で看護のリーダーシップを発揮することを期待している。今後も全看護職員が

持つ能力を最大限に活かした実践ができ、地域貢献度の向上と経営改善に繋がるよう尽力したい。 

（文責 今井 碧） 

１  各部署の年間目標に対する評価 
⑴  看護部 

視点 部門目標 具体的計画 目標値 評価 

財務 １．病院中期経営計画

の平成28年度目標を

達成する。 

患者の病状を最優先

にケアミックス型の強

みを生かし、経営貢献

にもつながる病床管理

を行う。 

・ベッド調整会議(毎月

曜日・必要時) 

・日々のベッドコント

ロールに協力する 

・入院・転入・転院患

者を笑顔で受け入れ

る。 

他部署からの苦情は

タイムリーに部署へ伝

達し、解決策を講じる 

病床利用率 

一般：89％ 

在院日数：18日 

地域包括ケア：94％ 

療養：98％ 

外来：360人/日 

透析：予算達成率100％ 

健診センター：黒字収

支/年間 

訪問看護ステーショ

ン：黒字収支/年間 

 

入院・転入・転院患

者の受け入れに際し

て、他部署からの苦情

を３件以内/年にする。 

病床利用率 

一般：75.2％ 

在院日数：13日 

地域包括ケア：82.7％ 

療養：98.4％ 

外来：327.4人/日 

透析：予算達成率90.2％ 

健診センター：黒字収支 

 

訪問看護ステーション：黒字収支 

 

 

受け入れについて、他部署からの直接的な

苦情はなかった。地域医療支援室・外来・急

性期・地域包括ケア・療養・医事経営課が協

力してベッド調整を行った。 

 ２．ヒト・モノ・カネ・

知恵を意識して活用

し経済効果を出す。 

部署間の応援体制を

維持、促進する。 

①  看護師だけでなく

看護助手間も応援体

制を取り、加算算定

に協力する。 

 

 

 

 

 

②  在庫管理及び診材

請求漏れをなくす。 

 

 

①  ７対１看護配置、

看護職員夜間配置加

算(12対１)の維持 

急性期看護補助

体制加算(25対１)、

地域包括ケア10対

１看護職員配置加

算、看護補助者配置

加算 

②  死蔵品０、診療材

料請求漏れ、シール

の紛失数を平成27年

度の10％削減する。

(平成27年度44枚) 

 

 

①  ７対１看護配置、夜間看護配置加算(12対

１)、急性期看護補助体制加算(25対1)、地域

包括ケア10対１看護職員配置加算、看護補

助者加算、全て算定できた。 

 

 

 

 

 

②  ９月・３月の棚卸結果で、死蔵品は無か

った。 

シールの紛失枚数：31枚 

各部署で目標に挙げ、介護職・看護助手

を巻き込んで具体的に活動したことが要因

と思われる。シール紛失内容は緊急時に関 
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    連するものが多い。 

 ３．診療報酬改定に伴

う病院組合の変革に

協力する。 

医事経営課・他部署

と連携し、適切な診療

報酬算定を行う 

・可能な限り、７対１

看護配置の維持に協

力する 

・改定された施設基準

の見直し、疑問点の

確認 

・算定可能な加算の提

案と協力 

認知症ケア加算は認

定看護師と協働 

７対１看護配置の要

件、看護必要度25％以

上 在宅復帰率80％を

維持 

認知症ケア加算 

退院支援加算 

療養病棟の医療区分

変更に伴う請求ミス０ 

診療報酬改定後、各部署・委員会の師長達

による全面協力の元、７対１看護配置要件の

看護必要度25％、在宅復帰率80％が維持でき

た。 

認知症ケア加算については、要件の研修受

講が難しく、８・９月に「２」、10月から「１」

の算定ができ、結果として増収に繋がった。 

退院支援加算は継続して算定できている。 

療養病棟の医療区分変更に伴う請求ミスは

なかった。 

顧客 １．患者及び家族を尊

重した看護の実践を

行い、信頼関係を築

く。 

患者に十分な説明と

同意を得て、看護を実

践する。 

看護職員に対する苦

情を０とする。 

病院、各部署に寄せ

られる投書・苦情内容

で評価する。 

各部署でも看護師の接遇や声の大きさを指

摘するクレームが２～４件寄せられた。 

病院宛には２件、１件はナースステーショ

ン内での看護師の話す声の大きさと内容で、

これはオープンスペースという構造上の問題

もある。しかし、内容が他の患者家族に聞こ

えてしまうのは問題、日常注意が必要。 

１件は、看護師の対応に対しての苦情だっ

た。内容も名指しで届いたため、本人に注意、

看護部倫理委員会でも事例として検討した。 

 ２．院内外の他職種と

連携・協働し、患者

に必要なケアが継続

できる。 

SFNP退院支援ナー

スが中心となり、入院

時から退院後 (施設へ

の転院も含めて )を見

据えた看護を展開す

る。 

各部署で行った指導

が在宅で活かされた

か、関連部署を通して

患者・家族からの評価

を受ける。 

介護支援連携指導算

定件数がＨ27年度より

10％増加する。 

Ｈ27年度：218件 

評価件数：１件/年 

介護支援連携指導料算定件数：256件 

昨年同時期に比べ38件の増、目標値もクリ

アできた。 

固定チームの活動報告を見ると、患者を看

る視点が入院前・退院後まで拡がっているこ

とが読み取れる。 

評価はケアミックス型のため、役割に差は

ある(指導だけではない)が、各部署それぞれの

特徴に合った実践ができている。 

 ３．患者満足度の向上

を図る。 

病院を利用するすべ

ての人が好感をもてる

接遇力を習得する。 

・病院接遇委員会の啓

蒙活動に協力する。 

・各部署が計画した接

遇改善案を支援す

る。 

・各部署師長・主任を

通して接遇研修への

参加を促す。 

患者満足度調査の結

果、接遇に関して「満

足」がH27年度より改

善する。 

病棟は「満足」が80％

以上に上昇する。 

外来は「やや不満」

が10％減少する。 

接遇研修参加率：

60％以上 

患者満足度調査結果から外来の看護師の接

遇に関して「やや不満」は1.1％、昨年は1.7％

のため10％減少することができた。日々の朝

カンファレンスでの読み合わせが効果に繋が

ったと評価する。 

病棟は看護師の接遇に関して「満足」が

72.9％から81.2％と上昇、目標とした80％以上

をクリアできた。 

病院の接遇委員会主催の研修がなかった

が、部署内で院外研修を受講したスタッフが

チーム内で勉強会を開催したり、接遇自己チ

ェックシートの活用で接遇力向上を目指す取

り組みが実践された結果と評価する。 

内部 

プロセス 

１．看護力アップのた

め、職員の働く環境

を改善し、離職者を

減らす。 

働きやすい職場の構築 

１．平成27年度の職務

満足度調査結果のフ

ィードバック、課題

に対しての改善を行

う。 

平成28年度は10

月に職務満足度調

査実施する。 

２．定時に終業できる

よう各部署で業務改

善に取り組む 

・各種記録用紙の見直

し (電子カルテ導入

の準備も含めて) 

・外来と病棟、病棟間

で協力できることを

実施 

・看護部委員会とラダ

ー研修の検討  内

容・時間・開催日 

 

１．離職率を昨年度よ

り低くする (H27年度

離職率9.5％) 

 

 

 

 

 

２．異動をためらう理

由に「定時で帰れな

いから」という言葉

が挙がらない。 

時間外勤務を平成27

年度より10％減少でき

る (平成27年度平日の

み7,751時間) 

 

１．離職率：6.3％昨年度比−3.2％と改善して

いる。正規から臨時・パートへの身分切替

が１名と減少したことが大きな要因。ただ

し、当院看護職の既婚率は74.5％、今後も

個々の背景による変動が予想される。 

 

 

 

２．平成28年４月～平成29年３月の平日時間

外は6,462時間で、昨年比で1,289時間の短縮

となり、目標値もクリアできた。各部署で

の取り組みの成果と評価する。 

今年度から、教育委員会が研修の持ち方

を工夫、30時間/年が看護実践のために確保

された。 
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  ・遅番勤務の検討 

・ノー残業デイの実施 

  

 ２．快適な臨地実習及

び臨床研修環境を提

供する(看護学生、救

急救命士、研修医) 

任務を与えられた人

だけでなく、スタッフ

全員が実習生及び研修

生に気配りをし、学び

やすい環境をつくる。 

対象：看護学生、救急

救命士、研修医 

実習生の80％以上か

ら当院が実習病院で良

かったと評価をもらう

ことができる。 

研修環境に関する苦

情を０とする。 

学生からのアンケーと結果では「そう思

う」、「とてもそう思う」、｢とてもよかった」、

「よかった」等の肯定的な評価が、６項目中

５項目で100％、平均すると99.2％と、学生は

当院の実習指導を高く評価していた。昨年同

様、患者家族への看護師の関わる場面を見る

ことで、根拠をもった安全で確実な看護の提

供や相手を尊重した寄り添う姿勢が重要と学

んでいた。また、指導者だけでなく他の看護

師や多職種が学生に関心を向けて関わってい

ることで「とてもいい雰囲気で充実した実習

ができた」と評価していた。「こんな職場で

働きたい」と書いた学生もいた。 

従来の懸案事項だった控え室について、院

内に設置することが可能となったため10月に

引っ越しを行った。そのためか研修環境に関

する苦情はなかった。 

次年度は新たに実習病棟が一つ追加となる

ので、準備を整えよりよい実習環境の提供に

努めていきたい。 

学習・成長 １．ラダー各領域での

看護活動ができる看

護師を支援する。 

１．クリニカルラダー

の教育プログラムに

沿って確実に実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．固定チームナーシ

ングを機能させチー

ム員全員で新人看護

師の教育・指導に関

わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．既卒採用者(プレシ

ャスナース )がスム

ーズに職場環境に適

応できるよう指導的

な関わりを持つ。 

 

 

 

 

４．認定看護師の育成 

 

 

５．SFNPを目指す人の

発掘 

 

 

 

 

 

６．SFNPが活動しやす 

１．研修に対して80％

以上の受講者が満足

したと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１  新人指導に関

わるスタッフ (レベ

ルⅡ－２以上のナー

ス )の85％が役割を

理解し、新人に関わ

れたと評価する。 

２－２  新人看護師が

85％研修到達目標に

到達することができ

る。 

 

 

２－３  新人看護師の

離職率を０とする。 

 

 

３－１  プレシャスナ

ースの退職率を０とす

る。 

 

３－２  入職後３ヵ月

のアンケートで80％

以上が当院に就職で

きて良かったと評価

する。 

４．認定看護師養成研

修への受験者を１名

以上つくる。 

５．新しい分野のSFNP

コースが誕生する。 

 

 

 

 

 

６．SFNPアンケートで 

１．今年度ベッドサイドに行く時間を確保す

る目的で研修内容と時間を大幅に修正し

た。また当院の状況に合わせ、老年看護や

訪問看護実習を追加した。研修がキャリア

発達に役だったかという質問に80％の人が

「役に立った」、「まあまあ役に立った」

と回答していた。日看協のクリニカルラダ

ーも発表されたので、整合性をあわせてい

きたい。職務満足度調査では経験年数によ

って特徴があるので、キャリア発達できた

と感じられるような研修を企画していきた

い。 

２－１  新人が配属された部署にアンケート

を実施しなかったが、ラダー研修の中で新

人への関わり方に戸惑っている状況も把握

できた。実地指導者を通して新人指導への

課題を明確にし、指導方法を検討していき

たい。 

２－２ １月時点でのチェックリストの確認

では、目標到達率は72.5％～98％であった。

病院が機能分化され、経験できる技術も少

なくなっているように感じるが、できるだ

け目標達成できるように他部署にも協力を

得ていく。 

２－３  新人の離職率は40％(２名)であった。

スタッフへの新人理解とあわせて新人への

社会人基礎力の指導等、新人が居場所を感

じられる支援に努めたい。 

３－１  ２月時点でプレシャスナースとして

８人が採用となったが、退職者はいなかっ

た。再就業研修を行った１名も就職となっ

ている。 

３－２  １月に実施したアンケートでは「親

切に教えてもらっている」、「丁寧な研修

に感謝している」、「安心感をもてた」等

の感想があった。研修内容への希望もあっ

たので参考にしていきたい。 

４．今年度認定看護師の研修受講者はいなか

った。Ⅳ認定等に向けパンフレット等で認

定取得を勧めていきたい。 

５．認知症コースを設け、主に認知症看護認

定看護師に講師を依頼し、希望のあった５

人を対象に１年間を通して７回研修を行っ

た。次年度実践報告の予定である。今後Ⅳ

以上に向けては院外研修を通してｷｬﾘｱ発達

できSFNPの認定が行えるような支援をして

いきたい。 

６．｢活動できた｣、｢できた｣と回答した人は 
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  い環境の整備 70％以上が役割を

理解し、十分活動で

きたと評価する。 

人60％、｢あまりできなかった｣と回答した

人が40％であった。エンゼルケアは計画的

に活動していたが、マニュアルを整備しエ

ンゼルケアの方法が浸透できるような工夫

が今後の課題である。NSTや退院支援は委

員会を通して活動できていた。「中途半端

すぎてやる気がしない」、「いかせる場が

ない」という意見もあった。SFNPが、看護

実践者としての役割を認識し、積極的に活

動できるような支援の方法を検討していく

必要がある。 

 ２．チームナーシン

グ・目標管理・クリ

ニカルラダーをうま

く機能させ、看護師

一人ひとりがやりが

い感を持つことがで

きる。 

チームで挙げた目標

達成のために活動し、

チーム活動報告会を行

う。 

年間評価後、発表日

を各部署で設定 

１部署/日づつ実施、

16時過ぎの時間内で行

う。 

他部署・他職種にも

広報し参加者を募る。 

各部署でアンケート

実施、看護のやりがい

感があるという看護師

が80％とする。 

平成27年度：79％ 

看護のやりがい感：84％ 

昨年度から５％上昇したが、急性期で昼夜

問わず入退院が激しい部署は低いという結果

だった。在院日数も短く、十分看護ができた

という達成感が得られないこと、ケアミック

ス型ゆえの特殊性に不公平感や戸惑いを感じ

ているスタッフが多くなっていると推察す

る。また、次年度は同時期にアンケートを取

るよう注意する。 

固定チームナーシング活動報告会は、超高

齢化社会の到来に向けて、地域包括ケアが推

進される中、医療・看護・介護・生活支援を

統合的に行う多職種連携は要となると考え、

看護職だけでなく他職種の参加が得られるこ

とを目標に、一日１部署～２部署の報告会を

開催した。全日程８日間10部署の報告会に述

べ297名が参加、内、24名は他職種だった。 

発表後の意見交換では、介護職からの意見

を聴くことができ、従来の方法(休日半日)では

実現が難しかったと思う。 

 

- 81 -



⑵  外来 

目標１．他部署と連携し継続看護を実践する。 

１）申し送り用紙の活用を行い評価できる 

経過・結果：退院支援看護師との連携により、看護１号用紙と連携した用紙の作成を計画したが、

委員会との調整を図りながらの実施であった為、統一に至らなかった。しかし、患者の思いを病

棟に伝える事に重点を置きチームで活動を行った。 

今後、病棟への申し送り用紙の確立をはかり継続看護に繋げていきたい。 

２）外来からの患者情報を病棟へ伝え、看護へ活かすことができる。 

経過・結果：内科・整形外科のみ申し送り用紙の活用を行った。『患者の思い』を確認し病棟へ伝達、

介護認定などの情報を組み入れた用紙を作成し活用した。短時間で対応しなければならない外来

で「十分情報収集ができなかった」などの意見が聞かれた。病棟に情報を伝達し、その内容が看

護にいかされたかどうかの確認が取れていないため結果は不明である。継続して実施して行きた

い。 

 

目標２．スタッフのやりがいを支援する。 

経過・結果： 

①  各外来の応援機能充実の為、評価表を整備する為チームに分かれ到達目標を組み入れたマニ

ュアルの整備を実施した。結果改定は実施できたものの部署により手順のみとなってしまった

が、新しいマニュアルを使用し指導に活かしている部署もあり次年度に継続する。 

②  スタッフのやりがいを支援する為の活動として各チームで計画を実施し、お互いの思いを言

葉に表し、尊重する関わりを持つことができた。また師長・主任からも日々・全体会での声か

けを実施した。以上の活動から職務満足度では自己効力感は48.4であり、前年度より0.9減少し

ている。『看護職としてふさわしい仕事ができているか』45.7、『職場で認められているか』35.0

と低く、看護が認められているという実感がないと評価した。更なる活動が必要である。 

③  退院支援看護師が活動できる環境を作る為、全体会を利用し、退院支援看護師の目的及び活

動時間を調整する為の協力依頼を行った。並行して退院支援の必要性の講義を支援看護師に依

頼、チーム会を利用し実施した。１名の支援看護師が在籍するチームでの講義を実施すること

ができたが、他チームでは計画は立案したものの実行まで移すことができなった。スタッフの

意識改革を含め継続して活動を行っていきたい。 

④  救急業務を確立させ認定看護師の活動を支える為面談を実施、チームに位置づけされている

が、勤務の際は救急担当とし、救急業務に携わる環境をつくり、スタッフへ説明を行った。ま

たスタッフへの指導を依頼した。 

⑤  超過勤務を減少するための業務改善を行い、勤務終了前に業務状況の確認を実施し、人員配

置を行った。科に偏りがあり、午後の予約外での診察延長が見受けられ、結果578時間の超過勤

務時間であった。（前年度より約60時間増）。今後も勤務調整などを実施し、継続して超過勤務

削減に取り組んでいきたい。 

 

目標３．接遇の向上を図る。 

経過・結果：日々の朝のチームカンファレンスで標語を作成し読み合わせを実施、接遇への意識づ

けを行った。しかし独自の研修を実施することはできなかった。気になる事例の際はタイムリー

にチームへ返し、カンファレンスを実施、全てのスタッフへの意識づけを行った。患者満足度の

結果は『満足・やや満足』が98.7％であり『やや不満』は前年度1.7％から1.1％へと減少した。し

かし外来への苦情は３件あった。接遇力の学習が必要であり、患者の立場に立った接遇へとつな

げていきたい。 

 

目標４．在庫管理を確実に実施できる。 

経過・結果：各チーム担当を選出し在庫管理を実施、全体会で状況報告を行った。結果カード紛失

は救急外来５枚、一般外来１枚あった。対策としてカード提出の際に日付・名前の明記を徹底し

意識づけを行った。死蔵品は０であった。 

（文責：高井 裕美） 
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⑶  東２病棟（内科系、60床、急性期（DPC）病棟） 

目標１．入院・転入・転院をスムーズに受け入れ、年間を通じて病床利用率89％を目指す。 

経過・結果：病床利用率は79.5％であった。看護師の接遇について２件苦情があった。当事者には

内容を伝え注意し、職場内の問題としてスタッフと情報共有し対応した。物品管理についての取

り組みではシール紛失は年間２枚であった。看護助手の協力を得ながらシールの取り扱いを実施

した。 

コスト漏れについては事務より指摘され、その都度スタッフへ注意喚起をした。しかし、コス

ト意識に関しては個人差があり、今後も看護必要度と連動した処置箋のチェックが確実にできる

よう啓蒙活動が必要である。 

 

目標２．患者・家族を尊重し信頼関係を築きながら、質の高い看護ケアを実践する。 

経過・結果：４月から８月までは３チーム体制で活動していたが、９月より病棟編成で２チーム体

制となり患者数に偏りが生じた。また、日々のケアに追われ、CFの時間を確保する困難な状況で

もあった。各チームの評価では、CFをやる意識を持って実施しても、その後看護に活かしきれな

かったと振り返っている。 

12月中旬より患者数のバランスを整える為、医師の組み合わせを一部変更し、患者数の偏りの

改善を図った。接遇に関しては患者満足度調査の結果から対応策を立案し、啓蒙活動を行った。 

また、接遇自己チェックシート結果より評価の低い項目をスタッフに伝え、意識改善できるよ

う努めた。各チーム活動では勉強会の開催やパンフレットの見直し等を行ったが、実施・評価ま

では至らなかった。次年度の課題とし継続する。また、「看護のやりがい感がある」に対するアン

ケート結果は48％と低かった。原因と思われる職場環境の改善に向けた業務改善等が次年度の課

題である。 

 

目標３．スタッフのやりがいを支援し、働きやすい職場環境の改善を図る。 

経過・結果：７月に新人看護師の夜勤導入があった為、夜勤当日のみ遅番業務を実施した。また、

日勤の終了間際の緊急入院は夜勤者に依頼する等の采配をした。全スタッフにノー残業デイを１

回/月つける事ができたが、緊急入院が多い日や処置対応に追われてしまう日は実施日とならない

事があった。新人・現任指導に関しては、各チーム内で新人・現任指導に関われたと評価は高か

った。また、看護助手に対する職場環境の改善に対しては、日々の業務の中で常に声かけを行い、

何か問題があればリーダー会で情報共有をし、解決に向けて取り組んだ。アンケート結果では、

80％が「やりがい感がある」と回答した。また「職場のスタッフは問題解決に協力的だ」と100％

の回答を得ることができた。 

 

目標４．他職種や退院支援ナースと連携・協働し、患者・家族の意向に沿った退院支援を実施する。 

経過・結果：各チームとも退院指導を実施した症例を１件ずつまとめる事ができた。退院支援ナー

スを中心に週２回のケアCFの定着化、DPCを意識し退院支援を進めていくよう働きかける事がで

きた。また、退院支援ナース全員で定期的に話し合いを実施し活動ができた。 

（文責：麻布 香苗） 
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⑷  東３病棟（外科系、46床、急性期（DPC）病棟） 

目標１． 年間を通じて病床利用率89％と、７対１看護体制に必要な看護必要度25％以上、平均在院日

数18日未満、在宅復帰率80％以上を維持できる。 

経過・結果： 平成28年度は９月に病棟編成があり、当病棟は46床から32床へ縮小となった。しかし、

担当科や看護体制においては同様であるため、引き続き病棟目標を継続し活動を行った。結果、

４月から12月までの病床利用率は64.5％、看護必要度平均31.9％、平均在院日数12.2日、在宅復帰

率80％以上を維持することができた。これはチーム活動でスタッフひとり一人がDPCを意識した

関わりができた結果であると考える。 

 

目標２． 看護実践において患者および家族へ節度を持った態度で接し、患者満足度調査の結果、看護

師の接遇に関して「満足」が90％以上となるよう信頼関係を築く。 

経過・結果： 院外接遇研修を受講した数名のスタッフが、チーム活動の中で勉強会を行った。また、

毎月接遇改善のためのスローガンを決め、カーデックスと休憩室に提示し意識向上に努めた。結

果、アンケートにおいて80％以上のスタッフが接遇の意識向上に繋がっていた。次に患者満足度

調査の当病棟のみの満足度を抽出した。（対象患者29名、回答率79.3％）結果、看護師の対応につ

いての「満足」は「やや満足」を含めて43.4％であった。「やや不満」「不満」は０％であったが、

無記入が56.5％であったため、正しく評価することは困難であった。実際の看護場面では、看護

師の言葉使い、態度に関する苦情が２件あった。 

この結果から次年度、さらに接遇について強化していく必要がある。 

 

目標３． 受け持ち看護師を中心に、院内外の他職種と連携し、短期間（入院期間Ⅱ）で患者家族に丁

寧で心温かな看護を提供することでやりがい感が上昇できる。 

経過・結果：入院期間Ⅱは約２週間であり、当病棟での入院は短期間ではあるが、チームで介護保

険の申請方法、介護度についての勉強会を行い、疾患に加え患者の生活背景を考えた関わりがで

きた。その結果、４月から12月までの介護連携指導料は143件で在宅退院患者の26.9％に算定する

ことができ、目標である25％を上回る結果となった。また、アンケート結果からスタッフの76％

がやりがい感をもって看護を提供することができていた。 

 

目標４．看護力アップのため、看護師の働く環境を改善し、離職者をゼロとする。 

経過・結果：働く環境を改善するための方法として、チーム活動でノー残業デーを作り活動を行っ

た。アンケート結果では20％のスタッフがノー残業デーを決めた日も定時で帰宅することはでき

なかったが、時間を意識して行動することに繋がっていた。この活動により、４月から12月まで

の病棟１ヵ月平均超過勤務時間は４時間46分であり、昨年度の８時間30分を大きく削減すること

ができた。 

離職者をゼロとする目標については新卒看護師１名の退職があり目標達成することはできなか

った。 

 

目標５．在庫管理および診療材料請求漏れをなくすことができる。 

経過・結果：昨年度に引き続き、診療材料請求漏れをなくすため、係を決め取り組みを行った。具

体的な取り組みの一例として、膀胱留置カテーテルを保管するBOXにサイズの色に合わせたテー

プと定数を貼り、誰が見ても分かる様に工夫した。結果、昨年度は７枚のシール紛失があったが、

今年度は３枚に軽減することができた。3枚の紛失は昨年の紛失シール同様に緊急で使用するもの

が多く、挿管チューブ、バイドブロック等であった。 

（文責：松永 光代） 
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⑸  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護協力の下、年間を通じて病床利用率：療養病棟98％（45～46床）を維持できる。 

経過・結果：病床利用率は97.3％（44.8人）であった。空床を作らないように、退院翌日には転入

を受け入れるようにした。また、急な転入に対しても快く受け入れることができた。 

地域包括ケア病棟の増床と病院の方針により９月以降は満床とならないこともあった。しかし

空床があると、スタッフから「次の入院はいつですか」と、目標を意識した発言が聞かれた。目

標達成に向け病棟全体で取り組むことができた。 

 

目標２．患者・家族の思いを尊重し、適切な接遇を行うことで、信頼関係を築き、安心・安全な看護・

介護を提供する。 

経過・結果：チーム活動において、看護師は転棟前訪問に100％行く事ができたが、介護職は50％で

あった。原因として、今年度より入浴介助を午後へ変更したことや、転棟前訪問時に不在であっ

た、ということが考えられる。しかし、今年度は急な転入が多いにも拘わらず、可能な限り訪問

することができた。判定会より期間が経ってからの転入が多く、患者の状況がかなり変わってい

る場合もある。その為、転棟前訪問により、患者の現状を把握し、対応することができた。また、

今年度はチーム活動で年間を通して、転倒前訪問のチェックシートを作成したが、評価できてい

ない。来年度、チェックシートを使用し、評価・修正を行っていく。 

クレーム件数は４件あり、クレームの内容としては、清潔ケア２件、家族への接遇２件であっ

た。その都度の対応で解決はできていたが、クレームに対しては、クレームノートを作成し、ク

レームの内容をスタッフで共有し、対策を考え対応した。今後の対応として、患者に対する丁寧

なケアと、患者家族に接遇に配慮した言動をとるよう心がけることとした。チーム活動において

も、接遇の勉強会を実施し、接遇に対しての意識付けを行った。 

 

目標３．個々の患者に適した退院支援を実践する。 

経過・結果：退院支援においては７名実施できた。在宅復帰及び転院患者に対して受け持ち看護師

と退院支援看護師を中心に院内外の他職種と協力し、退院・在宅復帰率に関係する施設入所に向

けて準備・指導を行った。また、レスパイトの入院を受け入れ、在宅復帰率50％を維持すること

ができた。 

ターミナル期の患者に対し看取りパンフレット活用し、その後もコミュニケーションをとるこ

とができた。ADL自立しており、本人の意志もはっきりしている対応の難しい患者に対し根気よ

く関わり、良い人間関係を築くことができた。今後も様々なターミナル期の患者を受け入れるこ

とが考えられる。その為、今後の課題として、ターミナル期の看護をより深めていく必要がある。 

 

目標４．スタッフ個々の到達目標が達成できるよう支援し、各々の看護の質向上を目指す。 

経過・結果：院内のラダー教育において、参加できるよう勤務の調整を行った。ラダーⅣ認定看護

師が多く、院内研修においてキャリア発達につながる研修が少なかったこともあり、ラダーアン

ケートにおいて、キャリア発達が「できた」「だいたいできた」が70％という結果となってしまっ

た。 

院外研修においては各自が希望する看護協会の研修に申し込みをし、全員が参加することがで

きた。 

NSTナースに関しては、試験会場が遠方であったため、受験できなかった。来年以降に期待し

たい。 

今年度スタッフの承認実感を得ることでやりがい感に繋がるように、誕生日月のスタッフの良

いところを具体的に用紙に書き、色紙に貼って渡した。その結果、「やる気になった」「まあまあ

やる気になった」が合わせて91％であった。やりがい感を持って看護ケアをしているかについて

は「できた」「まあまあできた」が83％あった。今後もお互い認め合う活動を行っていく必要があ

る。 

（文責：岩崎 百代） 
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⑹  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護介護が協力し他病棟からの転入を受け入れて、病床利用98％以上とする。 

経過・結果：今年度はベットコントロール会議が毎日あり空床が在ればすぐに受け入れた。８月よ

り西２病棟に地域包括ケア病棟が新設され、療養病棟が空くまで待機する事が出来るようになっ

た。しかし、今年は療養病棟に転入して20日以内の死亡率35％、50日以内15％と死亡患者の50％

を占めており昨年度引き続き患者の受け入れを考慮した。また不明点や不安点などは早めに対応

してスタッフが「心より受けいれる」気持ちをもつように病棟全体の意識を高め経営に協力した。

今年度は病棟利用率98.1％病棟目標を達成出来たと考える。来年度も引き続き継続していきたい。 

 

目標２．患者家族への対応を丁寧に心がけ患者満足度を向上させ「看護職員の接遇満足」を90％以上

にする。 

経過・結果：各チーム会で事前学習・日々のカンファレンス・デスカンファを通して情報を共有し

事例検討を行う事ができた。各チームで学習し共有する事で、患者・家族への接し方が「傾聴し

寄り添った看護・介護が出来るように変化した」という意見が聞かれた。患者満足度においては

「看護師の対応はいかかでしたか」においては94％と満足の行く結果であったが、患者様から「ナ

ースセンターでの会話の声が大きい」「お手洗いのエアータオルの音がうるさい」とクレームがあ

り、夜間はエアータオルを使用せずにペーパータオルを使用する対策を考えて苦情はなくなった。

今後はクレームが発生する前に病棟全体で環境・設備について対応して行きたいと考える。 

 

目標３．院内外の他職種と連携・協働し家族に安心・安全な看護を提供する。 

経過・結果：今年度は両チームで認知症（痴呆）の看護について認定看護師から伝達講習・事例検

討を行った。アンケート結果より病棟全体での参加率は52％で「認知症について理解できた」が

72％であった。「以前より認知症患者に対しての考え方・対応が変わった」が78％であった。その

結果患者の言動を否定しない患者の状況を考え話し方の工夫が出来る様になった。来年度も引き

続き認知症の看護の対応を継続して行きい。 

 

目標４．チーム間での和を強めスタッフのやりがい感を80％目指す 

経過・結果：チーム会においてスタッフの承認実感を得ること出来る様にチーム会でお互いに認め

あう、アンケート結果より実感できたが78％を占め来年度も引きつづき承認実感ができるチーム

づくりをしていたいと考える。、あた、院内ラダー参加は100％参加できた。院外研修はリーダー

研修・認知症患者の看護・看護研究の第1歩・フィジカルアセスメント・口腔内実技・医療安全の

基礎・在宅看護・離職防止のパワハラ・看護倫理分析・ヒーリングタッチ・感染対策セミナーな

ど院外研修に参加し、病棟での研修後の研修参加の思いや発言が出来る場をもうける事で全体の

看護に対する意識向上になった。又今年度は院内での認知症のSFNPも誕生する予定である。その

結果目標達成出来たと考える。 

 

目標５．診療材料への意識が向上する。 

経過・結果：今年度は物品の紛失が２件あり（鑷子の紛失・パルスオキシロメーターの紛失）物品

への管理意識が薄いと判断できた。病棟の備品についても管理の方法や保存の仕方を再度全員に

伝達した。新材料については紛失０だった。新材料の管理については昨年度より各自が注意して

いた事がわかり、来年度も継続して物品の管理に注意してきたいと考える。 

（文責：山島 明美） 

  

- 86 -



⑺  新３病棟（37床、地域包括ケア病棟） 

目標１．ケアミックス型病院の強みを生かし、病床利用率94％を維持する。 

経過・結果：病床利用率は４月から３月まで平均84.6％だった。要請に応じ緊急入院・夜間休日の

転入の受け入れも行った。目標には到達しなかったが、９月に病棟再編があり、内科系の患者様

が新病棟へ移動したためと考える。 

来年度は病床利用率の目標が達成できるよう、課題を明確にし、スムーズな受け入れを維持し

ていく必要がある。 

 

目標２．患者・家族を尊重し、状況にあった接し方と質の高い看護・介護を提供する。 

経過・結果：接遇を意識した業務が行えているか、アンケート調査した。結果、意識はしているが

言葉使いに対しての項目が低かった。そこで、接遇の研修を受けたスタッフに人間関係をよくす

る５つの基本を伝達してもらい、言葉使いについてスタッフへ啓蒙活動を行った。 

結果、「ちゃん」つけで呼ぶようなことは減少したが、看護師のナースステーション内での声の

大きさや話している内容が、患者に対しての文句を言っていると、投書が１件あった。投書に対

しては、スタッフ全員で話し合い、日頃の態度を見直すきっかけとなった。 

 

目標３．多職種間の連携と協働により、必要なケアの継続ができる。 

経過・結果：チームで多職種連携の必要性を検討し、リハビリやケアマネジャーとの連携活動を行

った。リハビリ科の要請により、病棟内でのリハビリが行えるように、環境の提供等行えた。多

職種連携出来た内容をまとめ、２月にチームの活動報告が行えた。また、チームで患者個々に合

わせた在宅指導を行い、指導件数は合計116件、新３病棟入院患者の78.4％が何らかの在宅指導を

受け在宅へ退院している。更に、指導した内容を訪問看護やヘルパー・ケアマネジャーへと繋げ

ていけたと考える。 

今後は自分たちが行った指導が継続されているのか、在宅にあった指導方法へ修正するなど、

評価を行う必要がある。 

 

目標４．スタッフそれぞれが役割の認識ができ、やりがい感を見出せる病棟へイノベーションする。 

経過・結果：承認実感を向上させる活動として、スタッフの誕生月にスタッフ全員からのメッセー

ジを送った。メッセージをもらったスタッフからは、「自分の良い所を認めてもらえている」との

意見があった。職務満足度調査の結果、承認実感の項目が平均75.8％と上昇したが、多忙な医師

との協働が中々できず、目標の80％へは届かなかった。「看護のやりがい」に対しては、87％のス

タッフが「ある」と返答しており、地域包括ケア病棟を立ち上げてから３年が経過し、地域包括

ケア病棟の看護師の役割が見えてきたのではないかと考える。看護師は多職種連携会議・患者様

の病状管理に時間を当て、介護・看護助手は患者様の日常ケアの担い手として無くてならない存

在である。 

今後もお互いの役割を尊重した職場風土が維持出来るよう努力していく必要がある。また、看

護助手自ら物品の紛失を防ぐための工夫を行ってくれ、スタッフの協力もあり物品の紛失はなか

った。さらに、時間外勤務を減少し、働きやすい職場を目指すため、チームで申し送り内容の検

討やウォーキングカンファレンス前に深夜からの仕事を引き継ぐなど、業務改善を行った。 

病棟再編により、昨年度との比較はできないが今年度は深夜の時間外が15時間以内と大幅に減

少した。しかし、日勤の時間外が多いことは変わらないため、引き続き検討していく必要がある。 

（文責：鈴木 智子） 
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⑻  人工透析センター 

目標１．他職種と連携・協働し、必要なケアを患者個々に提供することができる。 

経過・結果：患者教育チームは、患者向け情報提供としてソラマメ新聞を発行し教育スケジュール

を伝達、教育資料は腎臓機能を表す実物大モデルを手作りし「腎臓の働きと構造」「透析治療とは」

「シャント管理の方法」について個別指導を実施、その資料は待合廊下に掲示し、導入患者・家

族の教育にも活用している。患者の反応は良く「改め勉強になった」の声や看護師に質問するな

どの行動から教育成果を得られたと考える。 

フットケアチームは、定期的にフットケアカンファレンスを実施、観察期間や処置方法を共有

し、根気よく患者・家族に関わり、２名の皮膚乾燥に伴う足病変（踵や爪周囲の亀裂）が改善傾

向にあり今後も活動を継続すると共に、スタッフのフットケア技術の統一も図る予定である。 

防災チームは、患者用防災パンフレットの内容を見直し個々に説明・配布した。また透析中の

震災を想定した防災訓練では、シナリオを作成し看護師の初動動作と患者自身が執る行動を実践

した。今後は年間行事に移行する予定である。 

病棟と連携し看護の継続を図るため、透析療法、透析看護の基礎知識、シャント管理、透析導

入時の指導について３部署で出張透析勉強会を実施した。資料は図解で解りやすく工夫し、「専門

的だが最低限の観察ポイントや根拠が解った」、「透析患者の生活を支えるためお互い連携する必

要があることが解った」など一定の知識や理解が得られ、情報共有やケアの連携を図ることがで

きた。今後も透析勉強会を継続すると共に実施方法を検討していく。 

栄養カンファレンスは、採血結果と食事習慣などから栄養指導・栄養状態改善を必要とする患

者について実施し受け持ち看護師が食事調査や指導など継続して関わっている。また、セルフケ

ア能力低下に対し、家族・コメディカルと連携しタイムリーな関わりを行い、患者家族にとって

最善な支援を実践できた。 

 

目標２．患者様の思いに寄り添い、良好な信頼関係を築くことが出来る。 

経過・結果：受け持ち看護師中心に受け持ち患者・家族に積極的関わりを日常的に行っており「○

○さんを頼りにしている」の声や会話中の患者の表情から、信頼関係は築けていると感じられる。

スタッフ室がオープンスペースであり、会話内容や音などの環境に注意を促し療養環境の調整を

行っている。 

今後も患者が気持ちよく透析治療を受けられるように療養環境の調整を行っていく。 

 （文責：手塚 紀代美） 
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⑼  手術室 

目標１．他部署と連携・協働し、術前・術後の継続した看護ができる。 

経過・結果：術前訪問は入院患者のみだったが、外来手術の患者への必要性も感じ、今年度は導入

を実施した。実際に３例の外来手術の術前訪問ができた。しかし、症例数が少ないため評価は出

せないが、患者からは「説明してもらってよかった」等の声が聞かれ、スタッフからも「事前に

情報が把握でき、援助につなげることができた」という意見があり、次年度へつなげていきたい。 

術前説明用紙作成は内容の見直し・修正を行い、完成した説明用紙は現在活用している。 

部屋準備表は手術件数の多いものに関して取り組み、目標であった12種類を完成させることが

できた。東３病棟へのアンケートを実施し、スタッフの意見や手術見学希望などを知ることがで

き病棟連携の必要性を感じた。 

術前パンフレットについては、外科外来でも内容の検討の必要性を感じていることを知り、中

間評価後、東３病棟・外科外来・手術室の３部署協同でパンフレット作成に向けた活動を開始し

た。手術室としては、手術前のセルフケアを中心とした注意事項をわかりやすく取り入れ、次年

度完成としたい。 

 

目標２．個々のスキルアップに努め、安心・安全な手術室看護を提供する。 

経過・結果： 年間計画を立てるにあたり、どのようなことを学習したいかアンケートをとり、各担

当者を決め勉強会を開催した。検査科や薬剤部に講師を依頼し、専門的な内容を学び、また日頃

疑問に思っていたことも解決できた。アンケート結果では、「学習内容が実践に活かすことができ

る」が100％であり、目標を達成することができた。また、曖昧だったことが理解できた、検査結

果表の略語が理解できた等の意見もあった。 

シミュレーション学習として大腿骨頚部骨折・アンギオコイル塞栓術外回り・腹腔鏡下大腸切

除術体位・白内障手術器具センチュリオン使用方法を実施した。手術のタイミングにあわせて実

施したことで、援助のイメージがつき、統一した援助の提供につながったのではないかと考える。 

院外研修については、公的・私的ともに一人１回以上、各自自主的に参加することができた。 

 

目標３．手術を受ける患者家族へ倫理的配慮を心がけた対応をする。 

経過・結果：手術を受ける患者家族からのクレームはなかった。接遇チェックシートで昨年度低か

った２項目「書類は両手で差し出している」、「名札は相手から見やすいようにつけている」につ

いては、ポイントがあがった。しかし、「挨拶をする時は、一旦作業の手を止めて対応している」

は、昨年度よりポイントが下がってしまったため、引き続き意識して対応していきたい。 

（文責：小林 千也子） 

  

- 89 -



⑽  訪問看護ステーション 

目標１．多職種との連携を強化し、訪問看護利用者数を増加させる。 

経過・結果：平成28年度訪問看護ステーションの延べ利用件数は9,062件である。前年度と比較し、

本館訪問看護100件、サテライト富士124件、訪問リハビリは21件増加した。１日あたりの平均利

用者件数は、本館訪問看護17件、サテライト富士10件、訪問リハビリ10.5件であり、目標値をほ

ぼ達成することができた。これは、居宅介護事業所への定期的な挨拶や、ケアマネジャーや介護

スタッフへの報告を継続して行っている成果だと考える。そして、昨年に引き続き、新たな居宅

介護事業所からの訪問依頼も増えている。 

チーム活動では、外来看護師との連携の強化を図るため、外来・訪問看護連携用紙と外来にお

ける新規利用者の訪問看護導入までの手順書を作成した。作成にあたっては、外来看護師の意見

を取り入れ、外来・訪問看護師間で意見交換しながら作成した。作成の段階から外来看護師と関

わったことで、目的意識が共有され連携の強化に繋がったと考える。連携用紙の使用により、受

診結果を早い段階で把握することができるようになった。訪問看護導入の手順書を活用し、患者

さんをスムーズに訪問看護へ依頼できたという意見が外来看護師から聞かれた。 

 

目標２．受け持ち看護師が中心となって個々の患者の療養生活に適した看護ケアを実践する。 

経過・結果：今年度の活動についてスタッフ全員にアンケート調査を実施した。その結果、スタッ

フ全員から「カンファレンスから患者情報が得られている」、「カンファレンスの情報を患者ケア

に活かせている」という回答が得られた。また、受け持ち患者の状態、処置方法、精神的援助、

受診を勧めるかどうかの判断等で悩んでいた時にカンファレンスで話合い、他のスタッフの意見

やアイデアを参考に患者ケアに活かせたという意見があった。 

平成25年から限られた時間の中でのカンファレンスの充実に努めてきた。パート職員からも積

極的な意見が出るようになり、結果が出てきていると考える。 

チーム活動では、災害時に備え緊急医療情報の見直しを行った。既存の緊急医療情報は、古い

情報のままであり、患者・家族によっては緊急医療情報用紙があることを忘れている状況だった。

そこで、自治体で使用している緊急医療情報を参考に内容を検討した。今回は、新しい緊急医療

情報を患者のもとに設置できなかったが、患者ケアの中で優先順位が低くなりがちな災害対策に

ついて、スタッフへの意識づけの強化に繋がったと考える。 

ステーションにおける勉強会は、計画していた認知症看護、在宅におけるリハビリ、エンゼル

ケア、臨死期ケアについて、すべて実施できた。 

（文責：吉野 深雪） 
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⑾  健康診断センター 

目標１．がん検診の精密検査受診率の向上と早期発見のための支援を充実させる。 

経過・結果：大腸がん検診の精密検査の受診率の向上のための取り組みとして、対象者への情報提

供、未受診者への手紙の郵送などの活動を継続して行っている。集団健診の大腸がん精密検査受

診率は26.7％（昨年度19.7％）、人間ドックは、51.3％（昨年度49.6％）で、当院への受診率は63％

であり、外来患者数の増加にも貢献できたと考える。 

大腸がん検診の精密検査受診率の全国平均は54％であり、ドック受診者は全国平均に近い受診

率であるが、集団健診受診者の精密検査受診率は昨年度よりは上昇したが、全国平均の約半分に

とどまっている。 

今後、さらに受診率向上のための対策を検討していきたい。 

 

目標２．生活習慣病予防のための保健指導を充実させる。 

経過・結果：人間ドック受診者に対して、糖尿病予防・CKD（慢性腎臓病）予防のための保健指導

を特に重点的に行う取り組みを継続している。今年度は特にCKD予防に関して、eGFR60未満で、

糖代謝や血圧に異常があるなど対象者に優先順位をつけて指導を実施し、経年で継続的な関わり

が持てるように確実に記録を行うようにした。指導で実施するパンフレットの見直しを行ない、

よりわかりやすく、行動変容に結びつくことを目指し、資料作りに取り組んだ。平成29年度より

使用する予定である。 

人間ドック受診者への継続的な指導は実践できているが、集団健診受診者に対しての取り組み

がなかなか進んでいない。まずは、重症度の高い受診者に対しての受診勧奨から始めていけるよ

うに来年度に向けて、準備に取り組んでいく予定である。 

 

目標３．特定保健指導の実施件数の増加と質の向上をめざす。 

経過・結果：平成28年度に初回面談を実施した特定保健指導件数は479件であり、昨年度より121件

増加し、目標件数を大幅に上回った。管理栄養士が二人体制であったことが実施件数の増加につ

ながった。 

改善率については、一年間に評価を実施した344件のうち、体重３㎏以上、腹囲３㎝以上減少し

た事例は31.1％であり、目標値を達成した。また、中断率が19.5％で、昨年度より低下した。今

年度より一健保が中間評価、最終評価での血液検査に対して補助を出すようになり、より積極的

に評価時の血液検査を取り入れることできるようになった。また、看護研究によって血液検査の

効果が認められる結果が得られた。血液検査を実施し、行動変容の効果がデータとして確認でき

ることがモチベーションの向上につながり、中断の防止につながった要因の一つと考えられる。 

 

目標４．接遇の質の向上を図り、受診者満足度の向上をめざす。 

経過・結果：全体会（２回に１回）で接遇マニュアルの読み合わせを実施した。また、健診センタ

ー内で実施した全職種を対象にした接遇研修へ一部のスタッフが参加することができた。 

今年度は、健診センター内で毎年実施している受診者満足度調査が諸事情により実施できなか

ったため、満足度調査での評価はできなかった。健診センター内に設置されているご意見箱への

投書は６件あり、設備、衣類などの環境についての意見が４件、待ち時間に関するものが１件、

接遇に関するものが１件あった。接遇に関するものは担当者の対応が良かったという肯定的な意

見だった。 

今後はさらに受診者満足度の向上に向けて、健診センター全体で接遇の向上や環境の改善など

に取り組んでいけるように、多職種のスタッフで活動できる体制を整えていきたい。 

（文責：大川 香） 
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２  看護部教育研修 
⑴  院内研修 

①  新人 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

７月７日

他 
スマイル面談 

自身の気づかない心の疲れと向き合い、それを癒すためのアドバイスをいた

だき、これからの心の健康維持に役立てる。 

６月３日 

固定チームナーシング 

「メンバーシップ」 

チームメンバーとしての役割が理解できる。受け持ち看護師としての役割を

自覚し、チーム活動ができる。 

創傷(褥瘡)処置 褥瘡を含めた創傷処置の基本的な方法を学ぶ。 

６月10日 感染管理 

必要な防護用具の選択ができる。 

洗浄・消毒・滅菌の適切な選択ができる。 

動脈血採血の準備と検体の取り扱いがわかる。 

７月20日 フィジカルアセスメント 基本的な観察ポイントがわかり、具体的な方法を学ぶ。 

８月25日 
急変時の看護 

患者の異常の早期発見、意識レベルの把握ができ、応援を呼ぶことができる。

先輩ナースの指示に従って行動できる。演習において救急蘇生の一連の行動が

とれる。 

老年期の理解 高齢者の特徴を理解し、実践できる看護・ケアを考える。 

９月６日 

リスクマネジメント 
患者誤認防止のための具体策を学ぶ。 

転倒転落の危険性がわかり、防止策について学ぶ。 

リスクマネジメント 

「薬剤暴露」 

抗がん剤取り扱い時のリスクと暴露防止策を理解する。誤投与防止のための

私達の責任を認識することができる。 

10月12日 
リスクマネジメント 

「放射線暴露」 
放射線の基礎知識を学び、被爆によるリスクとその防護策を理解する。 

10月20日 看護倫理 現場での倫理的問題に気づき、その原因を明らかにする方法を学ぶ。 

５月20日 リフレッシュ研修 
新人看護師の交流と親睦を深めると共に、日々の緊張感やストレスの緩和と

今後に向けての意欲を高める。 

６月21日 

蕾研修 

シミュレーション 

６月24日 
３ヶ月を振り返り、できることできないことを明確にし、明日からの課題を

みつける。３ヶ月の歩みを同期と共有し、明日からのがんばりに継げる。 

９月28日 

彩り研修 

シミュレーション 

10月12日 
チェックリストによる｢できること｣、｢できないこと｣の確認および６ヶ月間

を振り返り、後期の目標設定をする。 

１月６日 

美咲研修 

シミュレーション 

１月31日 
１年間の看護実践を振り返り、２年目の自分をイメージする次年度の課題を

明確にする。 

 

②  レベルⅠ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

６月１日 認知症ケア 
認知症についての理解を深めるとともに、認知症患者の基本的な看護を学

ぶ。 

７月21日 セルフコントロール 
ストレスについて理解し、自分流のストレス解消法を考えるとともに、自己

管理の必要性を知る。 

８月26日 社会資源の基礎知識 
退院支援に利用できる社会制度、社会資源の知識を学ぶ。 

院内における医療福祉相談員（MSW）の役割を知る。 

９月14日 看護必要度に対応した記録の書き方 
看護記録に関する基礎知識と看護必要度を理解し、看護必要度評価を裏付け

る記録の書き方を学ぶ。 

９月23日 
固定チームナーシング 

「メンバーシップ」 

固定チームナーシングの意義とチームメンバーとしての役割と業務を理解

する。個々がチームの一員としての責任を果たすことで、チームの活性化・チ

ームの看護力に繋がることがわかる。 

受け持ち患者の個別性を考慮した看護計画が立案できる。 

10月27日 感染管理 
標準予防策を学ぶ。指示の下必要な対策が実施できるよう、感染経路別予防

策を理解する。 

11月25日 フィジカルアセスメント 
呼吸音の正しい聴診方法を理解する。 

異常呼吸音を聞き分け、正しい表現で表すことを学ぶ。 

12月19日 看護倫理 
倫理とは何か、そして倫理がなぜ私達看護師に求められるのかと言うことを

理解する。また、倫理と看護実践の結びつきを理解する。 

１月27日 まとめ シミュレーション 
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③  レベルⅡ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

６月６日 
訪問看護概論 

院内の多職種連携 

訪問看護についての基本的な知識を学ぶとともに、訪問看護にかかわる多職

種の連携の重要性について理解を深める。 

７月４日 事例研究のまとめ方 
看護研究の前段階として、事例研究について概要を理解する。論文形式によ

る事例のまとめ方がわかる。 

８月１日 看護倫理 
なぜ、看護に倫理が求められるのかが理解できる。倫理の視点から、看護実

践を振り返り、今後の自分のあり方を導き出すことができる。 

９月５日 個別性をふまえた看護計画記録 
看護必要度と看護記録の基礎知識を再学習し、患者・看護の見える記録がで

きる。 

10月３日 リハビリテーション 
リハビリテーションについての基礎的知識や患者が障害をもちながらもそ

の人らしい生活を取り戻すためのケアの方法を理解する。 

11月７日 予防接種 予防接種についての目的や方法、種類など基礎的な知識を学ぶ。 

12月５日 救急看護 
院内の急変に対し、主体的に行動ができるようにACLSを学ぶ。 

急変時にチームとしての配慮や家族への配慮ができるような姿勢を学ぶ。 

10月 

11月 
訪問看護同行実習  

12月 事例検討（発表） 
看護研究の前段階として、主体的に事例検討に取り組み、論文形式で事例を

まとめ部署ごと発表する。 

 

④  レベルⅢ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

６月10日 看護研究の基礎理論 
有用な看護研究を行うために、研究のプロセスおよび文献クリティークにつ

いて学ぶ。研究計画書の書き方を理解する。 

６月20日 救急看護 急変時の患者への対応において、リーダーシップをとることができる 

７月７日 褥瘡ケア 
褥瘡を予防するための方法や必要性を理解するとともに、褥瘡評価方法を身

につける。 

８月15日 看護要約の書き方 
継続看護の重要性を理解し連携の一つの手段としての看護要約の書き方や

必要度を正しく記録する技術を身につける。  

９月26日 看護倫理 
事例検討を通し、患者の人権尊重について理解を深めると共に、自分の看護

を振り返り、今後の実践につなげることができる。 

10月17日 
退院支援計画 

多職種連携 

患者家族が望む退院後の生活を支援するための計画立案について必要な知

識を学ぶとともに、退院支援における多職種との連携について理解を深める。 

12月19日 リーダーシップ 
固定チームナーシングにおける日々リーダーの役割・業務を理解し、実践で

きる。 

１月25日 コミュニケーションスキル 
あらゆる場面でリーダーシップをとることができるように、コミュニケーシ

ョンスキルを身につける。 

 

⑤  レベルⅣ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

８月５日 看護倫理 
実際の事例で倫理的問題検討を行い、看護場面での倫理問題を明確化し分析

するための方法および原則を理解する。 

10月26日 
後輩育成のためのコミュニケーショ

ン 

多様な背景を持つ後輩とのコミュニケーションについて考え、ともに成長し

ていくためのコミュニケーションスキルを身につける。 

11月４日 看護記録監査 
看護記録において後輩のモデルとなり、「患者の状態がわかり、看護が見え

る記録」を目指して、看護必要度評価を裏付ける記録監査の方法を学ぶ。 

12月２日 
退院支援評価 

患者家族がのぞむ退院後の生活を支援する一環として、退院支援評価の視点

を理解する。 １月16日 

 

⑥  レベルⅣ認定 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

７月６日 

８月３日 

９月７日 

10月５日 

11月９日 

12月７日 

１月11日 

シミュレーション 
臨床で起こり得る場面のシミュレーションを行うことで、急変時の知識・技

術・態度を振り返ると共に、後輩育成、看護倫理についても考える機会とする。 
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⑦  退院支援 SFNP 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

７月25日 老年者の特徴と看護 
老年期にある対象の身体的、精神的、社会的特徴とその特徴に合わせた看護

を学ぶ。 

８月30日 認知症の理解 
認知症患者へ適切な看護が提供できるように、認知症についての正しい知識

を身につける。 

９月30日 認知症周辺症状への対応 
せん妄と認知症の違いを理解すると共に、BPSD（行動・心理症状）に対する

対応方法を学ぶ。 

10月31日 
認知症患者の看護に必要なｱｾｽﾒﾝﾄと

日常生活援助 

認知症患者のケアにおいて、生活リズム調整の必要性を理解し、日常生活の

アセスメントの視点を学ぶ。 

11月30日 
認知症患者の倫理的課題と意思決定

支援 

認知症患者への倫理的課題を理解し、認知症患者の意思決定を支援するため

の方法や、患者に尊厳をもって関わる姿勢について学ぶ。 

12月22日 認知症患者の社会資源の活用 
認知症患者とその家族に活用できる社会資源の基礎知識を学び、チームで認

知症患者・家族の支援に関わることの必要性と看護師の役割を考える。 

１月30日 
グループワーク 

現状と課題 

今年度学んだことをふまえて、現状の課題と次年度の実践内容をディスカッ

ションする。 

 

⑧  看護助手研修 

月  日 研 修 名 

10月24日 

医療・看護の動向 

病院の理念、看護部の目標 

医療制度 

看護補助業務 

11月28日 

11月29日 
感染防止対策、手指衛生 

12月15日 

12月21日 
シミュレーション  安全な食事介助 

１月13日 

１月23日 
医療安全 病院内に潜む危険と私たちにできる予防策  ～KYT～ 

２月３日 

２月６日 

看護倫理 

 個人情報保護と守秘義務 

 接遇 
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⑵  院外研修 

研修会名 開催月日 内 容（目的） 
参加 

人数 

静岡県看護協会 

認定看護管理者教育課程 

ファーストレベル 

５月11日 

～７月20日 

⑴  看護専門職として必要な管理に関する基本的な知識・技術・態

度を習得する。 

⑵  看護を提供するための組織化並びにその運営の一端を担うため

に必要な知識・技術・態度を習得する。 

⑶  組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析する能力を

高める。 

3名 

静岡県看護協会トピックス ５月23日 緩和ケアのエッセンス－クオリティ･オブ･ライフを支える－ 1名 

日本認知症ケア学会 
６月４日 

～５日 
認知症ケアを究める 1名 

日総研 

電子カルテ上の看護記録の書き方 
６月５日 情報倫理・質保証と法的側面の対策ポイント 2名 

日本病院会 

感染制御講習会 

６月11日 

～１月15日 

３クール 

医療従事者に対し専門家による講義や質疑応答を通じ、感染制御

の基本から応用までの修得とともに、多職種と協調できる人材育成

をめざす。 

1名 

静岡県自治体病院協議会 

看護部会研修会 
６月17日 

自治体病院の看護部長として、医療・看護サービスの質の向上、

効率的な病院運営を行うために、保健・医療・福祉の動向を理解し、

自治体病院における課題認識を深め、看護部門のトップマネジメン

トと能力を高める。 

2名 

医療・病院管理研究協会 

看護管理研修 
６月18日 チーム医療における看護師の役割 1名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 ６月19日 総会・研修会及び懇親会 1名 

静岡県看護管理者会 

総会・第１回研修会 
６月21日 元気みなぎる看護管理とマネジメント 2名 

精神科看護協会 
６月21日 

～22日 
認知症の理解とケア 1名 

日本病院会 
６月25日 

～26日愛知 
認知症ケア講習会 2名 

静岡県看護協会 

看護研究の第一歩 

～研究テーマの絞り込み～ 

６月24日静岡 

７月９日三島 

研修初心者を対象とし、｢看護研究とは何か｣、｢研究のテーマの絞

り込み｣に焦点を学び深め「看護研究の基礎」研修につなげる。 
7名 

山梨県看護協会認定 

看護管理者教育課程 

ファーストレベル 

７月１日 

～９月21日 

１．看護専門職として必要な管理に関する基本的知識・技術・態度

を習得する。 

２．看護を提供するための組織化ならびにその運営の責任の一端を

担うために必要な知識・技術・態度を習得する。 

３．組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析する能力を

高める。 

1名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 

７月２日 

～８月13日 

３日間 

精神科訪問看護基本療養費算定要件研修 1名 

静岡県看護協会 

リーダー研修 

－コミュニケーション－ 

７月４日 
組織・チームで働くリーダーとして、自己の傾向を知りコミュニ

ケーション能力を高め対人能力を養う。 
1名 

静岡県看護協会 

認知症患者の看護Ⅰ 

－知っておきたい知識－ 

７月６日 

認知症の基礎的知識を学び、認知症患者の看護実践に活かす。ま

た認知症の人の家族を支えるために必要な基礎知識や地域の連携の

重要性を理解し、病院における認知症ｹｱの向上を図る。 

3名 

日本看護協会インターネット配信研修

［リアルタイム］ 

災害支援ナースの基礎知識 

～災害看護の第一歩～ 

７月６日 

～７日 

看護専門職の災害時支援者として必要な災害医療と看護の基礎知

識を習得し、災害支援ﾅｰｽとしての役割や活動の実際を理解する。 
3名 

日本看護協会インターネット配信研修

［リアルタイム］ 

認知症高齢者の看護実践に必要な基礎

知識 

７月８日 

～９日沼津 

認知症高齢者に適切に対応するため、医療の現状や国の施策を理

解するとともに認知症の正しい理解に基づいた看護を学ぶ。 
3名 

平成28年度 

病院感染生業担当者育成講習会 
７月９日他 北里大学感染制御研究機構 1名 

日本病院会・日本経営協会 

国際モダンホスピタルショウ 

７月13日 

～15日 

健康・医療・福祉の新時代 

～連携と地域包括ケアの充実を目指して～ 
4名 

全日本病院協会 
７月14日 

～15日 
病院看護師のための認知症対応力向上研修会 4名 

全国自治体病院協議会 

看護師研修会 

７月19日 

～20日 

自治体病院の看護職員として、患者中心の医療や看護を適切に提

供するために必要な知識・理論を深め、看護実践能力を高める。 
1名 

静岡県看護協会 

看護職員管理者の相互研修 

暮らしをつなげる看護職員のための研

修 

７月19日 

～９月30日 

４日間 

地域医療に求められる看護職の役割を展望すると共に「その人の

暮らし」に主軸をおいたマネジメントの方法を学ぶ。実習やグルー

プワークでは「その人の暮らし」をつなぐ為に各施設や各職種がど

のように連携したらよいか、今日からの具体的な取り組みを見出す。 

2名 
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静岡県看護協会 

看護実践と理論 

～私が大切にしている看護～ 

７月21日 

～22日 

日常経験している看護場面を振り返り、看護専門職として実践と

理論が深く結びついていることを理解する。自らの看護実践の中に

ある理論を見出すことができる。 

1名 

日本臨床看護マネジメント学会 

`16重症度、医療・看護必要度評価者院内

指導者研修 

７月24日 重症度、医療・看護必要度評価のための院内指導者育成 4名 

静岡県看護協会 

医療安全管理者養成研修 

７月27日 

～11月16日 

８日間 

医療安全管理者として必要な基礎的知識・技術・態度を学ぶ。ま

た、各施設における医療安全の推進を図るための実践能力を習得す

る。 

1名 

静岡県看護協会 

医療安全管理者養成研修 

聴講：基礎知識 

７月28日 
医療事故発生メカニズムやヒューマンエラーなど基礎的知識、医療

の質の向上と評価に関する知識 
1名 

静岡県看護協会 

医療安全管理者養成研修 

聴講：医療機器 

７月29日 
臨床現場における医療機器安全管理の重要性を理解し、その管理

方法を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

トピックス研修 
７月30日 

看護職をめざす学生の多様(社会人経験、再入学等)な背景をどのよ

うに理解し、教員あるいは現場の指導者として、教育的にどのよう

に関わるかについて学び、教員及び実習指導者の教育実践能力の向

上を目指す。 

4名 

静岡県看護協会 

医療安全管理者養成研修 

聴講：施設環境 

８月５日 施設環境の安全管理を学び、転倒転落防止策を考える。 1名 

静岡県看護協会［manaba］ 

施設における継続教育のプログラム開

発 

８月９日 
施設における教育担当者の役割と、具体的な研修企画・運営・評

価の方法を理解できる。 
1名 

静岡県看護協会  リーダー研修 

－中堅看護師としてのリーダーシップ

－ 

８月10日 

問題解決技法の一つであるＫＪ法を用い、組織の中での立場、役

割における重点課題を抽出し、解決策を導き出し、それを実践評価

する一連の過程を学習する。 

2名 

静岡県看護協会  感染管理 

～感染予防リンクナース研修～ 

８月19日 

～20日 

感染管理に必要な基礎的知識や最新の技術を学び、現場の問題解

決に携わっていく方法を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

看護職員実習指導者等講習会 

８月22日 

～11月22日  

40日間 

看護職員の臨床教育の充実に必要な知識・技術・態度を習得し、

人間尊重の理念に基づき、主体的に行動できる看護指導者の育成を

めざす。 

2名 

 

静岡県看護協会 

災害支援ナース登録者研修 
８月26日 

災害支援ナースとしての心構えを学ぶことにより円滑な災害派遣

に繋げる。 
9名 

日本褥瘡学会学術集会 
９月２日 

～３日 
深まる知識、広がる連携 1名 

日本老年看護学会 
９月３日 

～４日 
認知症看護対応力向上研修 2名 

静岡県看護協会 

医療安全の基礎知識 
９月９日 

安全で質の良い看護を提供するための医療安全に関する基礎的知

識を学ぶ。〈医療者に必要な法的知識・基本的考え方と倫理〉 
2名 

医療・病院管理研究協会 

看護管理研修 
９月９日 看護の可視化とマネジメント 1名 

静岡県看護協会 

事例で学ぶフィジカルアセスメント 
９月16日 

健康問題やその要因を明確にし、適切な看護を提供するために、

ある症状をもつ患者のフィジカルアセスメントをするための判断の

過程について事例を通して学習する。 

5名 

静岡県看護協会 

リーダー研修 －問題解決技法－ 

９月20日 

～12月２日 

３日間 

問題解決技法の一つであるKJ法を用い、組織の中での立場、役割

における重点課題を抽出し、解決策を導き出し、それを実践評価す

る一連の過程を学習する。 

1名 

静岡県自治体病院協議会 

看護部長会研修会 
９月30日 地方公務員法改正に対応した新しい人事評価制度の概要 パート① 2名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 

医療機関の看護師研修 

10月１日 

～10月27日 

４日間 

在宅医療に関する知識の習得及び訪問看護師との合同研修により

訪問看護の現状、課題や専門性を理解し、入院患者が適切に在宅へ

移行するための連携方法について学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

認知症患者の看護Ⅱ 

～認知症マネジメント編～ 

10月５日 

認知症の基礎知識を理解した者が、認知症患者の問題解決プロセ

スを学び、認知症についてのより深い理解と具体的な援助の方法を

学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会富士地区支部 

スキルアップ研修 
10月７日 新人及び看護学生を育成するために、私たちができること 3名 

東部看護管理者会定例会 10月８日 高齢者、認知症患者の嚥下・摂食について 2名 

日本看護協会インターネット配信研修

［リアルタイム］ 

認知症高齢者の看護実践に必要な基礎

知識 

10月13日 

～14日 

認知症高齢者に対し適切に対応するため、認知症の正しい理解に

基づいた看護を学ぶ。 
5名 

静岡県看護協会 

ナラティヴ・アプローチ 

－看護を語る風土を作る－ 

10月21日 

～１月20日 

５日間 

ナラティヴ・アプローチを体感する。 

｢語る｣｢聞く｣を通して看護を深め、看護実践をより豊かにする。 

2名 

(内1名は

1日のみ) 
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静岡県看護協会 

効果的なプレゼンテーション技法 
10月22日 

プレゼンテーションの基礎知識と技術を学び、目的に合ったプレ

ゼンの方法を理解する。看護研究を発表するためのスキルを学ぶ。 
1名 

静岡県看護管理者会 

中間管理者研修会 

10月26日 

～28日 

職場において管理・監督の任務を遂行するために、必要な知識・

技能を習得し、管理の仕方を見出すことができる。 
1名 

グローバルヘルスコンサルティング 10月27日 看護必要度ショックの乗り越え方 2名 

静岡県看護協会 

感染管理  ～マネジメント編～ 
10月28日 

感染管理システムを構築するために、感染予防・管理システムに

関わる最新の知識・技術を理解し、感染管理におけるマネジメント

能力を習得する。 

2名 

静岡県看護協会 

看護補助者活用推進のための看護管理

者研修 

10月29日 

効率的な業務運営と良質な看護サービスの提供を目的とした看護

補助者の業務範囲や教育および就労環境について理解し、自施設に

おける看護補助者体制整備の一助となる。 

1名 

静岡県看護協会富士地区支部 

災害看護地区研修 

10月31日 

11月19日 

災害時、地域の救護所で適切なトリアージや限られた資材による

応急処置が提供できる基本的知識・技術を習得する。 
1名 

静岡県看護協会 

認定看護管理者教育課程 

セカンドレベル 

11月９日 

～２月22日 

第１線監督者または中間管理者に求められる基本的責務を遂行す

るために、必要な知識・技術・態度を習得する。 

施設の理念並びに看護部門の理念との整合性をはかりながら担当

部署の目標を設定し、その達成をめざして、看護管理過程が展開で

きる能力を高める。 

1名 

静岡県看護協会 

看護と倫理 

～倫理的問題の分析～ 

11月10日 

～11日 

患者の権利擁護者として患者の意思決定が倫理的におこなわれる

ようスキルを学ぶ。実践の場で体験する倫理的問題を分析し、解決

の方法を学ぶ。 

2名 

静岡県看護協会 

労働環境に関する研修会 
11月12日 

現場の管理者が人間関係の調整や職場のハラスメント対策を学

び、働き続けられる環境づくりを考える。 
1名 

静岡県看護協会 

災害看護一般研修Ⅰ 
11月15日 災害に関する意識の啓蒙を図る（災害の基礎知識・クロスロード） 1名 

静岡県看護協会 

精神看護 

～うつ病の理解と看護～ 

11月17日 
うつ病の基本的知識を理解し、早期にうつ病のサインに気づき、

どのように対応すべきかを学ぶ。 
2名 

日本臨床看護マネジメント学会 

`16重症度、医療・看護必要度評価者院内

指導者研修 

11月27日 重症度、医療・看護必要度評価のための院内指導者育成 3名 

静岡県富士保健所 

結核医療従事者等研修会 
11月30日 

結核の現状と結核治療の知識 

～治癒完逐を目指すために～ 
2名 

静岡県看護協会 

糖尿病重症化予防のための食事指導 
12月６日 

糖尿病の治療や看護に関する最新の知識とセルフコントロールに向

けた援助及びフットケアの必要な対象について理解し、専門的な援

助技術の習得 

3名 

静岡県看護協会 12月９日 トピックス  ヒーリングタッチ 1名 

静岡県看護協会 

認定看護師交流研修 

地域包括ケアにおける認定看護師の役

割と期待 

12月17日 

地域医療計画に基づき医療機能分化が進めば、看護の質向上の役

割を担う認定看護師への期待は大きくなる。認定看護師の交流を通

して活動のありかたの展望とネットワークを築く機会をつくる。 

1名 

静岡県看護協会 

新人看護職員指導者研修会 

教育担当者研修 

12月10日 

～１月26日 

５日間 

教育担当者としての役割を理解し、部署における計画的な新人看

護職員研修を行うため必要な知識を学ぶ。また、実地指導者への助

言・指導、新人看護職員の指導･評価の方法を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

新人看護職員指導者研修会 

実地指導者研修 

12月10日 

～１月26日 

５日間 

実地指導者としての役割を理解し新人看護職員の実地指導を行う

ために必要な指導・評価の方法を学ぶ。 
2名 

静岡県看護協会 

急性期と回復期をつなぐ脳卒中リハビ

リテーション看護 

１月19日 

脳卒中の急性期から回復期・生活期につなげるための脳卒中リハ

ビリテーション看護の要点を学習し、個々の状況にあわせてケア(生

活の中)にリハビリテーションをとりいれる方法を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

再就業者フォローアップ研修会 
１月26日 

再就業した看護職が就業状況や悩み・思いを共有できる場を作り、

就業継続を支援する。 
1名 

静岡県看護協会 

災害支援ﾅｰｽ育成研修 

１月28日 

～30日 

災害看護の特殊性を理解するとともに、専門的知識・技術を習得

し、被災者及び被災地域の為に、災害支援ナースとして活動できる

実践能力を習得する。 

1名 

日本看護協会インターネット配信研修

［インタイム］ 

認知症高齢者の看護実践に必要な基礎

知識 

２月７日 

～８日 

認知症高齢者に対し適切に対応するため、認知症の正しい理解に

基づいた看護を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

小論文・レポートの書き方講座 
２月21日 

自己の主張や組織の課題等について裏付けをもって論理的に表現

するために、レポート作成の基本的知識とword機能を活用したレポ

ートの書き方を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会災害看護一般研修Ⅱ ３月10日 災害時にリーダーシップが発揮できるリーダーを育成する。 2名 

日本看護評価学会学術集会 
３月13日 

～14日 
生活を支える看護の技‐評価と展開‐ 1名 

日本脳卒中学会学術集会 
３月18日 

～19日 
脳卒中に学ぶ 1名 
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３  院内看護研究会（平成29年２月17日発表会） 
⑴  医療依存度が高い療養者の在宅介護が継続できている要因 

   訪問看護ステーション  ○久保田 憲子、野村 万里江、佐野 千恵 

 

⑵  療養病棟入院中の患者家族の思い 

本４病棟  ○加畑 葉子、小永井 早織、望月 由希子、宇佐美 善子 

 

⑶  特定保健指導における血液検査実施の有用性について 

血液検査を取り入れた効果的な保健指導 

健康診断センター  ○池谷 みどり、大畑 真理、綿野 汐莉 

 

⑷  訪問看護利用患者に対する外来看護師の意識調査 

～インタビュー調査を通して～ 

外来  ○天願 香織、熊井 優、竹下 聖子、上野 雅代 

 

⑸  在宅復帰を目指す患者の排泄自立援助 

～自宅の排泄環境を取り入れた三事例～ 

新３病棟  ○松永 奈名恵、村上 香奈子 
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４  認定看護師の活動報告 
⑴  感染管理認定看護師 

①  感染管理システムの構築とプログラム立案 

ア  院内感染対策委員会（ICC） 

審議・承認されたのは、 

 擦式手指消毒剤の変更 

 ランドリーカート（16台）の導入 

 環境クロスの導入決定 

 マニュアルの作成・改訂 

≪作成≫ 

麻疹・水痘・風疹・流行性耳下腺炎（2016年７月） 

感染症法における届出対象疾患一覧（2016年10月） 

≪改訂≫ 

季節性インフルエンザ（2016年11月） 

 ４月からの診療報酬改定に伴い、週１回ICTラウンド（結果を部署へフィードバック）

の結果をICCへ報告・検討・改善（患者用手洗いポスターの作成・掲示、ナースステ

ーション内の手洗い場に、不潔・清潔のパーテーション設置、病室内または、共有の

手洗い場にペーパーホルダーの設置）を実施 

 地域の啓蒙活動：10月29日健康フェスタ（富士川まちづくりセンター）で、咳エチケ

ットキャンペーンのマスク配布 

 インフルエンザ予防対策 

ワクチンの推進→外来・入院患者・職員のワクチン実施．呼吸器衛生/咳エチケットに

関し、一年を通してポスターにて啓蒙活動 

 全職員の研修会を２回開催 

前期：６月16日(木)・22日(水)・７月５日(火) 

丸石製薬による「院内感染と手指衛生について」 

後期：12月13日(火)・12月21日(水)・平成29年１月５日(木) 

佐藤によるPPE「正しい個人防護具の着脱方法について」 

イ  感染対策チーム（ICT） 

 感染防止対策加算「Ⅰ-１」・「Ⅰ-２」に係る地域連携カンファレンスの活動を実施。 

「Ⅰ-１」（富士市立中央病院・富士宮市立病院）に関しては、感染防止対策地域連携加

算チェック項目表を使用し、富士市立中央病院からの評価は12月６日に終了し、２月22

日に富士宮市立病院の評価を実施した。 

「Ⅰ-２」（新富士病院）に関しては、テーマを決め、５月10日（カテーテル関連尿路感

染サーベイランスの勉強会と実践報告）、８月30日（業者による個人防護具「ゴーグル編」

のプレゼンと検討会）、11月22日（ホテイフーズ富士川工場の外部研修：食品加工工場の

衛生管理方法（職員教育）を学ぶ)及び２月21日（インフルエンザの流行状況について）

の４回開催した。 

ウ  看護部リンクナース 

ICTとの連携を執りながら、「各部署の擦式手指消毒剤使用量を調査し、かつ問題点を明確

にすることによって、手指衛生の状況を把握する。」「手指衛生（擦式手指消毒剤）が必要な

場面を理解し、適正使用への習慣化を目指す。」の２項目をテーマに活動した。 
 
②  院内感染サーベイランス 

４部署（東２病棟・西２病棟・東３病棟・新３病棟加わる）のCA-UTIサーベイランスを実施

した。 
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③  感染防止技術・感染防止教育 
 № 日程 時間 依頼元、対象 研修内容 

看
護
部
教
育
委
員
会
（
ラ
ダ
ー
教
育
を
含
む
） 

1 ５月17日 14:1～15:40 ラダー  新人 「安全な注射の実施」 

2 ６月14日 13:15～14:45 ラダー  新人 「防護用具の選択」「洗浄」・消毒、滅菌の選択 

3 10月27日 15:15～16:15 ラダー  Ⅰ 「経路別予防策」 

4 11月７日 15:30～16:30 ラダー  Ⅱ 予防接種 

5 12月12日 13:00～16:00 ラダー  Ⅴ 集団感染対策 

6 ４月12日 10:00～11:00 プレシャスナース  

7 ７月４日 10:00～11:30 プレシャスナース  

8 10月４日 ９:00～９:45 プレシャスナース  

9 10月４日 13:00～14:30 プレシャスナース  

10 11月１日 ８:20～９:20 プレシャスナース  

11 １月４日 11:00～12:00 プレシャスナース  

12 １月４日 16:00～16:45 プレシャスナース  

13 １月５日 10:30～11:00 プレシャスナース  

14 ２月１日 ８:30～９:30 プレシャスナース  

15 ２月２日 11:00～12:00 プレシャスナース  

16 ２月６日 15:30～16:30 プレシャスナース  

17 11月28日 14:30～15:30 看護助手① 
感染防止対策「手指衛生」 

18 11月29日 14:30～15:30 看護助手② 

院
内
研
修 

19 ４月４日 10:30～12:00 事務部 新採用職員オリエンテーション 

20 ７月６日 15:00～16:30 事務部 医師事務作業補助研修会 

21 ７月29日 15:00～16:00 看護部 高校生１日ナース体験研修会 

22 12月１日 13:00～14:00 看護部 中学生職場体験研修会 

23 12月13日 17:00～18:00 病院 後期感染研修会① 

24 12月21日 17:00～18:00 病院 後期感染研修会② 

25 １月５日 17:00～18:00 病院 後期感染研修会③ 

院
外
研
修 

26 ９月18日 ９:00～13:00 2016富士健康まつり 感染  手洗い体験 

27 12月７日 18:00～19:00 静清リハビリテーション病院 インフルエンザ・ノロウイルス対策 

28 12月11日 13:00～16:30 グランシップ 平成28年度  第２回感染対策セミナー「相談コーナー」 

29 ６月24日 17:00～18:00 芙蓉の丘 食中毒 

30 11月24日 17:00～18:00 芙蓉の丘 インフルエンザ・ノロウイルスについて 

31 12月22日 17:00～18:00 芙蓉の丘 予防接種 

 

④  職業感染管理 

ICC・ICT・リンクナース委員会、またインフルエンザ対策（呼吸器衛生/咳エチケットのPR）

においてインフォメーションを行った。 
 

⑤  感染管理コンサルテーション 

ア  院内は、多方面（外来・病棟部門、中材・OPE室、薬局、放射線科、栄養管理室、健診等）

にわたり実施した。 

イ  院外は、併設する「介護老人保健施設 芙蓉の丘」との人事交流が昨年から始まった影響で

多くの相談・指導を行うことができた。また、12月に㈳静岡県病院協会主催の「平成28年度

第２回感染対策セミナー」でICNによる相談コーナーを担当した。さらに、地域連携カンフ

ァレンスの活動の一環とし、電話及びメール等で多くのコンサルテーションを実施した。 
 

⑥  自己研鑽 

ア  静岡県中部感染対策ネットワーク：５月13日､６月３日､７月１日､８月５日､９月２日､10

月７日､12月２日､２月10日 

イ  北里大学感染制御研修会：７月９日､８月６日､９月10日､10月１日､11月５日､12月６日 

ウ  静岡県看護協会研修会：10月28日 

エ  静岡県感染対策セミナー：10月16日、12月11日 

オ  院内感染対策講習会：東京 １月25日～26日 

カ  平成28年度結核コホート検討会：２月16日 

キ  平成28年度潜在性結核感染症コホート検討会：３月９日 
 

⑦  認定看護師会 毎月１回開催 

（文責  佐藤 八千代） 
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⑵  救急看護認定看護師 

①  院内教育活動 

ア  看護部ラダー研修講師 

救急看護Ⅲ                  ６月20日 

新人フィジカルアセスメント  ７月20日 

新人救急看護                ８月25日 

フィジカルアセスメントⅠ    11月25日 

救急看護Ⅱ                  12月５日 

 

イ  部署教育 

熱中症について              ６月24日 

体温について                ３月31日 

 

②  救急看護に関する自己研鑽 

第６回静岡中部地区救急・集中治療研究会  静岡  ７月22日 

第２回ＲＲＳセミナー          静岡  ８月28日 

第７回静岡中部地区救急・集中治療研究会  静岡  ２月10日 

 

③  実習受け入れ 

消防学校救急科入校による病院研修  ２名  ２月23日 

（文責  岡下 和代） 
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⑶  がん化学療法看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア GC療法 内科外来 ４月４日 

イ アブラキサン®ジェムザール®療法 東２病棟 ４月25日 

ウ アブラキサン®ジェムザール®療法 内科外来 ５月６日 

エ XELOX＋BV療法 東２病棟 ６月20日 

オ AC療法 東３病棟 ６月27日 

カ S-1＋CDDP療法 東３病棟 ７月４日 

キ アブラキサン®ハーセプチン®療法 東３病棟 ８月１日 

ク 化学療法の基礎知識 外科外来 ８月22日 

ケ 薬剤曝露 ラダー新人研修 ９月６日 

コ タキソール®療法 東３病棟 ９月20日 

サ FOLFOX療法 東２病棟 10月12日 

シ XELOX療法（末梢からの投与方法） 東３病棟 11月４日 

ス XELOX療法（CVポートからの投与方法） 東３病棟 11月22日 

セ AC療法 東３病棟 ２月13日 

ソ FOLFIRI＋BV療法 東３病棟 ３月１日 

タ FOLFOX療法 東３病棟 ３月22日 

 

②  学会発表 

第54回  日本癌治療学会学術集会  10月20日～22日  パシフィコ横浜 

示説発表 

テーマ：小規模地域病院におけるがん化学療法看護認定看護師の存在、患者評価 

 

③  がん化学療法看護に関する自己研鑽 

ア 第54回  日本癌治療学会学術集会  10月20日～22日  パシフィコ横浜 

イ  がん看護エクセレントプログラム講義編  ３月20日  静岡県立静岡がんセンター 

 

④  外来化学療法委員会活動 

ア  ケモカンファレンス（医師・看護師）             ４月８日 

イ  外来化学療法委員会（安全キャビネットの導入・運用について）  ９月26日 

ウ  安全キャビネットの導入・運用について師長会でプレゼン    ９月28日 

 

⑤  コンサルテーション 

 

⑥  認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来：テーマ『化学療法について』  眼科外来前にて  ９月23日 

（文責 松永 光代） 
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⑷  皮膚・排泄ケア認定看護師 

①  活動日の活動内容 

ア 療養病棟における褥瘡評価実施加算に関する治療・ケアの確認リスト作成と記載 

イ 褥瘡診療計画書に関する介入と予防ケアの実施 

褥瘡に関する危険因子の評価件数：2,267件 

褥瘡に関する診療計画書作成患者件数：917件 

褥瘡に関する診療計画書を実施・評価した患者件数：917件 

ウ 褥瘡患者ラウンド 

エ コンサルテーション（褥瘡・人工肛門・創傷・失禁） 

介護老人保健施設芙蓉の丘を含む 

オ 体圧分散寝具の管理・点検（圧切り替え型） 

カ 褥瘡予防に関する用品の購入選定と決定 

ステージア５枚（エアマットレス） 

ミントＢ：５個  ミントＦ：５個  ミントＤ：４個 (ポジショニングピロー)  

キ ドレッシング材の検討 

ウルゴチュール導入 

ク 皮膚科医師に同行し褥瘡・熱傷・下肢潰瘍ケアの実施 

ケ 褥瘡を有する患者状況 

 褥瘡有病率 褥瘡推定発生率 

急性期病棟 3.7％ 0.4％ 

地域包括ケア病棟 6.2％ 0.9％ 

療養病棟 7.1％ 1.1％ 

全  体 5.9％ 0.8％ 

 

② 皮膚・排泄ケア認定看護師 

ア 看護部ラダー教育研修講師 

ラダーⅠ-1      ６月３日  「創傷・褥瘡ケア」 

ラダーⅢ       ７月７日  「褥瘡予防と褥瘡評価」 

プレシャスナース  10月11日  「褥瘡と褥瘡予防」 

イ ラダー研修以外の院内・院外講師 

高校生１日体験ナース ７月29日 

「入院患者の環境：ベッド・マット臥床体験」 

中学生職場体験  12月２日 

「褥瘡とは」 

静岡県中部WOCネットワーク ６月18日 

「術後のストーマケア」講師 

「ストーマケア実習」 インストラクター 

介護老人保健施設 芙蓉の丘 ７月27日 

「褥瘡予防の基本」講師 

静清リハビリテーション病院 ９月21日 

「褥瘡対策研修会」講師 

褥瘡対策委員会主催の院内研修会  10月12日、24日  講師 

「みなさんはこの常識、知っていましたか？」 

 

 

- 103 -



③  皮膚・排泄ケア認定看護師に関する自己研鑽 

ア 第65回東海ストーマ・排泄リハビリテーション研究会  ６月４日 

イ 第18回 日本褥瘡学会学術集会  横浜  ９月２日～３日 

ウ 第46回日本創傷治癒学会  東京  12月９日～10日 

エ がん看護エクセレントプログラム 静岡がんセンター  ３月20日 

 

④  褥瘡ケア・NST委員会活動 

ア 褥瘡対策マニュアルの一部変更 

イ 褥瘡対策に関する診療計画書の徹底 

ウ 褥瘡評価方法の徹底と指導 

エ おむつ使用状況確認と正しい使用方法 

オ ウルゴチュールの使用方法説明と効果的な使用方法 

カ 医療関連機器圧迫創傷の予防と管理 

 

⑤ 褥瘡対策委員会活動 

ア 褥瘡・ポジショニング回診（１回/毎月） 

イ 委員会主催の研修会（１回/年） 

「みなさんはこの常識、知っていましたか？」講師  10月12日・24日 

 

⑥ 認定看護師会（毎月１回開催） 

（文責  久保 美咲） 
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⑸  透析看護認定看護師 

透析看護認定看護師の実践の目的は 

 患者に安全・安楽な透析を提供する。 

 共立蒲原病院の患者・家族がいつでも透析について情報を得ることができる。 

 透析認定看護師として地域住民に貢献する。 

 

①  院内看護師透析看護研修会 

４月15日  テーマ「透析看護の基本」 

５月９日  テーマ「透析看護における地域連携の重要性」 

９月20日  テーマ「透析看護」 

９月27日  テーマ「透析看護」 

 

②  看護学校講師 

腎不全・透析看護 ６月 13日 ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 

 

③  共立蒲原総合病院フェスタ 

10月27日  「爪ケア」 

 

④  透析看護における自己研鑽 

日本看護評価学会  ３月13日・14日  東京工科大学蒲田キャンパス 

（文責  谷沢 美恵子） 
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⑹  脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 

①  院内研修講師 

「廃用症候群・関節可動域」  新人研修 ７月13日 

「リハビリテーション看護」 ラダーⅡ 10月３日 

 

②  院外研修講師 

「脳卒中リハビリテーション看護とは」  静清リハビリテーション病院  10月21日 

「沼津市立病院 健康まつり」  沼津市立病院  12月３日 

 

③  学会参加 

「stroke2016」  札幌  ４月14日～４月16日 

「stroke2017」  大阪 ３月16日～３月19日 

 

④  脳卒中リハビリテーション看護に関する自己研鑽 

「キネステティク」  静岡脳卒中リハビリテーション看護認定看護師会主催  ５月21日 

「脳卒中リハビリテーション看護認定看護師フォローアップ研修」 

静岡脳卒中リハビリテーション看護認定看護師会主催  10月15日 

「認定看護師交流会」  静岡県看護協会  12月17日 

「排尿自立支援」  静岡県看護協会  ２月20日 

 

⑤  コンサルテーション 

 

⑥  認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来 テーマ「脳卒中予防10か条」  眼科外来前にて  ７月22日 

（文責 稲葉 映） 
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⑺  認知症看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア  ラダーⅠ－１  ６月１日  認知症ケア 

イ  本４病棟      ７月26日  認知症について 

ウ  新人研修   ８月25日  高齢者の理解 

エ  ＳＦＮＰ    ８月30日  認知症の理解 

９月30日  認知症周辺症状への対応 

10月31日  認知症患者の看護に必要なアセスメントと日常生活援助 

11月30日  認知症患者への倫理的課題と意思決定支援 

 

②  院外研修講師 

沼津市立病院    １月30日  認知症看護における倫理 

 

③  認知症看護に関する自己研鑽 

ア  日本スウェーデン福祉研究所  タクティールケア  Ⅰコース受講  ４月９日 

イ 認知症ケア学会  ６月４日～５日 

ウ 日本老年看護学会  ７月23日～24日 

エ  東海地区認知症看護認定看護師会  ８月27日・２月18日 

オ  認知症看護認定看護師会  10月15日・３月11日 

カ 日本老年看護学会  専門看護師・認定看護師活動推進委員会企画  １月29日 

「認知症ケアの質の向上をめざす－認知症ケア加算を通し、GCNS/DCNの活動を考える－」 

キ  兵庫看護協会主催 認定看護師フォローアップ研修  ２月12日 

 

④  認知症・せん妄ケア委員会 （10月開始） 

ア  ケアチームでのカンファレンス・ラウンド  １回/週 

イ  院内研修  １回/年開催 

「事例から学ぶ一般病院での認知症ケア」  １月10日・13日・23日 

ウ  認知症・せん妄ケアマニュアルの作成 

 

⑤  コンサルテーション 

 

⑥  認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来  11月30日  「認知症について」 

（文責  齋藤 美和） 
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⑻  緩和ケア認定看護師 

①  活動日の活動内容 

ア  訪問看護業務マニュアル緩和ケアの修正 

イ  訪問看護ステーション用看取りのパンフレット作成 

 

②  院内研修講師 

ア  外来で実践できる緩和ケア  外科外来  ９月23日 

イ  臨死期のケア  訪問看護ステーション  ３月21日 

 

③  院外活動 

在宅ターミナル看護支援事業「地域情報交換会」講師 

まはえの訪問看護リハビリステーション  ８月31日、10月18日、11月14日 

 

④  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア 第148回  ホスピス研究会  東京  ９月10日 

イ 第40回 日本死の臨床研究会年次大会  札幌コンべーションセンター 10月８日～９日 

ウ 認定看護師フォローアップ研修  兵庫県看護協会  ２月12日 

エ ELNEC-J in 山梨 コアカリキュラム 看護師教育プログラム 

山梨県立大学  看護実践開発研究センター  ３月18日 

 

⑤  コンサルテーション 

疼痛緩和や在宅緩和ケア、外来通院にて化学療法中の患者の緩和ケアについて相談を受けコ

ンサルテーションを実施した。 

 

⑥  認定看護師会（毎月１回開催） 

(文責  佐野 千惠) 
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