
 

Ⅴ  看護部 
【看護部総括】 

平成29年度は「医療の質の向上・患者サービスの向上・医療安全の確保・業務の効率化・経営

の健全化へ貢献」を目的として電子カルテシステムが導入された。各部署で業務の見直し、帳票

精査、帳票再構築、マスタ作成、マニュアル作成、リハーサルに向けた準備と実施、データ移行

が通常の業務と並行して行われた。膨大な作業量に加え、聞き慣れないシステム用語に悪戦苦闘

しながらも、看護部電子カルテ導入委員会を中心に、各部署・委員会・スタッフ全員が協力して

平成30年１月１日の稼動を迎えることができた。今年度は、看護部方針にも挙がっている「組織

力を発揮して、病院組合の変革に協力する」が実践できた一年だった。今後は、システムを有効

活用し導入目的の達成度が向上するよう尽力したい。 

看護配置に必要な人材確保については、離職率が4.9％と過去10年間では一番低い数値だったが、

パート職員まで入れると看護師数５名の減だった。理由は家庭の事情が主で、子育て世代の多い

当院の背景を考えると、働き続けられる環境整備を急ぐ必要がある。 

（文責：今井 碧） 

 

１ 看護部理念の改定 
今年度は、高齢化社会を目前に急速に起きている医療を取り巻く環境の変化と、当院の「地域住

民のニーズに対応した適正な医療を提供する」という理念を踏まえ、看護部理念の改定を行った。

入院患者様だけでなく地域住民の皆様から信頼され、必要とされる組織となるよう邁進していきた

い。 

 

ひとりひとりの皆様と丁寧に向き合い、最新の知識と根拠に基づいた技術をもって、 

「信頼される心温かな看護・介護」を提供します 

 

２  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．経営への貢献 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。 

１．ベッド調整会議(毎

日・必要時) 

２．日々のベッドコン

トロールに協力す

る。 

 

 

３．入院・転入・転院

を断らない。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。 

病院中期経営計画H29

年度目標の達成 

 

 

 

１・２．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 

 

３．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：76.3％ 

平均在院日数：12.5日 

地域包括ケア：77.9％ 

療養：98％ 

外来：317人/日 

透析センター目標達成率：91.8％ 

患者受け入れの苦情はなかった。院内の転

棟・転入はスムーズにできているが、他院か

らの受け入れに待機期間が生じている。地域

貢献のためにも、待機期間が短縮できるよう

仕組みの見直しが必要である。 

 ２．経営を意識した管

理 

ヒト・モノ・カネ・

時間・情報を意識して

経営貢献につなげる。 

１．患者層と機能に合

わせた応援体制を組

む。 

看護師・看護助手間

の応援体制を取り、

加算算定に協力す

る。 

施設基準・加算算定

の維持 

 

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 

 

 

 

１．全ての加算が維持できた 
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２．重症度、医療・看

護必要度(以下「看護

必要度」という。 )

評価の精度向上を図

る。急性期病棟・地

域包括ケア病棟で実

施する。 

３．在庫管理及び診療

材料請求漏れをなく

す。 

算、看護補助者配置

加算 

２．各部署(急性期・包

括ケア)誤差が８件/

月以内となる 

 

 

 

 

３．死蔵品及び診療材

料請求漏れ、シール

の紛失数をH28年度

の10％は削減する。 

(H28年度24枚) 

 

 

２．看護必要度の誤差は、急性期病棟８件/月

以内と目標値を挙げたが、達成はできなか

った。ただし、４月当初との比較では減少

している。 

 

 

 

３．シール紛失枚数32枚で目標は達成できな

かった。 

死蔵品は看護部では０円、棚卸し結果は

９月1,288,931円のマイナス、３月は88,700

円プラスとなった。年間を通して、病棟・

外来部門とも改善している。 

顧客 １．患者満足度の向上 患者・家族を尊重し、

状況に合った関わり方

や介入をする。 

１．患者に十分な説明

と同意を得て、看

護・介護を実践する。 

 

 

 

 

２．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。 

・各部署管理を通し

て接遇研修への

参加を促す。 

H28年度の投書件数

より減少、満足度調査

結果の向上 

１．病院に寄せられる

看護・介護に対する

苦情を０件とする。 

各部署に寄せられ

る看護・介護に対す

る投書・苦情を各部

署３件以内にする。 

２．患者満足度調査の

結果がH28年度より

改善する。 

「看護師の接遇に

関して満足」 

病棟:92％ 

外来:80％ 

「看護師の説明の

解りやすさ」 

病棟・外来80％ 

接遇研修参加率：

60％以上 

 

 

 

１．投書件数は２件 

うち１件は昨年度も同様の指摘があった

もの。看護部倫理委員会で事例検討を行っ

た。今後も接遇力向上と併せて啓蒙が必要。 

 

 

 

２．看護師の接遇 

病棟：82.6％ 

外来：78.7％ 

病棟は「不満足」の回答0 

看護師の説明 

病棟：81.8％ 

外来：78.5％ 

外来は「不満足」が改善 

接遇研修参加率：84.0％ 

 ２．必要なケアの継続 院内外の多職種と連

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。 

介護支援連携指導料

算定件数がＨ28年度よ

り10％増加する。Ｈ28

年度：256件(包括除く) 

多職種との連携・協

働事例を年度末の固定

チーム活動報告会で各

部署１事例報告する。 

介護支援連携指導料算定件数215件(包括除

く) 

必要なケアの継続はできていたと思うが、

ケアマネとの連携ができているか、の指標で

もあるので、今後も増加することを目標にし

たい。 

固定チームナーシングの活動報告会は電子

カルテ導入があったため、集録のみとした。 

 ３．安全な医療・看護・

介護の提供 

患者が安心して療養

できる環境を護る。 

１．ICC・ICTの啓蒙活

動・決まり事を遵守

する。 

２．減少傾向にあるリ

スクレポートの提出

を啓蒙する。 

各基準・手順・マニ

ュアルの順守 

 

 

１．H28年度同様、感

染症が蔓延しない。

ICNが評価 

２．リスクレポート提

出件数10％増加 

(H28年度357件) 

レベルⅢa件数10％

減少 

(H28年度22件) 

 

 

１．ICN報告 

「インフルエンザはアウトブレイクには至ら

なかった」 

２．リスクレポート件数：482件(+28％) 

レベルⅢa件数：26件 

目標達成には至らず、血糖チェック忘れの

報告が右肩上がりに上昇している。マニュ

アル・手順の遵守を徹底したい。 

内部 

プロセス 

職場環境の改善 看護職員の働く環境

を改善し、離職率を改

善する。 

１．H28年度の職務満

足度調査結果を受け

て課題に対しての改

善を行う。 

H29年度は11月に

職務満足度調査実

施予定 

 

離職率を昨年度より

10％減少(6.2％)する。

(H28年度離職率6.9％) 

１．H28年度職務満足

度調査結果の全国平

均と比較して低めだ

った「自己効力感」

「承認実感」の点数

が10％改善する。 

自己効力感： 0.35 

承認実感：0.2を目 

離職率4.9％ 

H19年度から10年間で、最低値となった。 

 

１．自己効力感0.29(▲0.03) 

承認実感0.11(▲0.07) 
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   指す。  

  ２．各部署で業務改善

に取り組む 

・外来部門と病棟、病

棟間の支援体制・遅

番勤務の検討   

・ノー残業デイの実施 

・各休暇の取得推進 

・院内保育園の定員や

夜間保育・病児保育

について要望 

 

 

３．電子カルテ導入に

向け、全看護職員対

象に操作研修・シミ

ュレーションの実施 

４．管理者・レベルⅤ・

Ⅳ認定者がアサーシ

ョンスキルの研修を

受講し、部署内でリ

ーダーシップが取れ

る。 

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H28年度よ

り10％減少(4,751時

間)できる。(H28.4～

H29.1 平 日 時 間 外

5,278時間) 

有休休暇の平均取

得率を維持する。 

(H28年 10.4日/年) 

３．電子カルテ導入が

退職理由に挙がらな

い。 

研修受講率100％ 

４．職務満足度調査の

看護職「コミュニケ

ーション」の項目で

評価する。 

H28年度の点数0.50

より10％改善(0.55)

する。 

２．「定時で帰れないから」の理由は無かっ

た。 

平均有休取得率：10.48日/年(保･看･准) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．電子カルテ導入は退職理由に挙がらなか

った。研修受講率：100％ 

 

 

４．コミュニケーション0.34(▲0.16)細項目で

一番マイナスを示したのが「職場で素直な

意見を言える雰囲気」だった。 

病棟再編や電子カルテ導入に伴い、患者

の安全を最優先に最小限の人事異動として

きた。 

今後は職場の活性化を図ることと、キャ

リア支援の目的で計画的に行う必要があ

る。 

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．日看協の「看護師

のクリニカルラダ

ー」との整合性があ

る新しいラダー表を

作成する。 

２．チーム員全員で新

人看護師の教育・指

導に関わり、新人看

護職員が居場所を見

つけられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．レベルⅠ～Ⅳ認定

の看護師が、キャリ

ア開発できたと感じ

られるような支援を

する。 

 

 

 

４．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。 

５．認定看護師の育成

をする。 

 

６．SFNP認定を支援す

ると共に、活動しや

すいように環境を整

備する。 

１．新しいラダー表が

完成する。 

 

 

 

２－１  新人看護職員

の離職率を“０”と

する。 

２－２  新人指導に関

わるスタッフ (レベ

ルⅠ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。 

 

 

 

２－３  「２－２  新

人看護師の研修到達

目標率」が平均で

85％以上となる。 

３．看護職２年目以上

の職務満足度調査の

結果で、「成長・キ

ャリアの展望」「教

育機会」の項目の点

数の平均がH28年度

(0.1204)を10％以上

(0.135)となる。 

４．プレシャスナース

の離職率を“0”とす

る。 

 

 

５．認定看護師養成研

修への受験者が１名

以上いる 

６．SFNPアンケートで

70％以上が役割を理

解し、十分活動でき

たと評価する 

１．一応完成したが公表までに至っていない。 

 

 

 

 

２－１  新人看護師の離職率は“０”であっ

た。しかし、休職者が数名いたり４月に入

って退職となった職員がいた。 

２－２   新人が配属された部署では49％が

「できた」「まあまあできた」と評価して

いた。個々ではレベルに合わせて様々な形

で関わっていたようだが、評価が低かった

のは、部署で新人指導について全体で話し

合う場が少なかったため指導者の方針が十

分に伝わっていなかったり支援しているこ

とに自信がもてていなかったことが影響し

ていると考えられる。 

２－３  休職していた２人を除く新人看護師

５人の到達目標の平均は66％であった。 

 

 

３   項目が昨年より若干変更になっている

が、「成長・キャリアの展望」カテゴリの

全国偏差値が55.5と昨年よりも低い。 

 

 

 

 

 

４．プレシャスナースは１名が退職となり、

離職率は9％であった。１名は芙蓉の丘へ異

動となった。 

 

 

５．認定看護師養成研修への受験者は0であっ

た。 

 

６．SFNPも含めたレベルⅤのアンケートでは

68.4％が「できた」「だいたいできた」と評

価していた。 

（文責：若林 孝子） 

 ２．看護のやりがい感

向上 

固定チームナーシン

グ・目標管理・クリニ

カルラダーを機能させ 

やりがい感の維持と

目標管理達成 

全体では、ワークエンゲージメントは

0.25(▲0.02)、看護への肯定感は0.52(▲0.06)、

細項目では「仕事への前向きな気持ち」が改 
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  る。 

１． チームで挙げた目

標達成のため活動を

行う。 

年度末にH28年同

様活動報告会を開

催する。 

２．個々の目標管理を

支援する。 

 

１．職務満足度調査結

果で評価する。 

評価項目は「ワー

クエンゲージメン

ト」「看護への肯定

感」を使用する。 

２．個人の目標管理達

成度60％ 

 

善、「仕事で得られる喜び」が低下傾向にあ

る。看護師のみではこの傾向が顕著になって

いる。 

目標管理の達成度は75％ 

H27年度から介護職対象に、国家資格である

「介護福祉士」取得に向け、各部署で勤務や

国試対策のサポートを行った結果、今年度６

名が合格した。入職時、介護は未経験だった

スタッフが、日々自己研鑽に励み、成長した

成果と考える。 

介護の質向上に繋がることなので、今後も

支援を継続していく。 

 

-82-



 

⑵  外来 

目標１．患者・家族を尊重した関わりを持つことができる。 

１）多職種との連携システムの構築 

経過・結果：申し送り用紙を使用した訪問看護との連絡、他職種カンファレンスの実施、ＭＳＷの

活用など各チームでの活動は実施されたが、全体での共有・マニュアル作成まで到達することが

できず、外来全体での連携システムの構築には至ることができなかった。また、電子カルテを導

入した事による手順の変更もあり、継続して活動して行く必要がある。 

２）患者への説明における理解度を確認し、意思決定を支援する。 

経過・結果：各チームで大腸検査説明、自己注射への説明・ＣＳ検査説明・ＭＲＩ検査の説明後の

不安や理解度の確認を行った。結果説明に対する苦情は０件であった。また、説明用紙の修正や

チェックリストの作成など業務の見直しにもつながった。 

３）接遇力の向上 

経過・結果：院内の研修には全員参加をすることができた。また、各チームで症例検討、標語の作

成を行い、チームで朝の読み上げを実施し、日々の業務に望んだ。中間時期に外来患者から１件

の投書があり、速やかにカンファレンスを実施し、接遇の徹底に努めたが、その後再度同様の苦

情があり更なる教育が必要である。外来独自の研修は実施できず、次年度へ継続する。 

４）リスクレポートの提出を啓蒙し、安心できる環境を整える。 

経過・結果：今年度のレポート提出は40件で目標は達成された。各チームで安全環境を整える目的

でリスクへの対策を掲げ活動を実施したため、提出率がアップしたと考える。レポート提出後は

チームで話合いを実施し、全体会で各チームのカンファレンス結果を公表し、意識統一に努めた。 
 

目標２．外来患者数を360人/日を達成するための行動をとることができる。 

１）各チームで問題点を明確化しチームで考えた活動展開を行う。 

経過・結果：環境整備、患者カンファレンスによる情報の共有、他職種を交えたカンファレンスの

実施等『当院へまた受診したい』と思える様な関わりを目指し活動を行った。結果は限られた時

間の中で関わりを持ちカンファレンスを実施したが、外来患者者数の平均は317.4人/日と達成す

ることはできなかった。今一度当院に必要な事を確認し、次年度へ継続し活動を行っていきたい。 

２）時間外受診の対応システムの改善 

経過・結果：各科の時間外の受診を確認した結果、内科の問題点が明らかになり、対応策を検討し

たが関係部署との調整がつかず日々の対応となった。患者においては診察時間を伝え時間の調整

を図るが、苦情も有り午前から引き続きの診察となった。 

全ての科において時間外における予約外の診察を断らずに受け入れを行うことができた。しか

し、診察医師を確認しなければいけない科もあり、さらなる医師の協力と、予約外診察対応の見

直しが必要である。スタッフからは各外来の差が生まれ、不公平感を感じているスタッフがいた。

今後はチームを越えた応援態勢の強化が必要である。 
 

目標３．電子カルテ導入に向け業務の見直しを図る。 

経過・結果：業務の見直し・研修参加・シミュレーションの実施などを具体策として掲げ、活動を

実施した。全スタッフが研修に参加することができ、またシステム変更に伴い、各外来の問診票・

受付方法・点滴指示の受け方など、曖昧だった内容も統一・基準化が図れ、科で統一することが

できなかった検査問診票も統一することができた。細かい部分での業務の見直しを行い、電子カ

ルテを導入することができた。また、今年度退職者の理由に電子カルテのためという理由が挙が

ることはなかった。しかし、基準として明文化されていない部分もあり、次年度は基準化を図っ

ていく必要があると考える。 
 

目標４．全スタッフがやりがいを感じることができる。 

経過・結果：目標管理を全スタッフに実施できず、（短時間勤務者）スタッフに合わせた研修参加を

促すも声かけにとどまり結果達成率は60％であった。やりがいでは職務満足度の結果から自己効

力感は昨年度48.4、今年度48.1と0.3ダウンしていた。最低限の仕事ができると思えるかにおいて

下降しており、細かい視点でスタッフへの声かけ、承認を実施していく必要があると考える。 

（文責：高井 裕美） 
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⑶  東２病棟（内科系、46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％(41床)を維持できる。 

経過・結果：病床稼動率は77.9％であった。入院は断ることなく受け入れ、ベッドコントロールも

適時行うことが出来た。又、看護必要度は年間を通して平均33.3％を維持出来たが、評価誤差は

８件/月以上あった。看護必要度の研修には全員参加出来、今後更に啓蒙活動をして行くことで誤

差が減少する事を期待したい。物品のシール紛失は４枚あり、次年度も物品管理を更に徹底して

行く必要がある。 
 

目標２．患者・家族を尊重し、状況にあった接遇を心がけ、質の高い看護を提供する。患者満足度調

査の結果「看護職員の接遇に満足」が92％以上、「看護師の説明はわかりやすかった」が80％以上を

目指す。 

経過・結果：患者満足度調査の結果「看護職員の接遇に満足」は82.6％(前年度より1.4％UP)で目標

達成出来ず、「看護職員の説明」は81.8％(前年度より7.4％UP)で目標を達成する事が出来た。 

接遇に関する苦情は０件、また、接遇研修参加率91％(勤務の都合上不参加となった)で、目標

は達成出来た。病棟全体において接遇に対する意識付けが出来ており、次年度も継続していきた

い。 
 

目標３．職場環境の改善を図り、スタッフが個々の役割を認識し、やりがい感を持って業務に取り組

む。 

経過・結果：電子カルテに向けての取り組みは、電子カルテ研修参加率は100％で達成出来た。また、

電子カルテ委員を中心とし、全スタッフの協力のもと、スムーズに電子カルテを導入する事が出

来た。 

遅番業務に関しては、７～８月の２か月間、緊急入院時間の調査を実施した。しかし、勤務調

整困難な状況となり、病棟の現状に合わせ遅番業務は導入出来なかった。NO残業デイは、毎月一

人１回を継続して実施する事が出来た。(休日勤務含む)ラダー研修参加率は100％であった。 

職場満足度調査の結果、「業務環境」に関しては前年度より低い結果となり若干良い方向性が見

られたが、まだまだ高値である。「承認実感」においては、前年度と比較しあまり変化は得られな

かった。今後も更にお互いを尊重し、チーム内で協力体制をとりながらチーム活動が円滑に出来

るように働きかけていきたい。 
 

目標４．多職種と連携・協働し、患者・家族に寄り添った心温かな看護を提供する。 

経過・結果：各チームの年間活動はＡチーム達成度評点「４」、Ｂチーム達成度評点「３」であり、

両チームでの評価は目標の80％以上を達成する事は出来なかった。しかし、両チーム共に多職種

と連携・協働し、患者・家族に寄り添った看護の提供が出来た事例をまとめあげる事が出来た。

個人の目標管理の評価は71％で目標を達成する事が出来た。今後も個々のモチベーションを下げ

る事なく、目標達成が出来る様支援していく必要がある。 

（文責：麻布 香苗） 
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⑷  西２病棟（36床、地域包括ケア病棟） 

目標１：入院・転入をスムーズに受け入れ、年間を通して病棟利用率を94％(34床)維持できる。 

経過・結果：病棟稼働率は77.0％だった。転入の受け入れはスムーズに行われており、急な転棟や

休日の転棟・個室対応が必要な患者の緊急入院を受けるなど、スタッフ一同協力して行えた。ま

た、介護・助手・リーダーと毎朝業務調整を実施し、入院・転入時のベッド環境の準備を行うこ

とで受け入れがスムーズにできた。在宅復帰率は85.15％と高く、「地域包括ケア病棟の看護師の

役割」について勉強会を開催するなど、受け持ち看護師が責任を持ち、リハビリ科やＭＳＷと連

携し退院支援・調整が行えた結果だと考える。 
 

目標２：患者・家族を尊重し、状況に合った対応を行ない、質の高い看護・介護の提供が出来る。 

経過・結果：接遇に対する苦情が２件あった。「カーテンを挨拶もなく開ける」ことに対し、対応の

統一を図った。また、療養目的の方に、「退院へ向けて支援します」と退院支援計画書を作成した

ことに対し、個別を考えるようスタッフへ周知した。他に多職種への不満があがった。看護師と

して、患者と多職種との橋渡し役ができるような対応が要求されるものだった。患者満足度の結

果は81.8％と上昇しており、状況を意識した対応ができていると考える。 
 

目標３：多職種と連携し、患者・家族が安心して退院できるための指導・サービス調整が出来る。 

経過・結果：目標１の勉強会を行い、アンケート結果より退院支援・指導を平均78.15％の看護師が

「できた」と答えた。ケアマネと連携し、患者・家族から得られなかった情報、経済面・介護力

など客観的に見た情報が退院前カンファレンスで活用でき、退院支援に繋げることができたと考

える。チーム活動は平均し81.6％のメンバーが「できた」と答えており、チーム全体で退院支援

に取り組めた。リハビリ・ＭＳＷ・訪問看護師の協力もあり、多職種で退院前カンファレンスを

実施できたことは、今後も継続していきたい。来年度は診療報酬改定があるため、更に受け持ち

看護師が主体となり、退院支援に取り組めるように努力する必要がある。 
 

目標４：スタッフがやりがいを感じられる職場風土を作る。 

経過・結果：フィッシュ活動は、新人の到達度をボードに示したのみになってしまった。「看護のや

りがい感」は職務満足度調査のワークエンゲージメント・自己効力感・承認実感の項目での評価

とし、３項目の平均は看護師46.55％、介護・助手：56.5％で、どちらも昨年度より低下した。患

者数の増加と退院支援の困難事例や電子カルテ導入に伴い業務に追われていると感じているスタ

ッフが多いことが理解できた。そこで、入浴介助日を半日増やし、入浴介助が一日に集中するの

を緩和できた。助手会では、業務改善に繋がる提案があり、助手リーダーを置くことで助手・介

護同士の連携がとれ責任を持ち業務にあたることができた。 
 

目標５：診療材料のカード紛失をなくし、適正な在庫管理ができる。 

経過・結果：シールの紛失は６件だった。多忙な業務の中での事だと考える。対策としてシールを

貼付する場所を１か所から３か所へ増やし、シールの持ち出し区域が最小限になるよう工夫した。

物品定数チェックを月末に行い、死蔵品になる前に返却を行った。滅菌物は定数を決め、毎日定

数確認を行い管理ができた。 

（文責：鈴木 智子） 
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⑸  東３病棟（外科系、32床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１. 年間を通じて病床利用率89％(29床)と、看護必要度25％以上(重症者８名以上)を維持できる。 

経過・結果：平成29年度病床稼動率は73.7％であり目標の89％には至らなかった。看護必要度につ

いては一度、月平均24％と目標値より低い月もあったが、高い月では平均36.9％であった。結果、

年間必要度平均32.3％と目標値を上回ることができた。看護必要度評価誤差については、毎月医

事経営課から、看護必要度とコストの整合性の結果が配布された。少ない月は２件、多い月は25

件であった。この25件は電子カルテを導入した１月であり、運用に慣れていないためであったと

考える。２月は９件と減少傾向にあり、日々記録の監査をしているスタッフの協力と、ひとりひ

とりのスタッフの記録に対する意識が向上している結果であると考える。また、入院、転院、転

入患者の苦情はゼロであった。 
 

目標２．看護実践において患者家族へ穏やかな態度で接し、患者満足度調査の結果『看護職員の接遇

に満足』が92％以上、また苦情がゼロとなるよう信頼関係を築く。 

経過・結果：患者満足度調査結果の病棟部門では、『看護職員の接遇に満足』は82.6％であり、目標

値の92％には至らなかったが、昨年度の81.2％と比較し1.4％上昇した。病棟での取り組みとして、

各チームで接遇についての勉強会を開催した他、毎月のスローガンを決め、毎日、ウォーキング

カンファレンス前に読み合わせを行った。具体的には『常に見られているという意識をもち、私

語は慎もう』『スタッフ間であだ名を使わない』等であった。アンケート結果から、各チーム共に、

接遇に対しての意識は向上していた。しかし、病棟への接遇に対する苦情は２件あり、内容はナ

ースステーションでの私語の他、看護師の対応についてであった。今後も接遇に対する苦情はゼ

ロとなるよう、継続して取り組んでいく必要がある。 
 

目標３．受け持ち看護師を中心に、各チーム毎日１人以上の患者カンファレンスを行うことで個々が

成長し、看護にやりがいを感じることができる。 

経過・結果：各チームで毎日１人以上の患者カンファレンスができるよう計画し実践した。実施率

は91％と、ほぼ毎日患者カンファレンスを開催することができた。その結果、他職種との連携の

他、今患者に「何が必要か」を考え看護していくことに繋がっていた。職務満足度調査結果では、

『自己効力感』0.18『承認実感』-0.12であり、目標値には届かなかったが、81％が『良い仕事が

できている』と感じていた。介護連携指導は134件で在宅退院患者の32.3％に算定することができ

目標達成することができた。 
 

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：月平均残業時間は10.9時間であり、目標の５時間以内を達成することはできなかった

が、各チームでノー残業日を決め１年間継続して活動することができた。個々でノー残業日を決

め勤務表に記入、誰もが分かるよう、朝の申し送り時に『今日はノー残業日です』と発表し、ナ

ースステーションのホワイトボードにカエルマークの磁石をつけた。離職者についてはゼロを達

成することができた。２人の新人ナースは１年間で成長し年明けから夜勤に入ることができた。

新人ナースを温かく指導し支えてくれた病棟スタッフに感謝したい。 
 

目標５．在庫管理及び診療材料請求漏れをなくすことができる。 

経過・結果： 平成29年度死蔵品及び診療材料シールの紛失については、年間８枚の紛失があった。

具体的にはエレファワイパー２枚、テルモシリンジ20ml１枚、ＮＳハンドケアグローブＳサイズ

１枚、イルリガートル２枚、バードシルバートレイ２枚であった。平成28年度のシール紛失は緊

急時に使用するバイドブロック、挿管チューブ等であったが、今年度は日常使用している材料の

紛失が多かった。電子カルテが開始となり、それまで使用していた紙運用のコスト用紙がなくな

り、コスト用シールを使用しなくなったことも紛失要因の一つと考える。電子カルテ導入後、シ

ール紛失対策担当者が用度に提出するシールの他、コスト用シールを貼付する台紙を作成し、紛

失を軽減するような取り組みを継続している。 
 

目標６．安心、安全な医療・看護の提供ができる。 

経過・結果：リスクレポートについては、年間161件であり、そのうちレベルⅢaは３件であった。

レベルⅢaの具体的内容は１件目がトイレで転倒し圧迫骨折と診断。２件目は廊下に座っていると

ころを発見し、大腿骨頚部骨折と診断。３件目は透析後の止血バンドの外し忘れであった。 
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リスクレポートは発見者、当事者の二者から提出される習慣が身につき、それぞれの立場から

対策を考えることができた。また、病棟全体で周知が必要なレポートについては、リスク委員が

中心となりカンファレンスを開き対策を考えることができた。その結果、今年度の161件のレポー

ト件数は昨年度の102件と比較し63％増加し、そのうちレベルⅢaは３件と目標値の６件以内を大

きく下回ることができた。  

（文責：松永 光代） 
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⑹  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護協力の下、年間を通じて病床稼働率98％(45～46床)以上を維持できる。 

経過・結果：いつでも転入を受入れられるように事前に次の転入患者を決め、ベッドコントロール

会議で相談し、早期に受入れることができた。病棟スタッフも急な転入に協力的であった為、ス

ムーズに転入を受入れることができた。病床稼働率は98.4％であった。 
 

目標２．患者・家族の思いを尊重し、相手の立場に立った適切な接遇を行うことができる。 

経過・結果：病棟の接遇目標を３か月毎に決め、廊下やナースステーションに掲示し、啓蒙活動を

行った。チーム活動で接遇について実際におきた事例検討を７件実施した。 

具体的な事例検討を行うことで、接遇に対する不用意な発言は減少したが、今後も継続して行

っていく必要がある。患者満足度調査において、接遇に対しての満足が82.6％、看護師の説明が

わかりやすいが81.3％と昨年度より上昇している。 
 

目標３．患者・家族と信頼関係を築き、安全・安心な看護・介護を提供する。 

経過・結果：チーム活動の中で、転棟前の患者の状態を知り、安全に受入れる準備をする為に、転

棟前訪問を行ったが、全転棟患者の20％程度しか訪問できなかった。訪問することで、患者の病

状、ベッドマットの種類、体位交換方法などを実際に知ることができ、安全な受入れに繋げるこ

とが出来た。訪問数が少なかった原因として、ほぼ満床で空床ができてからの受入れの為、療養

病棟が決まってから転入までの期間が短かったことが考えられる。電子カルテが導入され、患者

情報も得られやすくなった為、転棟前訪問のあり方を検討していく必要がある。退院支援では対

象者が少なく、２件だったが、１件は家族が望む施設へ転院、もう１件はターミナルで退院には

至らなかったが他職種と連携し、家族の意向を尊重して短時間の外出をすることができ、今後に

繋げていける結果であった。緩和ケアに対しては勉強会を実施し、疼痛コントロールの必要な患

者や、対応の困難な患者とそれを支える家族に対し、個別性を考えた関わりを行い、信頼関係を

築くことができた。 
 

目標４．チーム目標・スタッフ個々の到達目標が達成できるように支援し、看護の質向上を目指す。 

経過・結果：チーム目標に関しては、Ａチーム93％、Ｂチーム85％達成することができた。 

各チームのバデイ活動では清潔ケアを目標にたて、活動することができた。チームのアンケー

トでは介護職のやりがいにつなげることができたという結果であった。しかし、職務満足度にお

ける自己効力感と承認実感の評価は低かった。今年度介護福祉士の試験合格が２名あり、現在病

棟では４名の介護福祉士が勤務している。次年度の課題として、看護と介護の視点からカンファ

レンスを行うことによって、お互い認め合う関係を築いていきたい。看護師の希望する院内外の

研修は95％参加することができ、ラダーアンケートでは87％が「キャリア発達できた」と回答し

た。 
 

目標５．スタッフが電子カルテ導入を不安なく受入れられるように準備できる。 

経過・結果：研修は全員参加することができ、疑問等もその都度解決できた。今後も引き続き対応

していきたい。 
 

目標６．診療材料の適切な在庫管理ができる。 

経過・結果：シール紛失が３件あった。毎日確認していた為、紛失未遂に留まったものもあった。

シール紛失のないよう注意喚起していたが、紛失してしまった為、今後対策・検討していく。棚

卸し時に定数を減らし、返却を行った為、死蔵品は「０」であった。 

（文責：岩崎 百代） 
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⑺  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１：看護・介護が協力し病床利用率98％以上を目指す。 

経過・結果：病床稼働率は97.5%だった。ターミナルケアを含め他院から転院してくる患者は、急性

期あるいは地域包括ケア病棟へ入院、その後療養病棟へ転棟となるが、転棟が不安なくスムーズ

にできるよう、ご家族と転棟前面談を行ってきた。今年度は、転棟前病棟の受け持ち看護師から

情報を得て患者の状況把握に努め、物品や各種同意書についても慎重に確認し、無くしたことで

のトラブルはなかった。需要が多い療養病棟だけに、今後も電子カルテやベッド調整会議の情報

を基に、待機期間が最小となるよう努力したい。 
 

目標２：患者・家族を尊重し、状況に合わせた関わり方や介入を行う。 

患者満足度調査結果の「看護職員の接遇に満足」を92％以上となることを目標とする。 

経過・結果：各チーム会で認知症看護認定看護師を講師に迎え、認知症看護の勉強会を実践した。

接遇委員会主催の研修に参加し、その内容を踏まえてカンファレンスを行い、接遇力向上に向け

た対策を立案した。患者満足度調査結果「看護職員の接遇に満足」は昨年度より向上したが、86％

だった。 

患者・家族からの看護・介護に対する苦情は、物品管理に関する内容が３件、環境に関する内

容が１件寄せられた。その都度、改善点をカンファレンスし、例えば個人持ちの物品を使用する

際には使用開始日を記入することで、無駄に試用することがないよう対応した。環境に関しては

構造上やむを得ないこともあり、家族に一つ一つ丁寧に説明し理解していただいた。 
 

目標３：電子カルテがスムーズに導入でき、安全を最優先に業務が遂行出来る。 

経過・結果：電子カルテの研修会にはほぼ全員参加できた。１名は体調不良で参加出来なかったが、

シミュレーション研修で修復出来た。その後も病棟全体で、電子カルテについて不明なこと、疑

問点を出し合い、各チームで補い合い改善できたと考える。 
 

目標４：看護にやりがいを感じ、一人一人が看護師として向上・成長できる。 

経過・結果：看護にやりがいを持てるように、目標管理面談を行い興味のある研修に参加を促した。 

また、平成29年度は固定チームナーシングの全国大会及び地方分科会で発表を行った。自分た

ちの看護を発表し、講評では「介護職との連携を大切に看護している」と良い評価を得られ 日々

の看護の励みとなり、意識の向上につながった。 

院外研修においても認知症看護・口腔内ケア・糖尿病看護・ターミナルケアに関する研修に参

加し、個々が看護師としての成長につながるきっかけになった。 
 

目標５：在庫管理を行い診療材料のシール紛失がない。 

経過・結果：在庫管理を行い診療材料カードの紛失がないように啓蒙したが、特別な物品で使用す

る患者が不在となった場合の対応に苦戦した。物品管理は各スタッフに意識付けができ今年度の

紛失はなかったが、来年度も引き続き物品の管理を徹底していきたいと考える。 

（文責：山島 明美） 
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⑻  新３病棟（37床、地域包括ケア病棟） 

目標１．病床利用率94％を目指し病院経営に貢献する。 

経過・結果：緊急入院転入・休日転入・夜間入院・転入等スタッフの協力もあり積極的に対応でき

たが、病床稼働率は78.9％で、昨年度より6％低下した。整形外科の地域連携パス入院が６件減少

したことがその要因と考えられる。平成29年度の在宅復帰率は、86.9％を維持することができた。

応援体制に対しては、要請があれば対応することができた。看護必要度の評価とコスト請求との

誤差は、月平均6.3件であった。チーム活動として、特殊薬剤使用の患者カルテにシグナルを挟む

等、記録漏れ防止を行った。物品係を中心に、死蔵品にならないようシール返却を行った。シー

ル紛失はなく、期限切れは５件であった。病棟の特性上、救急カート内の物品の使用が少ない為、

日切れになる前に使用率の高い部署へ提供し、期限切れにならないようにする必要がある。 
 

目標２．患者・家族を尊重し、状況にあった介入をする。 

経過・結果：患者・家族の生活に即した退院支援を目指し、詳細な生活様式の情報収集を行うため、

入退院連携シートの改善をした。生活様式に基づきリハビリ科との目標共有、療養環境整備を行

った。患者・家族・ケアマネへの追跡調査結果から退院支援を評価・強化した。今年度は、退院

した患者宅への訪問看護に同行できた。接遇調査から、スタッフの笑顔・挨拶・態度は90～100％

と意識の高さが見えたが、患者からの苦情が３件あった。これは状況に応じた対応ができていな

いことが原因と考えられる。投書は０件、患者満足度調査の結果 「看護師の説明のわかりやすさ」

は81.8％の方が満足と回答された。 
 

目標３．電子カルテの導入へ向けて業務の見直し・効率化を図る。 

経過・結果：業務改善として、清潔ケア週間表の作成、内服管理スケジュール表を作成し、業務の

偏りをなくす取り組みを行った。電子カルテ準備委員を中心に、研修希望の調整を行った。スタ

ッフ１人１人の協力を得ることができ、研修参加率100％が達成できた。 
 

目標４．看護・介護にやりがいを感じ、個々の目標管理を実践する。 

経過・結果：新人個々の成長に合わせ、日々の受け持ち人数の調整や、休日勤務、夜勤調整を行っ

た。中央での日々の振り返りを引き継ぎ、病棟では新人が日々の振り返りを記入し、その内容に

基づき、指導者はアドバイス等行った。月に１回新人反省会を行い、指導計画を修正したが、新

人の個々に合わせた具体的な指導方法を、確立することができなかった。「看護に対するやりがい

感」に関しては、職務満足度調査結果より、看護師のワークエンゲージメントが、昨年平均52.7％、

今年度平均51.7％、介護職の昨年平均79％、今年度71.1％。看護師の自己効力感が、昨年平均43.8％

今年度平均36.4％、介護職の昨年平均43.5％、今年度平均50.1％であった。看護に対してモチベー

ションを維持すること、自身の仕事に自信がもてるような関わりが必要である。目標管理面接は、

２回実施した。目標達成度については、平均60％以上で、個々の役割実践は出来たと考える。 

（文責：後藤 ひさみ） 
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⑼  人工透析センター 

目標１．他職種・他部門と連携・協働し患者の状態に合わせた看護を提供する。 

経過・結果：防災は地震発生時の患者自身の身を守る訓練とスタッフの離脱訓練を実施できた。今

後も定期実施していく。フットケアは受持ち看護師がケア介入患者情報をカンファレンスで伝達

し、定期的に足浴、爪切、皮膚ケアを実践できた。各種マニュアル改訂について新透析監視装置

プライミング以外は改訂できた。また、新透析監視装置についても自動プライミングがようやく

実施となり現在作成中である。導入時血管留置カテーテルパスも作成でき今後活用評価を行う予

定である。透析勉強会は予定通り３回実施できたが、透析関連病棟は６病棟におよび参加出来な

かった部署もあり勉強会の実施方法について課題が残った。入院中必要な透析看護の知識であり、

次年度も継続実施予定である。シャントマップツールが出来上がり局所麻酔剤貼付に活用したが、

病棟からは解りにくいとの意見から従来通りマーキングに変更した。しかし、時折貼付部位のず

れがあり、今後は現場での指導など検討していく。 
 

目標２．患者・家族を尊重し、思いに寄り添い信頼関係を築くことができる。 

経過・結果：平成28年度接遇アンケート結果で強化する項目について業務開始前の意識付けを行

った。患者・家族からの接遇に関するリスクはなく日常の関わりから良好な信頼関係が築けて

いると感じる。日々カンファレンスでは、受持ち患者の症状や不安について問題提起、情報共

有し患者理解を深められている。スタッフ面接でも全員が受け持ち患者・家族の思いを傾聴で

きたと答えており、患者・家族からの苦情もなく、目標は達成できた。今年度は臨床工学技士

が増員となり信頼関係構築のために今後も活動は継続していく。 
 

目標３．専門分野として知識技術の向上を図ることができる。 

経過・結果：７月までは透析の臨床工学技士不在であったが、８月以降３名就職し５名体制とな

った。定期採血を１回/３か月から毎月実施とし、患者の状態に適した透析量を提供できている。

また、スタッフ面接で個人研修や院外研修参加により知識を深められたとの意見から、目標を

達成することができたと考える。11月に新透析監視装置が11台入れ替えとなり、最新の血液浄

化療法(Ｉ－ＨＤＦ)が開始された。技士増員により様々な見解から得るものは多く、今後は定

期学習会を計画し知識・技術を習得していく。 
 

目標４．電子カルテ導入プログラムに積極的に参加できる。 

経過・結果：透析は透析システムが導入中のため、そのシステムと電子カルテの連動が主な課題

である。フットケアカルテや看護計画は、透析システムで入力管理が可能と判り活用開始した。

電子カルテ導入後、汎用に関する問題は度々発生しているがシステムや医事経営課と連携しそ

の都度問題解決を行っている。 

（文責：手塚 紀代美） 
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⑽  手術室 

目標１．患者・家族を尊重し、手術室における個別性を考えた看護を提供する。 

経過・結果：各外来の協力もあり、外来手術患者への手術室看護師による術前訪問を導入すること

ができた。今まで手術部位や大きさなどカルテ上でしか得ることができなかった情報も、術前訪

問で患者と直接会うことで実際に確認することができた。また、患者にあった器械や物品を準備

することにも活かせた。術前訪問では、手術の流れを説明するだけでなく、写真で手術室内の様

子を見ていただいたり、希望者には実際に見学をしていただき、視覚的にイメージしやすい工夫

も行った。術前訪問で顔を合わせることにより、患者・看護師共に手術当日の安心感にもつなが

ったと思われる。術前訪問の効果が実感でき、今後も継続していきたい。 

外科手術の全身麻酔患者に対しても、外来に周知され術前訪問の流れができた。外来・病棟と

連携し、術前パンフレットも完成し導入することができた。パンフレットを用いて、術前の自宅

での生活上の注意点や呼吸訓練の必要性・方法を説明できた。手術決定後の術前訪問するタイミ

ングや患者への働きかけ方法など今後の課題はあるが、引き続きパンフレットを用いた術前訪問

を継続的に実施していきたい。 

カンファレンスは、患者主体のカンファレンスと業務上のカンファレンスを区別した。そうす

ることで、ひとつの症例に対して工夫した点や担当看護師が悩んだ点をスタッフで共有し、振り

返りができた。手術に携われなかったスタッフも様子を知る機会となり、次の症例でカンファレ

ンス内容を活かし、統一した看護または個別性のある看護を提供することができた。また、司会・

書記を全員が交代で実施し、スタッフにカンファレンス開催の意識付けもできた。 
 

目標２．基本的業務を再確認し、個々の役割・責任を果たす。 

経過・結果：既存の手術室マニュアルは内容が古く、あまり活用されていなかった。今年度は新し

いスタッフを迎え、手術室マニュアルの必要性を感じ、手術室マニュアルの見直し・修正を行っ

た。マニュアルの見直しを通し、目的や定義・手技や手順を再確認することができた。修正した

内容に差し替え、完成した項目もあるが、平成30年１月からの電子カルテ導入に伴い、システム

上の内容など新たに修正・追加を必要とする項目がある。そのため、完成には至らなかったが今

後も活動を継続し、マニュアルを完成させていきたい。 

シミュレーション学習は、当初の計画と内容を変更し、整形外科手術で頻度の高い手術の上肢

固定について、実際に手術で使用する器具を用いて患者体験をし、シミュレーション学習を行っ

た。シミュレーション学習を通して、手順だけでなく細部の注意点の確認ができた。また、特殊

体位の手術の際に、手術当日のスタッフ同士で動きを確認でき、実際の手術時の動きがスムーズ

にできた。整形外科と眼科手術で頻度の多い手術の手順を動画にし、振り返りや新しいスタッフ

の学習用に使用した。実際の手順や手術の流れを学ぶことができ有効活用できた。外科の勉強会

は外科医師に依頼し、後日開催予定となっており、今後も学習を継続していく。 

電子カルテの導入に伴い、操作研修にはスタッフ全員が参加し、開始に向けて準備ができた。

その他の院外研修も各自計画を立て受講し自己研鑽に務めた。  

（文責：小林 千也子） 
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⑾  訪問看護ステーション 

目標１．多職種との連携を深め、院内における訪問看護利用者を増加させる。 

経過・結果：訪問看護の認知度について４病棟にアンケート調査を実施した。その結果、訪問看護

の導入の流れ、サービス内容、時間、料金、訪問頻度、使用する物品の違い等、病棟スタッフが

知りたいことを把握することができた。アンケート結果を基に、訪問看護について勉強会を実施

する予定だったが、資料の完成が11月となり、電子カルテの勉強会とスケジュールが重なってし

まい、勉強会を実施できたのは西２病棟だけだった。また、病棟看護師の８割が訪問看護を利用

している患者が入院した際、訪問看護からの看護要約が必要であると回答した。そこで、電子カ

ルテ内の看護要約を使用し、入院後３日以内に作成することとした。勉強会は次年度に実施して

いく。外来看護師との連携は、昨年度作成した「外来・訪問看護連携用紙」の使用を継続し、患

者の情報交換を行っている。また、定期的に外科外来化学療法カンファレンスに参加している。

ケモ患者の情報を共有することができ、新規依頼(３件)に繋げることができた。定期的に居宅事

業所に通い、ケアマネジャーとの良好な関係は維持できている。必要に応じ、介護・福祉のスタ

ッフと情報交換し、患者ケアに活かしている。病棟からの新規依頼の件数は今年度24件、昨年度

15件であり、目標を達成することができた。チーム活動の評点も『大体できた』を得た。 
 

目標２．受け持ち看護師が中心となり、倫理観をもって患者の療養生活に適した看護ケアを実践する。 

経過・結果：訪問看護の質やスタッフ個々の倫理観を高める為、事例検討を実施した。本部とサテ

ライト富士ではステーションの場所が離れており、合同でカンファレンスを実施するのは難しい。

そこで、ＰＣを利用して４件の倫理事例(本部３例、サテライト１例)を検討した。これまで、本

部とサテライト富士で情報交換することは殆どなかったが、同じ症例について他所から意見を得

ることで、違う視点で意見交換ができ、患者についてより深い検討になった。また、倫理事例の

検討をする中で、倫理綱領の読み合わせができた。スタッフに対する最終アンケートでは、スタ

ッフ全員が「倫理観を高めることができた」「他所と事例検討を行うことは有意義だ」と回答して

いる。利用者宅に一人で訪問し、ケアを実施する訪問看護師は常に倫理観を持って支援していく

必要がある。しかし、実施したケアや訪問時の判断が正しかったかどうか迷うこともある。倫理

事例や困難事例のカンファレンスを継続し、課題を発見し改善しながら、個々の患者の療養生活

に適した看護ケアを実践していく。 

（文責：吉野 深雪） 
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⑿  健康診断センター 

目標１．特定保健指導実施件数を維持し、質の向上を図り、効果的な特定保健指導を実施する。 

経過・結果：特定保健指導初回面談実施件数は492件(昨年度481件)で、目標件数を達成した。また、

ドック同日実施による実施件数は積極的支援37.5％(昨年度38.1％)、動機づけ支援78.7％(昨年度

67.1％)であり、特に動機づけ支援の実施率が上昇した。保健師の配置人数が増加したことや、特

定保健指導該当者へのアプローチを積極的に行ったことが件数の増加に繋がったと考えられる。 

体重が３㎏以上減少、または腹囲３㎝以上減少、または血液検査でHbA1ｃの改善が見られた人

が32.3％であり、目標をわずかに下回ったが、ほぼ全国平均並の改善率であった。月に一度の保

健師、管理栄養士合同でのカンファレンスを実施し、事例検討を行うなど、保健指導の質の向上

に取り組んだ。 

来年度は第３期特定健診・特定保健指導が始まり、さらに実施件数の増加を求められることが

予想される。質の向上に努めながら、件数の増加を図っていけるように取り組んでいきたい。 
 

目標２．がんの早期発見、生活習慣病予防のための適切な支援を実施する。 

経過・結果：大腸がん健診精密検査受診率は集団健診25.4％(前年度19.9％)、ドック67.6％(前年度

59.6％)であり、いずれも前年度を上回り目標値も達成した。大腸がん検診以外のがん検診につい

ては、リスクの高い人への受診勧奨を放射線技師、臨床検査技師と協力して実施した。受診勧奨

を継続して行っていることで、受診率の向上につながっていると考えられるが、国の目標とする

受診率にはまだまだ達しておらず、今後もより効果的な受診勧奨を行っていく必要がある。 

生活習慣病予防については、集団健診受診者へのアプローチが不十分であり、以前より課題と

なっていた。今年度は集団健診受診者で①血圧180/110以上、②HbA1ｃ８％以上、③eGFR40未満

または尿タンパク２＋以上でいずれも未治療の人をファイルメーカーでリストアップする仕組み

を作り、事業所の担当者を通して受診勧奨を行うようにした。要治療レベルが何年も続いていて

も放置している人もおり、フォローが必要な人が数多くいることがわかった。まだ十分にフォロ

ーができていないが、当院の糖尿病外来へつなげられた事例もある。来年度以降本格的にチーム

活動で実施していきたい。 
 

目標３．多職種で連携・協同し、接遇の向上、業務改善を行い、受診者満足度の高い健診を提供する。 

経過・結果：健診センターに設置したご意見箱には17件の投書があり、接遇に関するものが10件、

設備等に関するものが12件(内容重複あり)だった。接遇に関するものは、好意的なもの(親切な対

応だった、どのスタッフも対応が良かったなど)が８件、提案が２件で、明らかな苦情はなかった。 

ドック受診者を対象とした満足度調査の結果については、看護師の対応に関する項目について

「満足」「やや満足」が99％以上だった。どのスタッフも接遇マナーが身についており、高評価に

つながったと考える。また、満足度調査の結果を多職種で担当を出して、話し合いの場をもつこ

とができ、そこから改善につなげる提案もできた。 

満足度調査の結果で、ロビーで受診者と話をする際に、個人情報が他者に聞こえてしまうこと

についての意見があった。個人情報の保護については今後さらに意識的に取り組んで行く必要が

あると考える。 
 

目標４．電子カルテの導入に伴い、健診センターに関係する業務が支障なく実施できる。 

経過・結果：電子カルテでの二次検査の予約、外来への伝達方法などの体制を整えていくことがで

き、スムーズに業務が行えるようになった。 

（文責：大川 香） 
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２  看護部教育院外研修 

主催 開催月日 内 容（目的） 
参加 

人数 

静岡県看護協会 ５/17 周手術期の看護－手術を受ける患者・家族のＱＯＬを高める ３名 

静岡県看護協会 ５/24 一般病棟におけるがん化学療法 ３名 

静岡県看護協会 ５/30､11/28 看護師クリニカルラダー－自施設のクリニカルラダーを考える １名 

静岡県看護協会 ６/５ 新入会研修 ２名 

静岡県看護協会 ６/14 新入会研修 ３名 

静岡県看護協会 ６/14 トピックス  お坊さんに学ぶ長生きの練習 ２名 

静岡県看護協会 ６/14 看護研究の第一歩～研究テーマの絞り込み～中部 ３名 

日本看護協会インターネット配信研修 ６/15～16 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 ３名 

静岡県看護協会 ６/17 労働環境に関する研修会「マネジメントで活かすベテランの力」 ２名 

日本臨床看護マネジメント学会 ６/18 重症度、医療・看護必要度評価者  院内指導者研修 ３名 

静岡県看護協会 ６/26 知っておきたい認知症ケアの基本 ４名 

地域包括ケア病棟協会 ６/27 第３回地域包括ケア病棟研究大会 ２名 

静岡県看護協会 ７/３ 新入会研修 ３名 

静岡県看護協会 ７/４ リーダー研修－コミュニケーション－ ３名 

静岡県看護協会 ７/７ 保健師職能研修会－糖尿病性腎症の重症化予防について １名 

静岡県看護協会 ７/８ 看護研究の第一歩～研究テーマの絞り込み～東部 ２名 

静岡県看護協会 ７/14､８/１､ 

８/２～９/27 

内１日､ 

10/26 

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」 

２名 

静岡県看護協会 ７/15 静岡県看護教員継続研修 

「看護学生が看護場面で抱く倫理的な気がかりから看護を考える」 

５名 

全国自治体病院協議会 ７/20～21 看護師研修会 １名 

静岡県看護協会 ７/21 新入会研修 ２名 

静岡県看護協会 ７/26､８/10､ 

９/16 

看護研究の基礎(静岡) １名 

日本訪問看護財団 ７/26～12/25 訪問看護ｅ－ラーニング １名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 ７/29､８/12､ 

８/26 

精神科訪問看護研修 ２名 

静岡県看護協会 ８/１～10/31 ｅ－ラーニングで学ぶ医療関連感染予防対策 １名 

日本看護協会インターネット配信研修 ８/３～４ 災害支援ナースの基礎知識～災害看護の第一歩～ ３名 

医療・病院管理研究協会 ８/８ 看護管理研修  看護ミドルマネジャーコース １名 

静岡県看護協会 ８/９～10､ 

９/14 

看護研究の基礎(三島) ２名 

静岡県看護協会 ８/15､８/21 看護理論の実践への適用－ヘンダーソンの理論を用いて ２名 

全国自治体病院協議会 ８/23～25 看護管理研修 ２名 

静岡県看護協会 ８/25～26 感染管理～感染予防リンクナース研修～ １名 

精神科看護協会 ８/25～26 認知症の理解とケア ２名 

静岡県看護協会 ８/28 リーダー研修－中堅看護師としてのリーダーシップ－ ２名 

静岡県看護協会 ８/31 その人らしさを尊重した看取りの支援を行うために施設ナースにできる

こと 

３名 

静岡県看護協会 ８/31 災害支援ナース登録者研修 ９名 

静岡県看護協会 ９/７～８､ 

９/18 

静岡県看護職員認知症対応力向上研修－認知症ケア体勢構築推進者研修 ２名 

静岡県看護協会 ９/12､12/９ 人材育成を担うリーダーの育成強化 ２名 

全国自治体病院協議会 ９/28～29 臨地実習研修会 １名 

山梨県看護協会 10/２～12/22 認定看護管理者教育課程  ファーストレベル １名 

静岡県自治体病院協議会 10/３ 第１回看護部長部会研修会  どう進める医療従事者の働き方改革 ５名 

静岡県看護協会 10/７ 看護補助者活用推進のための看護管理者研修 ３名 

静岡県てんかん地域診療連携体制整備事業 10/７ てんかんに関する医師・看護師等研修会 ５名 

静岡県看護協会 10/11､２/10 医療安全管理者養成研修 １名 

静岡県看護協会 10/12 事例で学ぶフィジカルアセスメント ５名 

静岡てんかん・神経医療センター 10/19～20 てんかん看護セミナー ３名 

静岡県看護協会 10/21 ナラティブ・アプローチ－看護を語る風土を作る  公開シンポジウム １名 

静岡県看護協会 10/21～22､ 

11/25､12/16､ 

１/27 

ナラティブ・アプローチ－看護を語る風土を作る ２名 

クリニカルラダー交流会 10/22 「看護師のクリニカルラダー」に基づく学習内容を活用した施設内教育に

関する交流会 

１名 

日本看護協会インターネット配信研修 10/25～26 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 ４名 

静岡県看護協会富士地区支部 11/２､11/18 災害看護地区研修 ３名 

日本臨床看護マネジメント学会 11/５ 診療・介護報酬同時改定を見据えた看護必要度ステップアップ研修 ２名 

静岡県看護協会 11/７ 災害看護一般研修Ⅰ ２名 
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静岡県看護管理者会 11/８～10 中間管理者研修会 ２名 

静岡県看護協会 11/９～10 看護倫理の考え方－みんなで考える倫理問題 １名 

静岡県看護協会 11/11 労働環境に関する研修会「ハラスメント対応について学ぶ」 １名 

全国自治体病院協議会 11/12 重症度、医療・看護必要度評価者養成研修会 １名 

日本看護協会インターネット配信研修 11/15～16 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 １名 

静岡県自治体病院協議会 11/29 第２回看護部長部会研修会  看護師という生き方 ２名 

静岡県看護協会 12/５､12/16､ 

12/18､12/21､ 

１/12 

新人看護職員研修指導者研修  教育担当者研修 １名 

静岡県看護協会 12/５､12/16､ 

12/18､12/21､ 

１/12 

新人看護職員研修指導者研修  実地指導者研修 ３名 

静岡県看護協会 12/６ 糖尿病重症化予防のための食事指導 ４名 

静岡県看護協会 12/９ 看護師職能委員会Ⅰ  元気になろう看護師長 ２名 

静岡県看護協会 １/18 脳卒中リハビリテーション看護－回復期・生活期を変える急性期ケア ２名 

東レ・メディカル株式会社 １/22～26 透析関連装置保守管理研修会 １名 

静岡県看護協会 １/28～30 災害支援ナース育成研修 １名 

静岡県看護協会 ２/７ 看護管理者のための「人事・労務管理研修」 ５名 

静岡県看護協会 ２/16 セカンドレベルフォローアップ研修 １名 

静岡県看護協会 ２/21 小論文・レポートの書き方講座 ２名  
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３  院内看護研究会（平成30年２月16日発表会） 
⑴  弾性ストッキングにおける皮膚障害と看護師のスキル不足との関連 

～アンケート調査による看護師の現状把握と改善～ 

東３病棟  ○鳥居 みゆき、大橋 茉里子 

 

⑵  外来手術患者への手術室看護師による術前訪問の効果 

～不安の軽減に努めて～ 

手術室  ○安藤 公子、久保田 恵 

 

⑶  レスパイト入院に対する病棟看護師の認識の実態 

～アンケート調査により病棟看護師の思いを知る～ 

西２病棟  ○溝尻 結美、西川 純子、桑原 和美 

 

⑷  ケア・ミックス型病院の看護師における自己効力感と職業性ストレスの実態 

～アンケート調査を通して～ 

東２病棟  ○岩崎 成未、小川 英美、望月 双葉、久保 美咲 

 

⑸  大腿骨骨折患者における術後せん妄を予防・軽減するための取り組み 

東３病棟  ○西山 寿久、磨井 夏美、佐藤 由佳 
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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、 

 環境クロスの導入 

 マニュアルの作成・改訂 

≪作成≫ 

多剤耐性緑膿菌(MDRP)、ESBL産生菌、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、メタロβラ

クタマーゼ産生菌、使用済み器材の処理と回収/中央材料室における器材の処理(洗

浄・消毒・滅菌)、尿路カテーテル感染対策、血管内カテーテル感染対策、人工呼吸器

関連肺炎感染対策（2017年４月） 

環境対策・リネンの適切な取扱い、手術部位感染対策、針刺し・切創、血液暴露防止

対策、HIV感染予防のための予防内服（2017年５月） 

外来、内視鏡室、透析室、中央滅菌材料室、臨床検査室、放射線部門、リハビリテー

ション部門（2017年６月） 

培養検体採取容器と注意事項、血液培養検体の採取法（2017年７月） 

指定抗菌薬（2018年１月） 

≪改訂≫ 

共立蒲原総合病院 院内感染対策のための指針、標準予防策の概論・項目、手指衛生、

その他の項目、標準予防策(防護用具の使用)、感染経路別予防策、メチシリン耐性黄

色ブドウ球菌(MRSA)（2017年４月） 

感染管理組織、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)（2017年５月） 

 診療報酬の加算に伴い、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・改善を実施。２の連携カンファレンスについては、第３回目以降

は、新富士病院から聖隷富士病院へ変更となった。 

 地域の啓蒙活動：11/11(土)健康フェスタ(蒲原生涯学習交流館)で、咳エチケットキャ

ンペーンとしてのマスク300組配布した。 

 インフルエンザ予防対策：ワクチンの推進の一貫としての外来・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を

行い、また認定委員会の看護相談活動の一環とし、11月に玄関フロアーで咳エチケッ

トキャペーンとしてのマスク100組配布した。 

 全職員対象の研修会を２回開催した。 

前期：ビオフェルミン製薬による「夏の食中毒について」 

６月21日(水)・29日(木)、７月４日(火) 

後期：佐藤による「ノロウイルス・インフルエンザによる感染対策～ケアに焦点を当

て～」 

１月12日(金)・18日(火)は講義 

１月22日(月)・24日(水)・26日(金）・29日(月)・30日(火)は講義の撮影動画 

イ  感染対策チーム（ＩＣＴ） 

上記「ア  院内感染対策委員会（ＩＣＣ）」の活動の他に、 

 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、富士市立中央病院の評価は１月31日に終了し、２月21

日に富士宮市立病院からの評価を受けた。 

「Ⅰ-２」（１・２回目：新富士病院、３・４回目：聖隷富士病院）に関しては、テー
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マを決め、５月９日（感染予防対策に基本：基本のキ「手指衛生」の勉強会）・８月８

日（業者による個人防護具「手袋編」のプレゼンと検討会）・11月22日（聖隷富士病院

のラウンド)・２月28日（自施設のインフルエンザ状況）の４回開催した。 

ウ  看護部環境感染対策委員会 

昨年度の反省を生かし、ＷＨＯ推奨の「手指衛生の５つのタイミング」を理解し、手指衛

生の遵守率を「ものさし」とし、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事を目的に、「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。」また、ＷＨ

Ｏ推奨の「手指衛生の５つのタイミング」を理解し、手指衛生の遵守率を上げる」の目標に

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）のCA-UTIサーベイランスを実施した。 
 

③  感染防止技術・感染防止教育 
 № 日 時間 依頼元・対象 研修内容 

看
護
部
教
育
委
員
会 

１ ５月16日 14:00～15:55 新人看護教育 安全に注射を実施するために～感染管理の視点から～ 

２ ６月12日 13:00～14:15 新人看護職員 洗浄・消毒・滅菌の洗濯 

３ 10月17日 15:30～16:30 ラダーⅠ 経路別予防策 

４ 11月６日 15:30～16:30 ラダーⅡ 予防接種 

５ ４月３日 ９:00～10:30 プレシャスナース  

６ ６月１日 ８:15～９:15 プレシャスナース  

７ ９月１日 ８:15～９:15 プレシャスナース  

８ 10月２日 13:00～14:00 プレシャスナース  

９ 10月３日 13:00～14:00 プレシャスナース  

10 ２月１日 13:00～14:00 プレシャスナース  

11 ２月５日 ９:00～10:00 プレシャスナース  

院
内
研
修 

12 ４月４日 10:30～12:00 事務部 新採用職員研修会 

13 ７月28日 15:00～16:00 看護部 高校生一日体験ナース 

14 11月29日 10:30～11:00 認定委員会 インフルエンザについて 

15 11月30日 13:00～14:00 看護部 中学生職場体験研修会 

16 １月12日 16:00～16:45 病院 後期感染研修会 

17 １月18日 16:00～16:45 病院 後期感染研修会 

院
外
研
修 

18 ７月20日 13:00～14:30 静岡県看護協会富士地区支部 手洗い体験（介護老人保健施設 芙蓉の丘） 

19 11月15日 17:45～18:45 静清リハビリテーション病院 インフルエンザ・ノロウイルスの感染対策 

20 12月10日 13:00～16:30 静岡県病院協会 平成29年度  第２回感染対策セミナー「相談コーナー」 

21 ２月６日 16:30～17:30 芙蓉の丘 介護ラダー  インフルエンザ・ノロウイルスについて 

22 ２月８日 16:30～17:30 芙蓉の丘 介護ラダー  インフルエンザ・ノロウイルスについて 

23 ２月20日 16:30～17:30 芙蓉の丘 介護ラダー  インフルエンザ・ノロウイルスについて 
 

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 
 

⑥  認定看護師会 毎月１回開催 
 

⑦  自己研鑽 

ア  静岡県中部感染対策ネットワーク：５月12日、６月２日、７月７日、８月４日、９月１日、

10月６日、11月10日、12月１日、２月２日、３月２日 

イ  北里大学感染制御研修会：７月８日、９月２日、11月４日～５日、12月２日、12月６日 

ウ  静岡県感染対策セミナー：10月15日、12月10日 

エ  平成29年結核コホート検討会：11月16日 

（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 

クリニカルラダーⅢ（救急看護）             ６月14日、７月11日 

新人看護職員研修（フィジカルアセスメント）    ７月４日 

新人看護職員研修（急変時の看護）        ８月９日 

クリニカルラダーⅠ（フィジカルアセスメント）  11月１日 

クリニカルラダーⅡ（救急看護）        ２月13日 

イ  看護外来 

熱中症について  ６月28日 

 

②  救急看護に関する自己研鑽 

第８回静岡中部地区救急・集中治療研究会  静岡  ７月14日 

第９回静岡中部地区救急・集中治療研究会  静岡  ２月９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22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 アバスチン®アブラキサン療法® 東３病棟 ４月４日 

イ ＸＥＬＯＸ療法 東３病棟 ４月17日 

ウ ＴＳ１＋カルボプラチン療法 東２病棟 ４月24日 

エ タキソール®療法 東３病棟 ５月９日 

オ カルボプラチン®＋イリノテカン®療法 内科外来 ５月11日 

カ ＡＣ療法 東３病棟 ５月15日 

キ ＣＤＤＰ＋ＧＥＭ療法 東２病棟 ６月５日 

ク レミケード療法 東２病棟 ６月５日 

ケ 新人看護師ラダー研修（薬剤曝露） ラダー研修 ９月７日 

コ ＸＥＬＯＸ療法 東３病棟 11月６日 

サ ジェムザール療法 西３病棟 ２月６日 

シ ＦＯＬＦＯＸ＋ＢＶ療法 東３病棟 ２月15日 

ス アブラキサン療法 東３病棟 ３月12日 

 

②  院外研修講師 

『がん化学療法中の観察ポイントと患者ケア』  聖隷沼津病院  ８月30日 

 

③  学会発表 

第55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『小規模施設で質の高い化学療法看護を維持するための取り組み』 

 

④  がん化学療法看護に関する自己研鑽 

第２回静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程フォローアップ研修 

静岡がんセンター  ３月17日 

 

⑤  外来化学療法委員会活動 

ア  化学療法多職種カンファレンス（看護師、緩和ケア認定看護師、薬剤師、理学療法士） 

６月22日、９月８日、11月17日、１月12日、３月９日 

イ  電子カルテ委員会  化学療法ワーキンググループ  ３回  ８月 

ウ  外来化学療法委員会  ９月７日 

 

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』  当院１階待合ホール  ７月26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： 2,144件 

褥瘡に関する診療計画書作成患者件数：921件 

褥瘡に関する診療計画書を実施・評価した患者件数：921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・静止型） 

カ 褥瘡予防に関する用品の購入選定と決定（ポジショニングピロー） 

ミントＣ：５個  ミントＥ：５個  ミントＦ：４個  ミントＢ：４個 

キ  診療材料の検討  ココロール導入（６月） 

ク 皮膚科医師に同行し褥瘡・熱傷・下肢潰瘍ケアの実施 

ケ 「排尿自立指導料」排泄ケアチーム立ち上げ準備 

コ 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 5.14％ 0.35％ 

地域包括ケア病棟 7.89％ 0.51％ 

療養病棟 6.14％ 0.45％ 

全  体 6.17％ 0.42％ 

 

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６日  「創傷・褥瘡ケア」 

ラダーⅢ       ７月12日 「褥瘡予防と褥瘡評価」 

ラダーⅣ       ２月20日 「褥瘡ケアを後輩へ広めよう」 

プレシャスナース  ２月５日 「褥瘡と褥瘡予防」 

イ ラダー研修以外の院内・院外講師 

第53回静岡ストーマリハビリテーション講習会 ６月24日 

「術直後のストーマケア」講師 

「ストーマケア実習」 インストラクター 

院内ストーマ研修 ６月26日、７月３日  講師 

介護老人保健施設 芙蓉の丘 12月21日「適切なおむつ使用方法」講師 

診療報酬改定に伴い「スキン-テア」勉強会開催  ３月28日 

 

③  皮膚・排泄ケア認定看護師に関する自己研鑽 

ア 第33回日本静脈経腸栄養学会学術集会  横浜  ２月22日～23日 

イ 第14回日本褥瘡学会中部地方学会学術集会  静岡  ３月４日～５日 

ウ ダンサックシンプルケアセミナー  静岡  ３月24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17日 

 

④  褥瘡ケア・NST委員会活動 

ア  褥瘡対策マニュアルの見直し変更 
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イ  褥瘡対策に関する診療計画書の周知徹底 

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  ココロ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 

褥瘡・ポジショニング回診（１回/毎月） 

 

⑥ 認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来「スキンケアについて」  10月23日 

（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、 

 透析療法にならないための予防活動をする。 

 透析をせざるを得なくなった患者様が、生活の中に透析療法を取り入れられるよう支援す

る。 

 患者様に安全・安楽な透析を提供する。 

 地域住民に健康生活について語る。 

 

①  認定看護師会（毎月１回開催） 

 

②  看護外来 

『糖尿病の合併症』  ５月 

 

③  看護学校講師 

腎不全・透析看護  ５月18日・25日、６月１日  ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 

 

④  院内看護師透析看護研修会 

ア  『透析療法の基礎・看護』  10月10日 

イ  『透析療法の看護Ⅱ』  10月17日 

ウ  『透析療法の看護Ⅱ』  12月24日 

 

⑤  共立蒲原総合病院フェスタ 

『爪ケア』  11月12日 

 

⑥  透析看護における自己研鑽 

第52回日本成人病（生活習慣病）学会学術集会 

 

⑦  コンサルテーション 

（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 

ア  「廃用症候群・関節可動域訓練・体位ドレナージ」  新人研修  ６月12日 

イ  「離床に繫がる効果的な体位」  西３病棟  ６月30日 

ウ  「リハビリテーション看護」 ラダーⅢ  10月４日 

エ  「呼吸介助手技と排痰援助法」  西３病棟  10月20日 

 

②  院外研修講師 

「意識レベル・神経所見の観察の仕方」  富士いきいき病院  ６月19日 

 

③  学会参加 

ア  「日本脳神経看護研究学会」  愛知県産業労働センター  10月13日 

イ  「stroke2018」  福岡国際会議場  ３月15日～18日 

 

④  脳卒中リハビリテーション看護に関する自己研鑽 

ア  「静岡県脳卒中リハビリテーション看護認定看護師会フォローアップ研修」   

静岡県看護協会  10月14日 

イ  「日本離床研究会セミナー」計７回受講  日本離床研究会認定離床アドバイザー資格取得 

 

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「脳卒中発症予防」  １月12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 高校生一日ナース体験 ７月28日 認知症看護について 

ウ 新人研修       ８月９日 老年期の理解 

エ 院内看護師対象研修  11月９日 せん妄について  

オ 中学生職場体験    12月１日  認知症看護について 

 

②  院外研修講師 

静清リハビリテーション病院  10月11日  「認知症看護・介護について」 

 

③  認知症看護に関する自己研鑽 

ア  静岡県東部地区認知症看護認定看護師会  １回/月（５月開始） 

イ 日本老年看護学会  ６月14日～16日 

ウ 認知症看護認定看護師会  ７月８日 

エ 富士市主催 平成29年度キャラバンメイト連絡会及びスキルアップ研修  ７月15日 

オ 東海地区認知症看護認定看護師会  ８月26日 

カ 公益社団法人静岡県看護協会主催 

平成29年度静岡県看護職員認知症対応力向上研修  ９月７日～８日・11日 

キ エンド・オブ・ライフケア学会  ９月16日～17日 

ク 日本看護協会出版会主催 

施設全体でとりくむ認知症看護：認知症ケア加算の効果的な運用とシステム作り 

10月28日～29日 

 

④  認知症・せん妄ケア委員会 

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  認知症サポーター養成講座  ２月６日・19日 

ビデオ研修会  ３月１日・14日・30日 

ウ 院内デイケア  １回/月（７月開始） 

 

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  ８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  院内研修 

誰でもできる緩和ケア  西３病棟  ９月28日 

 

②  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア  第22回  日本緩和医療学会学術会  パシフィコ横浜  ６月23日～24日 

イ  第１回  日本エンドオブライフケア学会  東京  ９月16日～17日 

ウ  第18回  ＨＯＬＯＳ国際看護セミナー  東京  12月10日 

エ 第32回 日本がん看護学会学術会  幕張メッセ  ２月３日～４日 

オ 認定看護師フォローアップ研修  静岡県立静岡がんセンター  ３月17日 

 

③  コンサルテーション 

 

④  認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来：テーマ「緩和ケアについて」  ５月19日 

 (文責：鈴木 千惠) 
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