
 

 

Ⅴ  看護部 
【看護部総括】 

平成30年度は、看護の質向上・患者サービスの充実を目的として、前年度導入の電子カルテシ

ステムを有効活用しながら、顧客の視点と内部プロセスの視点で看護業務の見直しと改善に取り

組んだ。当院は急性期から在宅まで切れ目の無い医療・看護・介護を提供しており、各部署で診

療科の特殊性、患者の重症度、ケア度が異なり看護業務にも特徴がある。加えて患者の年齢変化、

ニーズが多様化してきていることを考慮した際、20年来継続して行ってきた看護提供方式の内容

と患者参画型看護計画が適切か、検討する必要性を感じた。そこで、各部署で検討しながら改善

策を実施した結果、患者サービスの充実に繋がる時間の確保だけでなく、煩雑になっていた業務

も改善出来た。今後も、患者にとって最適な看護・介護とは何か、を追求し業務改善を継続して

いきたいと思っている。 

また、平成30年度は診療報酬改定の年であり、急性期病棟・地域包括ケア病棟いずれも入院基

本料が再編される中で、当院が算定できる最大の基本料が維持できた。他にも急性期看護補助体

制加算をはじめとした様々な加算も、看護師だけでなく介護職・看護補助者の協力があって算定

することができた。６月には緩和ケアチームと排尿ケアチームの立ち上げがあり、両チームに看

護部の認定看護師３名が所属し、多職種と協働して加算の算定あるいはチーム医療の促進にも貢

献できた。 

人員確保では、定年退職・身分切り替えを含み離職率は6.1％だった。昨年度より1.3％増加はし

たが、全国・県の平均に比べると低い値で推移している。職務満足度調査でも自己効力感・承認

実感が改善してきており、各部署で職場風土の改善に取り組んだ成果と評価している。毎年、人

員確保のために学校訪問を実施しているが、近年は実習病院として申し入れされることが増えて

おり、就職に繋がる好機と捉えている。実習に来院する看護学生が「この病院で看護をしたい。

この職場で働きたい」と思えるよう、引き続き職場風土の改善・指導者の育成に尽力したい。 

（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 目標 指標 目標値 
アクションプラン 

(括弧)内は担当 
評価 

財務 病院経営

に参画す

る 

病床利用率 一般病棟 93％ 

地域包括ケア病棟 

94％ 

療養病棟 98％ 

外来患者数 

380人/日 

・ベッド調整会議の開

催 (各病棟師長＋地

域医療支援室＋老健

＋医事経営課) 

・入院、転入を快く受け

入れる。(各病棟) 

稼働率：一般病棟 80.5％ 

地域包括ケア病棟 82.0％ 

療養病棟97.0％ 

外来患者数：316.3人/日 

一般・地域包括ケア病棟は昨年より増加してい

る。療養病棟のマイナス原因は、他院から受け入

れた患者の感染症で受け入れ制限を余儀なくさ

れたことも影響した。 

酷暑の７月末から８月には稼働率100％という

日もあったが、外来・各病棟・老健の協力で最大

限の受け入れを行えた。 

手術室はシャントOpeの受け入れもあり、手術

件数が昨年比1.8倍となった。 

透析センターは５月以降、患者数・診療単価共

に昨年を上廻っている。 

訪問看護ステーションは、８月以外は患者数が

増加しており、新規も増えている。 

健診センターは黒字収支となった。 

  看護必要度評価 

医事経営課データ 

看護必要度の齟齬

が昨年件数より

50％改善 

・毎月医事経営課より

出されるデータのチ

ェック→齟齬を確

認・修正(各病棟) 

・病棟内の教育 (各病

棟) 

・定期的な記録の監査 

一般急性期と地域包括ケア病棟で取り組んだ。 

齟齬は月毎に減少し、東３病棟では「齟齬無し」

を３ヶ月継続できた。電子カルテ・記録・必要度

委員会の委員・病棟担当者が啓蒙・教育したこと

で、スタッフ全員が正確な知識を習得し、理解度

が高まったためと評価する。 

９月よりＡ・Ｃ項目はＥＦファイルを使用して 
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    (電子カルテ・記録・看

護必要度委員会) 

いるが、看護必要度はコスト算定の根拠にも通じ

ているので記録として継続する。 

  診療報酬改定後の

加算 

急性期：７対１ 

地域包括：10対１の

維持 

看護補助体制加算 

夜間看護配置 

認知症ケア加算 

入退院支援等の維

持と算定 

・診療報酬改定に関す

る情報収集と理解

(看護部＋各師長・主

任) 

３月～４月改定セ

ミナー参加 

・維持・算定するための

体制整備(看護部) 

看護部３名、看護師長７名が診療報酬改定研修

会に出席した。 

急性期・地域包括ケアいずれも入院基本料が再

編されたが、７対１、10対１が維持できている。

急性期看護補助体制加算については、９月末に看

護補助者が退職し算定困難となったが、本４病棟

の介護職員の協力で継続できた。 

地域包括ケア病棟では看護職員夜間配置加算

(55点/日)が新設され西２病棟で算定、1,339,800

円の増収に繋がった。 

療養病棟でも夜間看護加算(35点/日)を算定、

9,509,150円の増収となった。また、稼働率を保ち

ながら在宅復帰率が維持できており、在宅復帰機

能強化加算(50点/日)が算定できている。 

  死蔵品数 

診療材料のシール

紛失数 

病院全体の電気料

金４月～翌１月 

死蔵品：０ 

シール紛失：昨年度

比10％改善 

 

電気料金５％削減 

・在庫管理(各部署) 

・シール紛失理由を明

確にし、改善案を立

案、実行する。(各部

署) 

・意識して不必要な電

気を消灯、エアコン

を切る。(個人) 

死蔵品は０、シール紛失は９枚、昨年同時期と

の比較で16枚の減となった。各部署で看護補助者

も協力して取り組んだことが成果に繋がったと

評価する。 

電気料金は４月～ 12月で昨年同時期より

792,746円増となっている。これは、例年にない酷

暑で24時間冷房運転に切り替えた影響が大きい。 

顧客 安全で根

拠に基づ

いた看護・

介護、快適

な療養環

境の提供

により患

者満足度

の向上を

図る。 

３ａ以上のリスク 件数：10％減少 ・各基準手順の遵守を

徹底(看護基準・手順

検討委員会＋各部署

管理) 

・新人、プレシャス、看

護補助者入職時の指

導と遵守の啓蒙を確

実に実施(各担当者) 

・電子カルテ導入後、多

いリスクを抽出し、

軽減に向けて取り組

む(各部署) 

平成30年４月～平成31年１月までのレベル３

ａリスクは27件、レベル３ｂリスクは４件だっ

た。 

リスクの要因別にみると、確認不足が約53％で

あり全体の半数となっている。電子カルテが導入

され、バーコードリーダーを使用しての３点認証

も開始されたが、その３点認証をやらずに起きた

注射リスクやダブルチェックをしなかったため

に起きたリスク、あるいはダブルチェックをして

いるにもかかわらず起きたリスクが目立った。 

基準やルールをしっかり守れば防げたリスク

も多く、今後もスタッフへの啓蒙が必要である。 

(文責：小林) 

  感染症の蔓延 蔓延しない。 ・ICN、各部署の環境感

染対策委員が実施、

評価 

本４病棟において、9/10～10/3にかけて角化型

疥癬(ノルウェー疥癬)と診断された患者１名と疥

癬疑いと診断された患者18名、職員１名予防投与

実施する。 

インフルエンザ入院患者においては、持ち込み

15名、院内発生24名、疑い患者５名。職員につい

ては、33名、疑い３名の発症があった。(12/1～２

/26現在)                 (文責：佐藤) 

  患者満足度調査 全ての項目が１～

10％改善する。 

・各部署で平成29年度

の患者満足度調査か

ら改善点を一つ挙げ

取り組む(各部署) 

看護職員が関連する項目で、0.5％～5.1％満足

が増加している。特に病棟部門の接遇についての

満足度が5.1％も上昇している。６病棟中５病棟

が接遇力向上に向けて、研修への参加を呼びか

け、啓蒙したことが成果に繋がったと評価する。 

  看護・介護に関する

投書件数 

件数：３件以内 ・接遇委員会主催の研

修受講を促す。 

接遇力の強化 (看護

部＋各師長・主任) 

・繁忙時間帯に起きや

すいことを考慮し、

人員配置の采配を行

う。(看護部＋日当直

管理) 

病院宛看護部門に寄せられた投書件数は７件 

お褒めの投書：１(外来内視鏡室スタッフ) 

お叱りの投書：２(挨拶) 

１(スタッフの対応) 

１(外来窓口) 

１(スタッフ同士の話し声、ドア 

の開閉、声かけせずに体位変 

換） 

１(相手によって態度を変える) 

目標値は達成できなかった。投書内容は状況を

確認し、改善すべきところは改善し、接遇力の向

上に努める。 

内部プロ

セス 

業務改善・

就労環境

を整備し、

働きやす

い職場を

創る。 

離職率 正規：0.5％改善 

プレシャス：０ 

・子育て世代の増加に

対応できる体制の整

備として夜間保育の

要望(看護部) 

・プレシャス、看護補助

者の適応状況を把握

し必要時に介入する 

離職率：6.1％(定年・身分切り替え含む) 

昨年度比1.3％の増加 

プレシャスナースは臨時から正規採用になる

前の退職者が１名あった。 

正規採用後の離職率は0％、本人の努力と各部

署の受け入れ・サポート体制が良好だったためと

評価する。 

-79-



 

 

    ”きらり面談 ”の実施

３・６・12ヶ月(看護部

長) 

夜間保育・病児保育についてアンケート調査を

行い要望したが、近隣公立２病院が実施していな

い状況で実現は難しかった。 

きらり面談は、50％の実施。スケジュールが合

わず実施が難しいことを実感している。今後は入

職時から予定を立てて実施していきたい。 

  超過勤務時間 超過勤務時間の減

少 

各部署設定 

・業務改善(各部署) 

・残務量の把握と采配 

 応援の要望 

平成 29年度に学ん

だ労務管理の知識

を活用する(各管理) 

各病棟ではウォーキングカンファレンス・スケ

ジュール表・患者参画型看護計画の必要性につい

て検討を行った。患者層に加え患者背景も変化し

ていること、電子カルテ導入後、情報収集・情報

共有が簡便になってきたこともあり、上記は行わ

ない事とした。ただし、自らが意思表示困難な患

者が増える中で、患者家族とのコミュニケーショ

ンは密に取り、記録していく必要はある。 

応援要請については、ベッド調整会議の場で同

時に行うことで、他部署の様子も知ることがで

き、助け合う風土の醸成にも効果があった。ただ

し病棟の機能上、入院が集中してしまう現状もあ

り、スタッフに不公平感が出ていることも否めな

い。今後は、応援体制と連携を強化して改善して

いく。 

超過勤務時間は9,362時間、昨年比1.1倍になっ

ている。月毎の集計では、酷暑が続き稼働率100％

を越えた日もあった７月～10月までが昨年度に

比べ突出して時間数が増えており、多忙だったこ

とが分る。今後も患者に最適な看護・介護が提供

できることを目標に業務を見直し、効率化を図っ

ていく必要がある。 

  職務満足度調査 自己効力感・承認実

感の素点0.2以上改

善 

・アサーションスキル

の習得、実践 

 お互いに認め合う職

場風土の構築 

自己効力感、承認実感ともに0.01上昇した。目

標値には達しなかったが、過去４年間の調査で平

成28年度に続く高い素点となった。 

各部署師長・主任が中心となり、職場風土の改

善に取り組んだ成果と考える。 

学習と成

長 

キャリア

開発を支

援し、ひと

りひとり

が成長で

きる 

年度末のアンケー

ト 

理解度の項目で｢理

解できた｣ ｢だい

たい理解できた｣と

回答する人の割合

が60％以上 

アンケートで研修

に肯定的な意見が

60％以上 

新しいクリニカルラダ

ーの周知と研修の工夫 

・新しいクリニカルラ

ダーについての研修会

の実施(教育担当師長) 

・魅力的かつ効率的な

研修の工夫 (教育委員

会) 

「よく知っている」「なんとなく知っている」

の割合は66.2％であった。当院のラダー表を早期

に完成させ、JNAラダーと合わせて説明し理解を

促していきたい。 

研修について「満足できた」「まあまあ満足で

きた」と評価した人は93.4％であった。レベルⅤ

－２は、ナラティブ研修を行ったが「看護につい

て語り合えた」「他部署の看護師と話して新鮮だ

った」など研修に対しての満足感が高かった。自

分の看護や、他者の看護についての思いや考えを

話す機会、聞く機会が少ない中で、立ち止まって、

自分の看護を振り返り他者と共有する時間を持

てたことが満足感につながったと考える。今後も

ジェネラリストナースの研修には効果的な印象

があるので、研修の中に対話をする時間を設けて

いきたい。 

  到達目標チェック

リスト 

新人の到達目標チ

ェックリストの達

成度が85％以上 

新人看護職員研修で

技術項目強化 

・集合研修での達成度

向上(教育委員会) 

・臨床に近づけるよう

場面を設定した研修

の工夫(教育委員会) 

平均では83.8％であったが、急性期病棟では

90％代、地域包括ケア病棟では70％代と病棟によ

って差が大きかった。集合研修では演習の時間を

多くとったり、必要物品は自部署から持参するな

ど工夫したが、病棟によって行われる治療や処置

が違ったり、日勤の看護師の人数も違うため差が

出てしまうのはいたしかたないことかもしれな

い。 

今年度到達目標とチェックリストの見直しを

行ったので、次年度活用し状況を確認しながら修

正していきたい。 

  新人の社会人基礎

力評価表 

初回と比べて最終

回が改善されてい

る人が60％ 

社会人基礎力について

の研修(教育委員会) 

当院のラダー表や到達目標の項目と関連する

ところがあり、社会人基礎力表としては作成しな

かったが、新人看護職員研修の中で電話の受け方

かけ方、ナースコールの取り方など演習したり、

看護職として必要な基本的姿勢や態度について

考える機会をもった。 

到達目標の見直しを行ったので今後にいかし

ていきたい。 

  新人の離職率・プレ 離職率ともに“０” 新人・プレシャスナ 新人の離職率は“０”であったが、昨年就職した 
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  シャスの離職率  ースへの支援 

スマイル面談追加

(教育担当師長) 

きらり面談(看護部長) 

新人１名とプレシャスナースは６名中１名が離

職となった。 

新人へは臨床心理士と相談しながらスマイル

面談の回数を昨年より２回増やし３回実施した。

離職がなく新人からの研修内容や指導体制につ

いてよい評価だったことはスタッフの手厚い指

導の結果だと考える。しかし、指導していると実

感できている人は少なく、達成感につながってい

ない。病棟との連携を図りさらによりよい新人指

導につなげていきたい。 

  職務満足度調査 

 

｢成長・キャリア

の展望｣｢教育機会｣

の点数が10％以上

改善 

外部委託で職務満足

度調査の実施 

結果をフィードバッ

クし、解決策を検討、実

施する。(各部署) 

評価項目が変更されたため「成長・キャリアの

展望」は全体、看護師、介護職はそれぞれ0.03・

27.3％、0.1・90.9％、0.03・17.6％改善が見られた

が、助手は昨年より0.19低い結果となった。 

スタッフひとりひとりが成長を実感できキャ

リアを展望できる支援を続けていきたい。 

  目標管理シート 共有評価の平均

が４以上の人が全

体の60％以上 

病院・看護部・各部

署・チームの方針、目標

を受けて、スタッフ一

人一人が目標立案、各

管理者が面接を通して

把握し、支援する。 

面接３回 /年実施 

年度末に共有評価 

目標管理については、一部署を除いて目標値を

クリアすることができた。 

目標管理面接は、個々のキャリア展望だけでな

く、細かな背景や考えを把握する好機でもある。 

各管理者には、安全な医療・看護・介護の提供を

最優先に、時間を有効活用して面接の機会が設

け、丁寧に関わっていくよう指導する。 
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⑵  外来 

目標１．病院経営の参加 

１）外来患者数380人以上を目指す。①患者の意思決定をサポートする関わり。②患者待ち時間を見

直し。 

経過・結果：意思決定のサポ－トでは、チーム会を利用したカンファレンスを実施し情報の統一を

図った。また、他職種と連携しがん化学療法カンファレンスの定着を図り、患者への関わりに生

かしている。 

待ち時間の見直しを実施、時間を長く感じさせない為の対策として、標語の募集や掲示物の工

夫を行った。また、診察進行時間を示す時間表を確実に使用するよう心がけた。結果は308人/日

平均となり目標に達することができなかった。 

２）チーム・各自がコスト意識をもった活動をし、確実な物品管理を行いコスト削減につなげる。 

経過・結果：チームで物品管理の定数チェック方法を確立し、コスト算定の確実な実施に向け見直

しを行い、声掛けを実施、コスト漏れの無いように取り組んだ。また、不明な点は医事経営課に

相談し、確認を行った。スタッフ個々においても82％が何らかの取り組みを行っていた。シール

紛失件数は３件であった。 
 

目標２．他部署・他科での連携不足によるトラブルを最小限にする。①各科のマニュアルの見直し。

②電子カルテにおける問題点を見直し、他部署・他科連携方法を確立する。 

経過・結果：マニュアルの見直しを行い、既存のマニュアルを電子カルテに準じた内容へ変更を行

ったが完全な作成まで至っていない。新しく追加された科のマニュアルを作成し、応援に入った

スタッフがわかりやすいよう工夫を行った。外来から病棟への申し送り用紙を再検討しＢチーム

は統一を図り現在使用している。また、退院後の初回受診の際、電子カルテを利用し予約前にサ

マリーを参照するシステムを構築し、外来受診時に活用をしている。しかし、看護展開を含めた

継続看護の必要性のある患者に対し、システム作りが今後の課題である。 
 

目標３．患者満足度より接遇に向けた活動を行い、接遇の苦情が減少する。 

経過・結果：各チームで活動を行った。接遇マニュアルを再確認し、日々の業務での読み合わせ、

シミュレーションを実施した。投書などを受け年内３回ほど事例の検討を実施。結果接遇への苦

情は２件ありスタッフの言葉など接遇力の向上が必要である。 
 

目標４、業務改善を図り、外来での他部署応援ができる。①各外来の課題を抽出し対応策を検討する。

②スタッフが新たに１カ所の科を受け持つ。③正規・臨時スタッフが内科・外科CSのカルテ入力応

援を実施する。④外来治療室の運営方法の見直し。 

経過・結果：業務の見直しを図り、採血室の運用を変更し午前・午後で実施、小児科・内科の予防

注射の予約取得方法の改善を行った。また、医師の予約基準の見直しを行い、予約取得方法や検

査の変更を実施している。チームを越えての応援は一部分に留まった。その原因には医師数・午

後外来の増加、昼過ぎからの救急など業務内容が複雑化され、応援に行ける時間の捻出が難しか

ったことが考えられる。CS応援として電子カルテ入力については、チームへ依頼・トップダウン

での指示を出したが、導入する事できなかった。継続して実施していきたい。治療室については

院内での治療患者の外来CFを実施し、共有を図り現在１名で日々の治療を担当している。基準化

が図れていないため、基準作成を行っていく必要がある。 
 

目標５．スタッフを支援しやりがいのある職場環境を作る。 

経過・結果：日々の業務の中でスタッフについて主任と日々共有を図り情報交換を行い活動を行っ

た。結果は目標管理では共有評価４以上は全体で68％という結果であった。しかし、内部環境と

して自己効力感0.23、承認実感は０と言う結果であり、権限委譲などが行えていないことや、ス

タッフへの関わり不足などから承認されているという実感ができていないと考える。職場環境で

は医師との関わりも原因として否めない。スタッフへの依頼、評価、声かけなど多方面の視点を

持ち関わって行く必要がある。 

（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93％（43床）と看護必要

度30％以上を維持できる。 

経過・結果：平成30年度病床稼働率78.9％（１日平均36.3人）であり目標には至らなかった。しかし、

緊急入院や転入・転院患者はスムーズに受け入れ、患者家族からの苦情は聞かれなかった。 

看護必要度は年間通じて45.4％と達成出来た。看護必要度に沿った記録に関しては記録監査を

実施し、記録とコストの整合性の結果は減少傾向ではあったが、０には至らなかった。記入漏れ

に関しては、付箋を利用して当時者に伝え入力の訂正や汎用の追加を依頼した。更にｅラーニン

グの継続と委員会で実施した必要度テストの結果が低かった。間違いの多かった問題に関しては

全員で再学習する時間を作るような働きかけが必要だった。 
 

目標２．診療材料の適正な在庫管理を行う事ができる。病院経営に参画する。 

経過・結果：節電を意識した取り組みに関しては、使用しないPC・病室の電気・エアコンOFF、消

灯時間を厳守し、処置室・湯沸室・洗面所の電源OFFを実施、節電を意識した取り組が全員で実

施できた。診療材料のシール紛失は０件であった。看護助手の日々の物品管理の協力の結果であ

る。 

診療材料の期限切れに関しては、用度担当から事前に配布された情報に沿って物品の確認をし、

使用頻度によっては用度担当へ返品したり、物品の使用期限をチェックしながら他部署と交換し

たり、定数を減らしたりと検討・対応出来、診療材料の期限切れは無かった。 
 

目標３．患者・家族と信頼関係を築き、安全で質の高い看護を提供する。 

経過・結果：今年度のリスクレポート提出は50件（前年度93件）であった。当病棟では高齢者が多

く、認知機能低下による点滴等の自己抜針・転倒等のリスク報告が多いにも関わらずレポート提

出の件数が合致していないと感じた。患者様の安全な療養環境を提供する為に、リスク報告の周

知とリスク発生と同時にレポート記入・提出の一連の作業がスムーズに実施できる様、委員と共

に働きかけていく事が必要だったと考える。次年度の課題とする。 

患者満足度調査の結果では「看護職員の接遇に満足」に関しては「接遇に満足」が87％で昨年

より5.1％UPしている。これは院内全体の評価結果である。病棟では、各チームで接遇を意識した

チーム活動に取り組み、大きな問題となる様な苦情等は聞かれなかった。また、接遇研修に関し

ては参加率100％であった。 
 

目標４．職場風土を改善し、スタッフが働きやすい職場環境を作る。 

経過・結果：NO残業デーの基準書を作成し、スタッフに周知した。今年度も継続して毎月NO残業

デーを一人１回/月付ける事が出来た。毎朝、対象者を発表し、スタッフ皆で声かけをして業務に

取り組んだが、緊急入院・業務多忙により実際には時間で終業する事が出来ない日々が多々あっ

た。次年度も継続して取り組んで行きたい。 

病棟全体会は計画通り年３回開催出来たが、全体会終了後も記録入力の残務があり、開催時間

の確保に問題が残った。 

チーム活動の充実に関しては、目標に沿ったチーム活動が実践出来たと評価できた。 

スケジュール表に関しては、H31年１月からより廃止した。廃止後も特に患者・家族からは問

い合わせもなくスムーズに実施できた。 

ウォーキングカンファレンスは廃止して２年目となる。今年度は朝の会の前に夜勤者と日勤者

が情報共有を行った。必要時は更にリーダーとメンバーが個々に実施した。 
 

目標５．看護のやりがい感を感じ、個々の目標管理を実践する事で成長出来る。 

経過・結果：院内の研修に関しては勤務調整を図り協力出来た。院外研修に関しては対象者が１回

/年参加出来た。 

受け持ち看護師の役割として看護計画の実施・評価については入退院が多く展開が早い為か評

価予定日に評価を行う事が出来ない事もあったが、受持ち看護師として日々意識して可能な限り

実施出来た。スタッフ面談に関しては、計画的には出来なかった。日々、問題があれば声掛けを

して必要時個々に面接は実施出来た。個々の目標管理の達成度については共有評価の平均が「４」

以上の人が全体の85％であり、目標は達成できた。 
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職務満足度調査の「自己効力感」の素点0.1～0.4のUP、「承認実感」の素点0.2～0.3低かった。「成長キャリ

アの展望」・「教育機会」の点数が10％以上改善できなかったが、項目においては前回よりも素点02～1.0の

UPがあった。 

（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．転入・入院を快く受け入れ、継続した看護を行う。 

経過・結果：看護の継続として、必要なケアを確実に看護介入に入力。口頭での申し送りをカルテ

入力や連携シート記入として行動に移せ、アンケート調査前後で75%のアップがみられた。 

看護必要度は、記録委員と協力し、各自が３～５回/１ヶ月ｅラーニングを行い、18点以上取得

できるように取り組む。入力間違いの頻度は減少し、正確性の向上がでている。一泊シャント造

設術患者の受け入れを新規スタート。緊急時対応として、シャント手術用のマニュアル作成実施。

他院との協働や、院外医師とのコミュニケーションも必要となり、突発性の処置が伴う事もあっ

たが、スタッフ全員で新規の取り組みを継続中である。長期療養の高齢者が多く、在宅から施設

や療養病棟へ移行の方々が多くでた。包括期限や家族の意向確認を密にし、MSWも交えての支援

と受持ち看護師が意識し支援したが、認知症や老老介護、独居のために家族中心や話の時間を十

分とれなかった事例もあった。 
 

目標２．安全で根拠に基づく看護の提供をする。 

経過・結果：電子カルテ導入後のリスク対策として随時伝達を行い、リスクレポート用紙をファイ

ルにて回覧とした。４月から12月までで21件のリスクレポート提出。昨年度より50%減少する。当

日手術患者や脳外・外科・整形という内科以外の科患者受け入れ等、日々変化のある看護体制に

おいて、声掛けや確認の励行が現れた結果と考える。 

医療者に必要な接遇マナーの資料を各チームに配布し、チーム会で勉強会を行う。また、個々

に対しても「あいさつ、笑顔、身だしなみ、態度、言葉づかい」など、患者、家族だけでなく、

スタッフ間でも行うようにし、働きやすい環境作りを行った。 
 

目標３．業務改善を行い、働きやすい職場環境をスタッフ全員で創る。 

経過・結果：薬剤師やリハビリスタッフとの窓口を主任が行い、薬剤師の力を得ながら薬剤に関す

ることに対して調整をとった。入院や転入、退院指導等もスムーズに行えた。リハビリカンファ

レンスを含め、日々のリハビリに関する協働について周知し看護介入できた。介護者へも周知し

継続した取り組みができた。 

スタッフ全員にアンケートをとり、ウォ－キングカンファレンスとスケジュール表廃止を12月

から実施。全員の意見から状況分析と結果を報告。一週間程は廃止に伴うスタッフの動きや決め

事を新たに作成することに費やされたが、業務時間短縮と意見交換の場が増えた。H29年度の職

務満足度調査からH30年度では全体で0.2以上の改善があった。 
 

目標４．自己のキャリアを考え、お互いを支援し成長できる。 

経過・結果：新人２名は毎月相談役と振り返りを実施。技術のみならず、精神面でのサポートを行

った。相談役へのサポートもその都度行い、２年目１名は１～２ヶ月毎振り返り、必要時、教育

師長の支援を受け教育にあたった。離職率０％、必須研修参加100％、目標管理面接を３回実施し、

目標管理シートの共有評価は、平均値：4.07であり「４」以上が全体の80.2%であった。 

職務満足度調査の成長・キャリアの展望はH29年度「-0.31」がH30年度「＋0.11」となった。 

（文責：伊藤 さゆり） 
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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93％（30床）と、看護必要度30％以上（重症者10名以上）を維持で

きる。 

経過・結果：H30年度の稼働率82.5％、平均在院日数13.3日、看護必要度平均35.6％であった。稼働

率が昨年度の73.7％から上昇したひとつの理由として、４月から新たに加わった泌尿器科、婦人

科の入院患者数増加と考える。 

看護必要度評価誤差は０件の月もあり、多い月でも４件までに低下し、目標の月５件以内を達

成できた。これは委員が日々記録監査を行い、訂正がある場合は電子カルテ付箋を利用し内容を

記載したこと。また付箋内容を確認し修正できたスタッフの努力の結果であると考える。 

死蔵品ゼロ、シール紛失は１枚であり（Ｔ字カミソリ）、昨年度の８枚と比較し大きく改善でき

た。 

電気料金の削減については５月のアンケート結果、節電について「とても意識している」６％、

「まあまあ意識している」77％であった。個々で節電できる内容を記載し実践した結果、12月の

アンケートでは「とても意識している」14％、「まあまあ意識している」82％と節電意識が上昇し

た。具体的には不要な電気はこまめに消す。夜間使用しないパソコンをシャットダウンする等、

個々で節電を実践することができた。  
 

目標２．看護実践において患者家族へ温かい態度で接し、患者満足度調査の結果『看護師・看護スタ

ッフの対応』が1.5％改善し、苦情がゼロとなるよう信頼関係を築く。 

経過・結果：接遇については、各チームがそれぞれ活動を考えた。具体的には「患者が安心して入

院生活を送ることができるよう説明する」等のスローガンを月毎に決めた。それを朝のウォーキ

ングカンファレンス前に各チームで斉唱し、接遇への意識を高めた。また、チーム会で接遇勉強

会を行うとともに、月毎に接遇が良いと感じたスタッフ名を挙げ評価した。 

接遇に対する苦情は４件あり、内容は「ナースコール対応」「家族への対応」等であった。苦情

の際は個人へフィードバックし、必要な内容は部署全体へ周知した。 

患者満足度調査結果の『看護師・看護スタッフの対応』は昨年度から5.1％上昇し82.6％から

87.7％となった。しかし、この結果は入院病棟全体であるため、自病棟では対応への苦情ゼロに

できるよう、継続して接遇について取り組む必要がある。  
 

目標３．急性期病棟の特徴である短い入院期間の中で質の高い看護が実践できる。 

経過・結果：日々の患者カンファレンスはチーム毎に取り組んだ。カンファレンスは入院１週間以

内と転棟前又は退院前にできるよう、患者ファイルに受け持ち看護師と日付を記入するテープを

貼付し意識付けした。結果、目標の90％には届かなかったが70％開催できた。 

入退院連携シートは、チームアンケートの結果、全患者対象に入院時に印刷し受け持ち看護師

が中心となり記入することがほぼ100％できた。 

勉強会について、泌尿器科は手術室と合同で１月と２月に「前立腺生検」「TUR-BT」について

開催した。婦人科は12月に初めて２名の患者が入院したが勉強会開催までには至らなかったため、

次年度の課題とする。 

職務満足度調査結果は昨年度の素点と比較し『承認実感』は0.09上昇し、『自己効力感』も0.05

上昇した。『自己効力感』では1項目が昨年度偏差値と比較し５以上上昇し、特に『承認実感』で

は全ての項目において昨年度偏差値と比較し５以上上昇した。病棟内では先輩看護師が若手看護

師の良かった点を声に出して褒める風土もあり、このような環境も上昇に繋がったと考える。 
 

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：今年度も離職率ゼロを維持することができた。新人看護師は８月から夜勤を開始した

が、シャドーイング体制とし必ず先輩看護師とペアで業務した。プレシャス看護師も成長に合わ

せ現任指導者が具体的に計画立案を行い、病棟全体に周知してくれた。日々、指導に携わってく

れた先輩看護師と、努力した新人、プレシャス看護師全てに感謝したい。 

ノー残業デーの実施については、個々に、定時で帰りたい日の勤務表に印をつけ、部屋割りの

ホワイトボードにカエル磁石（蛙マーク）をつけた。又、朝の朝礼の際、カエルマークの看護師

名を発表し、意識付けを行った。結果、残業時間は月平均９時間であり、昨年度と比較し病床稼
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働率は増加したが、1.9時間改善できた。この取り組みは次年度も継続していきたい。 
 

目標５．安心、安全な医療・看護の提供ができる。 

経過・結果：今年度のレポート枚数は75枚であり、昨年度の提出枚数161枚と比較し大きく低下した。

具体的計画立案したように、すべてのリスク事例に対し速やかに入力する習慣を身につける必要

があるが、入力作業は、ほとんどが勤務終了後であるのが現状である。また、レポートには多く

の記載項目があり、入力に負担があるように感じる。しかし、ゼロレベルのレポート提出が、重

大事故防止に繋がるため、次年度も委員を中心に入力する習慣を身につけていくよう周知してい

く必要がある。 

レベルⅢaは１件であった。体幹抑制をすり抜け、転倒転落により大腿骨頚部骨折となった事例

である。 

注射のリスクは14件であり、内訳は注射速度４件、血糖測定４件、自己抜去１件、投与忘れ２

件、その他であった。昨年度の注射リスク30件と比較し47％減少した。特に、血糖測定について

は測定忘れがないよう、電子カルテの看護処置欄に「血糖測定」の入力を徹底した。これにより、

部屋持ち看護師、夜勤の責任者、休日勤務の際もワークシートで把握することができ、血糖測定

忘れの低下に繋がったと考える。 

（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％（１日平均45人～46人）以上を維持し、

在宅復帰機能強化加算をとることができる。 

経過・結果：病床稼働率は97.0％であった。空床ができた当日の転入や、療養目的の患者の直接入

院、ベッドコントロール会議で相談し、早期に受け入れる事ができた。前期において、患者数が

少なかった時期があった為、後期でＣＳの一泊入院も受け入れた。目標値には及ばなかったが、

満床を目指してスタッフが気持ちよく患者の受け入れをしてくれた結果、在宅復帰機能強化加算

を継続してとることができた。 
 

目標２．患者・家族の思いを尊重することで、患者家族と信頼関係を築き、根拠に基づいた安心・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、緩和ケア、褥瘡対策のポジショニングの勉強会を行い、日々の

看護に生かすことができた。ウォーキングカンファレンスを廃止し、曜日ごとに、全体、チーム、

認知症カンファレンスを行なった。患者カンファレンスを介護職と共に行なうことができ、意見

交換することができた。しかし、内容が患者情報交換となってしまっていることが多い為、検討

していくことが必要である。病院全体の患者満足度において、看護師スタッフの対応についての

満足が87.7％であった。患者、家族からの要望や疑問に対し、その都度説明し、対応している為、

スタッフに対するクレームはなかった。長年継続している誕生日会や、家族に対しての声かけも

より人間関係を深めることに繋がっている。 
 

目標３．スタッフの到達目標の達成の支援、業務改善することで、看護、介護のやりがい感、質の向

上をはかることができる。 

経過・結果：チーム目標の達成率は80％達成、希望する院外の研修の申し込みは行なったが、希望

者が多く、受講不可となってしまい、全員受講にはならなかったが、目標管理の個人目標達成率

は、評点４以上が83％であった。 

業務改善においては、チーム間の応援態勢を患者数や重症度に応じてその都度話し合いを持ち、

数名の患者を他チームで担当してもらった。日々のリーダーの負担軽減の為、口腔ケアの担当を

決めるようにしたが、人員的に困難であったため、予定通りに行うことができなかった。療養病

棟でも経過一覧表の観察項目だけでなく、看護記録の入力を12月から行う事になった為、リーダ

ーの負担が増え、超過勤務が増えた。対策として、処置を行った看護師も記録を行い、療養病棟

用のダイナミックテンプレートでの記録を作成し、使用している。リーダーだけでなく、メンバ

ーの部屋持ちを検討していく必要がある。 
 

目標４．診療材料の適切な在庫管理を行うことができる。 

経過・結果：シールがない時は早期に気がつき、対応することができた。しかし、シールの紛失は

使用頻度が高い経管栄養のルートだった。シールを剥がした後の用紙を確実に一時預り箱に入れ

るように意識付けをしていく必要がある。節電意識については、アンケートの結果、「できている」

「まあまあできている」併せて97％であった。夜間のパソコンや使用していない電気の消灯を意

識して行うことができたが、休日に使用していないパソコンの電源がついて必要の無い所の電気

がついていることがあった。引き続き啓蒙していく必要あり。 

（文責：岩崎 百代） 
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⑺  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護介護が協力し他病棟からの転入を受け入れる。 

経過・結果：平成30年度も待機期間の短縮に向け、空床があれば直ぐに患者を受け入れた。稼動率

は97.0％、目標値達成には至らなかった。４から５月までは院内全体の稼働率が低かったこと、

９月に他院から受け入れた患者の感染症があり、転入受け入れができなくなったことが大きな要

因と考える。 

もう一つの経営貢献として、不要な電気・エアコンを切ることを目標に活動した。意識して行

動できたかのアンケート結果では、Ｂチームは前半後半とも100％と高かった。Ａチームは前半

84％と低かったが後半は100％と上昇し、意識が改善したことがわかった。今後も経費削減のため

にも継続していきたい。 
 

目標２．安全で快適な療養環境を提供し「温かい」看護をめざす。 

経過・結果：４月からチームの志気を高めるため各チームで合い言葉を考え、Ａチームは「ステッ

プ・たすけあい」、Ｂチームは「あなたを思って」とした。 

認知症患者にユマネチュードを用いた対応が出来ることを目標にして活動した結果、対応でき

たスタッフが100％、認知症状が改善した事例もあった。この活動には他部署からも「院内モデル

として継続してほしい」と評価された。一方、患者様からのクレームは３件、オムツ交換の言葉

かけ対応の悪さであった。カンファレンスを開き、オムツ交換時の言葉かけ対応を徹底した。 

医療安全面では、インシデントレポートは100％提出できており、安全への意識は高まっている

と評価する。 
 

目標３．業務改善・労務環境を整え働きやすい職場環境を創る。 

経過・結果：看護のやりがい感は94％であった。職務満足度調査の「ワークエンゲージメント」は

0.15％上昇、「看護への肯定感」は0.01％下降した。５％と高い目標を掲げたが目標値にはいたら

なかった。チーム会は毎月開催し、出席率はＢチーム59.6％、Ａチーム66％ではあったが、朝の

カンファレンスを有効活用したことでチーム内のコミュニケーションは取れていたと考える。 
 

目標４．看護師ひとりひとりのキャリア開発を支援し成長できる。 

経過・結果：平成30年度は介護福祉士も含め、スタッフ全員が院外研修に参加した。内容は介護福

祉士が緩和ケア・認知症看護、看護職は後輩育成・看取りの看護・暮らしをつなげる看護・看護

倫理の考え方、等であった。しかし、看護協会の研修は人数制限があり参加できないスタッフも

いた。そこで、他に開催される希望の研修を抽出し、自分の時間を利用して研修参加し病棟で成

果発表を行った。個々の成長にもつながり看護の質向上にもなったと評価する。目標管理シート

の共有評価は平均値「４」以上が全体の60％以上を満たした。 
 

 

目標５．在庫の管理を行い・診療材料の紛失をゼロにする。 

経過・結果：診療材料のバーコードシールの紛失は２枚あり、フィーデングチューブと気切カニュ

ーレの紛失であった。今年度は、診療材料のパッケージを捨てる専用のゴミ箱を作りその中に入

れておき、シールの取り忘れが無いか確認してから廃棄する方法を考えた。紛失０にはならなか

ったが来年度も引き続き継続していきたい。 

（文責：山島 明美） 
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⑻  新３病棟（29床、地域包括ケア病棟） 

目標１．病床稼働率94％と在宅復帰率70％以上を目指し病院経営に貢献する。 

経過・結果：病床稼働率86.4％であった。昨年に引き続き緊急入院・転入・休日入院を積極的に受

け、病床利用率は昨年度より7.5％上昇した。在宅復帰率は、79.8％で地域包括ケア病棟の要件を

満たしているが、昨年より7.4％低下した。これは４月の診療報酬改定により、在宅復帰率の対象

となる施設が狭まれた事も要因と考えられる。看護必要度の齟齬は、４月から８月まで平均6.6件

であった。機材庫管理をしている診療材料について死蔵品は発生しなかったが、救急カート内の

診療材料に死蔵品があった。シール紛失は、酸素カヌラの１件であった。緊急時にシール紛失が

みられたため、シール一時保管場所の活用と汎用を入力する際、シール貼付の再確認を啓蒙した。

節電意識を高めるために、照明スイッチ付近に節電を呼びかける表示を提示した。アンケート結

果より節電の意識が76％から88％に上昇した。 
 

 

目標２．快適な療養生活を提供するため安全な看護・介護を実践する。 

経過・結果：「退院する際の説明のわかりやすさ」は、71.4％と昨年より４％上昇した。退院日に説

明する内容が多いため、退院までの間に段階を得て説明をするようにした。病棟におけるリハビ

リ機能を高める方法として、患者個別の筋力強化運動と集団レクリエーションを導入した。 

看護・介護に対する投書は０件、苦情は２件、内容は認知症患者のケアに関する事であった。 

リスクレポートⅢa以上は６件で、うち４件は転倒であった。電子カルテ導入後、点滴投与忘れ

が３件あった。原因は、電子カルテからの点滴に関する情報取得不備によるものであった。 
 

目標３．やりがいを感じ働きやすい職場風土をつくる。 

経過・結果：業務改善として、週間業務の業務量調整を行った。しかし、１人頭の平均普通残業は、

１時間増加している。受け持ち主体のカンファレンス開催が定着するようチーム毎大勢を整えた。 

退院支援困難事例が増加する中、個々の退院支援能力を高めるために、看護師による定期的な

勉強会を開催した。集団レクリエーションの企画・運営を介護職と協働で行った。週１回の開催で

現在も継続中である。職務満足度調査の結果、「自己効力感」は素点0.02の改善、「承認実感」は素

点の変化はなかった。 
 

 

目標４．個々のラダーレベルに応じたキャリア開発が支援できる。 

経過・結果：新人の目標達成率は70％である。新人指導者とチームメンバーは、新人看護師が患者

アセスメントをしながら看護技術が取得できるよう指導を行った。現任指導は、受け持ち看護師

としての役割が担えるように指導した。夜間業務・夜間看護が習得出来るよう、個々のペースに

合わせて取り組んでいる。職務満足度の結果、「成長・キャリアの展望」が素点0.21で、「教育機

械」が素点0.19で、昨年度より10％改善した。目標管理シートの共有評価の平均値は、4.28で「４」

以上が全体の60％以上を満たしていた。目標管理面接は２回実施した。 

（文責：後藤 ひさみ） 
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⑼  人工透析センター 

目標１．当院の透析医療を取り巻く状況に対応し、適切な治療を提供できる。 

経過・結果：今年度は東名富士クリニックとの連携により、当院に於いてシャント手術が可能とな

り、尿毒症の進行前に患者自身が透析の必要性を理解して計画的に導入できるようになった。今

年度は５名の透析導入があり、うち１名が外来透析を実施中である。 

臨床工学技士が昨年度増員し、近年注目されているIHDF（間歇補充型血液透析濾過）を積極的

に実施している。常勤医不在だが経験豊富な臨床工学技士により、症例は少ないが緊急透析の対

応も可能となった。地域連携パスや療養目的、レスパイト等近隣病院や透析施設の患者を積極的

に受け入れたが外来患者４名が死亡し患者数の変化はない。しかしベッド稼働率は72.7％で昨年

度と比較し4.7％上昇となった。金井医師の意向で検査名人システムの利用が可能となり、透析量

の評価も容易になった。入院患者増加に伴い月水金カンファレンスが十分に実施できない状況の

中、受持ち看護師全員が個々に患者と向き合い状況把握を行っている。情報不足によるリスクを

防ぐため、全体カンファレンスを定例で実施する方向である。 
 

 

目標２．診療材料の適切な管理と省エネを意識して実践することができる。 

経過・結果：手術目的による他の透析施設患者の受け入れに伴い血管内留置カテーテル患者数も増

加し、カテーテル処置関連の新規診療材料も増えた。また薬剤の取扱いに関しても、納入業者変

更に伴い箱単位で納入することとなり、多数の薬剤を透析室内で管理する状況となった。新規診

療材料に関しては、取り扱い方法をスタッフに説明し周知を図った。死蔵品は「０」であったが

看護助手が長期不在時にアクションシール紛失が１件発生し、シールの取扱い方法を看護助手と

検討を行った。不適切なプライミングの実施が４件発生した。カンファレンスで検討し、前日の

準備はスケジュールを再確認すること、状態が不安定な患者は、当日朝患者の状態を電子カルテ

で確認してからプライミングを行うことで周知を図り、以降不適切なプライミングによる無駄は

発生していない。年度末のスタッフ聞き取り調査にて診療材料の節約と省エネの意識付けは89％

が出来たという結果を得た。 
 

目標３．看護及び臨床工学それぞれの専門分野を、やりがい感をもって業務できる。 

経過・結果：看護師と臨床工学技士が知識を共有し統一した看護・技術を提供出来るように、看護、

技士各々の一日の業務を明確にし、協働業務を作成した。業務マニュアルも改訂できた。技士か

らは患者移乗の知識技術を身に付けたいと意見があり、理学療法士による実技指導を行った。他

部門との連携では、透析関連部署を対象に75名の看護師に透析勉強会を実施し、好評価を得るこ

とができた。固定チームの小集団活動について８割以上が自分の役割を意識しやりがい感をもっ

て活動できたと答え、目標管理シートの共有評価が「４」以上のスタッフは全体の75％を占め、

有意義なチーム活動であったと評価する。 

臨床工学技士を対象に固定チーム活動の説明が不十分な部分があった、次年度は、固定チーム

活動においての役割を理解できるように説明を行っていく。 
 

目標４．安全で信頼される療養環境を提供できる。 

経過・結果：リスクマネジャーを中心に、些細なこともインシデントレポート入力をするよう促

し、発見者以外の関連者にもレポ―ト入力を依頼した。朝のカンファレンスでは、ヒヤリハッ

ト事例と対策を報告し、事例内容によってはリスクカンファレンスを実施し、皆で対策を検討

し合った。インシデントレポートの入力を自主的に行う姿もみられるようになり、リスクに対

する意識向上が図れたと感じることができた。接遇面では、挨拶の強化を図った。スタッフは

挨拶に対する意識は持っており、透析患者からの挨拶に関する苦情はなかった。院内の投書事

例を報告し、患者は医療者（蒲原病院の）の態度を意識して見ていることを再認識した。透析

スタッフは長期に渡り患者と関わる為、良好な信頼関係を築く必要がある。スタッフとの会話

を楽しみに通院する患者も多い。今後も接遇の意識付けを行っていく。  

（文責：手塚 紀代美） 
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⑽  手術室 

目標１． 業務内容を整備し、安全で根拠に基づいた看護を提供する。 

経過・結果：全身麻酔用パンフレットを使用して、外科患者に術前訪問をほぼ全例行うことができ

た。呼吸訓練（トライボール実施）の説明に必要な内容も追加し、スタッフからは説明しやすく

なったという評価が得られた。ただし、１年間使用してみて、外科外来と病棟に使用後のアンケ

ートを実施する予定だったが、できなかったので今後の課題としたい。 

外科の腰椎麻酔患者の外来での術前訪問を開始することができた。早い時期から情報収集をす

ることができ、スタッフからは入院後の術前訪問時にもコミュニケーションがとりやすくなった

という意見が聞かれた。また、患者からも面識のある看護師がいることにより安心したなどの意

見があった。このようなことから外来での術前訪問時や入院後の術前訪問実施により、術前看護

の充実が図れたと考える。 

振り返り用紙を改善し、患者のパーソナルな情報を記入する欄や手術時の状況をチェックする

欄を設け、より記入しやすい内容とした。そして、全症例に対し振り返り用紙を記入し、必要時

その用紙を活用してカンファレンスを実施することができた。手術件数の増加に伴い週1回のカ

ンファレンスを開催することはできなかったが、スタッフ全員がカンファレンスをしようと意識

していたため、短時間で情報交換を行った。その結果、話し合った内容を次の手術で役立てるこ

とができた。 
 

目標２．手術室看護師として専門的知識を高め、個々が成長できる。 

経過・結果：膀胱癌、前立腺癌の勉強会を実施した。全ての泌尿器科手術が初めての経験であり、

医師にも確認をしながら、学習と手術の振り返りを繰り返し、手順書の作成や修正ができた。手

順書を作成すること、振り返り用紙を活用することなどにより、全てのスタッフが情報を共有し、

器械出し業務を行うことができた。 

勉強会実施や医師に体位や手術の流れの確認を行い、手術時の外回り看護の流れを確立するこ

とができた。特に体位については、砕石位、体外衝撃波結石破砕術（ESWL）時のシミュレーショ

ンを繰り返し、患者の安全・安楽、羞恥心に対し配慮することができた。また、患者より手術内

容が理解できていないような言動があり、新たな術前オリエンテーション用紙の必要性を感じ、

前立腺生検、ESWLのオリエンテーション用紙を作成し使用を開始した。 

病棟とは入室時・帰室時の方法、術衣の選択などについて協力し実施できた。また、作成した

オリエンテーション用紙を病棟看護師にも確認してもらい、一連の流れを共有することができた。

病棟と外来との連携はまだスムーズではないが、今後は病棟との合同勉強会や手術の見学などを

進めていきたい。また、術前訪問の実施を泌尿器科外来にも導入していきたい。 
 

目標３．働きやすい職場環境を創り、手術室看護師としてのやりがいを感じることができる。 

経過・結果：職務満足度調査では、自己効力感・承認実感ともに素点は下がってしまった。勉強会

実施や手順書の作成はできたが、新たな手術に対して、十分な知識や技術を習得できないまま始

まってしまったため、専門職としての自信や満足感を得ることができなかったのではないかと考

える。また、昨年まで経験しなかった手術に対し不慣れな状況の中、医師との関係性（信頼関係）

に戸惑いが生じたこと、また、勤務異動により職場の環境や業務内容に慣れないスタッフがなか

なか自信を持てないことなどがポイントダウンした要因ではないかと考える。目標管理の面接が

計画通りに行うことができず、スタッフ個々の目標や想いを確認することができなかったので、

承認実感が得られなかったとも考えられる。 

問題解決支援はポイントアップした。手術件数が増加したことにより生じた様々な問題に対し、

医師への交渉や物品の購入など関連部署と連携をとったり、いろいろな場面でスタッフが働きや

すい環境を心がけ支援に努めた結果ではないかと考える。 

スタッフ各自の目標管理の評価については、全員が達成度「４」以上の評価であった。看護部

の目標値である目標管理の達成度「平均４」が60％以上を達成することができた。 

（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．診療報酬、介護報酬改定による収益アップに繋がる加算をとる。 

経過・結果：算定条件を満たし、継続して看護体制強化加算(１)600単位/月/人を算定した。 

ターミナルケア加算は18件(昨年度８件)、退院時共同指導加算は21件算定し目標は達成できた。 

退院時共同指導加算は、退院後の初回訪問時に算定する為、会議に出席しても退院できない場合

算定できない。会議に出席したが、算定できないケースが２件あった。 

収益アップに繋がる加算は算定できているが、ステーション収益に反映されていない現状がある。 

職務満足度調査において、「効率低下の原因：記録・入力に、必要以上に時間を使っている」の偏

差値が昨年度より低下している。業務を見直し、残業を減少させる対策が必要である。 
 

目標２．受け持ち患者が中心となり、患者・家族の思いに沿った温かな看護を実践する。 

経過・結果：ケアに対する苦情はなかったが、訪問看護費集金後の領収書に対し苦言があり、集金

時に「預かり証」を渡すことにした。集金は訪問看護師にとって負担となる業務であり、病院事

務部を含め対策を検討する必要がある。 

各病棟で訪問看護について勉強会を行った。質問や意見がみられ在宅移行支援への関心の高さ

が伺えた。外来カンファレンスは継続して出席している。院内にある訪問看護ステーションであ

り、連携が取りやすいという利点を活かし支援を継続した。 

訪問看護終了患者15人にアンケートを配布し、無記名で投函をお願いし８人回収できた。全員

が「良かった」」という回答だった。介護指導、24時間対応、心の支え、看取りへの支援、多職種

連携に感謝の言葉が綴られていた。患者・家族の思いに丁寧に関わり、心温かな看護を実践でき

た結果だと評価する。 
 

目標３．理学療法士と連携し、介護報酬改定に沿った支援を実践する。 

経過・結果：朝のカンファレンスの際に理学療法士と情報交換している。介護報酬改定により理学

療法士等によって提供される訪問看護について、定期的な看護職員による訪問が義務付けられ、

看護職員と理学療法士の連携が求められた。理学療法士による訪問看護に対し、看護師が月に１

回定期訪問し状態を観察している。患者への経済的負担を懸念したが、患者からも理学療法士か

らも「安心である」と感想を得ており、リスクの報告はなかった。報告書、計画書も修正し、理

学療法士との連携が見える書式とした。 
 

目標４．訪問看護師として個々が成長し、やりがい感を持って業務を遂行する。 

経過・結果：職務満足度調査の結果、自己効力感、承認実感の偏差値が昨年を上回ることができた。

新採用や異動により訪問看護の経験が浅いスタッフもいる。今後も主任やチームリーダーと協力

し、個々のスタッフがやりがいを持って仕事ができるよう支援していく。静岡県訪問看護協議会

や医師会主催の研修が数多くあり、スタッフの希望に沿って参加し自己研鑽している。「ストマ研

修」「看取り」「精神科看護」「訪問看護e-ラーニング」「重度心身障害児看護」等の院外研修へ参

加した。参加後は日々のカンファレンスで報告し、実践に活かしている。ステーション内の勉強

会は理学療法士による勉強会ができず、実施率は80%であった。 

（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増やし、質の向上を図ることで、病院経営に貢献する。 

経過・結果：特定保健指導初回面談実施件数は821件（昨年度484件）で、前年比約170％であり、目

標件数を超えて大幅に増加し、約500万円の増収となった。今年度、制度の変更に伴い、出張健診

先での健診と同時に実施する「初回面談分割実施」を取り入れたことや、新たな事業所との契約

が増えたことなどが件数の増加に繋がった。アウトカムとしては、体重が２㎏以上減少、または

腹囲２㎝以上減少、または血液検査でHbA1ｃの改善が見られた人が35.3％であり、目標値を達成

した。 

特定保健指導は、生活習慣病の発症、重症化を予防し、医療費適正化に寄与することが明らか

になっており、各医療保険者に対して実施率の向上が求められている。当センターにおいても、

今後、受託件数の増加が見込まれており、また2019年度より単価が上がり、さらなる収入の増加

が期待される。質の向上にも努め、特定保健指導を通して、地域の人々の健康を守る使命を果た

し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：がん検診精密検査受診率 2018年（2017年） 

 
大腸がん 

（便潜血） 
肺がん 

胃がん 

（胃透視） 
乳がん 

人間ドック受診者  (％) 65.6（70.5） 85.2（75.7） 62.5（60.6） 52.4（16.4） 

集団健診受診者    (％) 40.5（29.0） 50.3（51.4） 50.9（52.8） 50.0（30.0） 

がん検診の精密検査受診率は上記の通りである。いずれの項目も集団健診受診者の受診率が低い

が、大腸がん検診の受診率は今まで20％台を低迷していたのが、大きく上昇した。精密検査の受診

勧奨を継続して行ってきた成果が出ていると考えられるが、国は精密検査受診率の目標値を90％以

上としており、まだまだ及ばない状況にある。今後も効果的な受診勧奨を健診センター全体で取り

組んでいく必要がある。 

生活習慣病予防に関しては、出張健診先での特定保健指導の実施に伴い、同時に受診勧奨や保健

指導を実施することで、当院の糖尿病外来へつないだケースもあり、生活習慣病予防への意識を高

める関わりを行なうことができた。 
 

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15件の投書があり、接遇に関するものが７件、

システムや設備等に関するものが８件だった。接遇に関するものは、全て好意的な意見であり、

その他の意見についても、多職種で協力し、迅速な対応に努めた。 

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。また、満足度調査の結果について、多職種での話し合い

の場を持ち、改善につなげる提案を行うことができた。来年度は、今までも多数意見が寄せられ

ていた「待ち時間の長さ」について、改善に向けての取り組みを健診センター全体で進めていき

たい。 
 

目標４．スタッフが健診センターで働く保健師として専門性を高め、誇りを持って仕事を行うことが

できる。 

経過・結果：保健師、管理栄養士合同カンファレンスを２ヶ月に１回実施し、事例検討や研修参加

報告などを行った。全てのスタッフが院外の研修に参加して、専門性の向上に努めることができ、

職務満足度調査で「成長・キャリアの展望」は前回より偏差値が13％上昇した。また、個々の目

標管理において、共有評価が「４」以上が全体の71％であった。 

（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 ４/11～13 平成30年度診療報酬・介護報酬改定説明会 5名 

静岡県看護協会 ５/９ 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 ５/17～18 看護倫理の考え方－みんなで考える倫理問題 2名 

静岡県看護協会 ５/19 発達障害を理解する 2名 

静岡県看護協会 ５/31 知っておきたい認知症ケアの基本 5名 

静岡県看護協会 ６/２ もう迷わない!迷わない!高齢者施設・在宅での感染予防 3名 

日本通所ケア研究会 ６/３ 
入院中に起こりやすいBPSD対応と認知症ケア加算取得と活動の実際セミ

ナー 
1名 

静岡県看護協会 ６/４ 後輩育成に活かすコーチングとティーチング 5名 

静岡県看護協会 ６/５～９/５ 認定看護管理者教育課程  ファーストレベル 1名 

静岡県看護協会 ６/７ 新入会員研修 2名 

静岡県看護協会 ６/９～10 教育担当者のためのシミュレーション研修 1名 

静岡県看護協会 ６/11 おさえておきたい糖尿病看護の基礎 6名 

静岡県看護協会 ６/13 看護研究の第一歩～研究テーマの絞り込み～中部 2名 

静岡県看護協会 ６/16 第1回労働環境に関する研修会 2名 

日本看護協会インターネット配信研修 ６/21～22 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 1名 

静岡県看護協会 ６/29 災害看護一般研修Ⅰ 1名 

静岡県看護協会 ６/30 看護研究の第一歩～研究テーマの絞り込み～東部 1名 

静岡県看護協会・静岡県ナースセンター ７/12 再就業者フォローアップ研修会 1名 

全国自治体病院協議会 ７/19～20 看護師研修会 1名 

静岡県看護協会 ７/21 静岡県看護教員継続研修 4名 

静岡県看護協会 ７/25 新入会員研修 3名 

静岡県看護協会 ７/26～27・30 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 

静岡県訪問看護ステーション協議会 
７/28、 

８/４・18 
平成30年度 精神科訪問看護研修 1名 

静岡県看護協会 
８/２～ 

H31/２/１ 
訪問看護師養成講習会 1名 

静岡県看護協会 ８/６ フィジカルアセスメント 2名 

静岡県看護協会 ８/18 看護リフレクション 5名 

静岡県看護協会 ８/21～22 災害支援ナースの第一歩 5名 

全国自治体病院協議会 ８/22～24 看護管理研修会（第１回） 2名 

日本臨床看護マネジメント学会 ８/26 重症度、医療・看護必要度評価者 院内指導者研修 5名 

静岡県看護協会 ８/30 災害支援ナース登録者研修 8名 

静岡県看護協会 ８/31～９/１ 感染管理～感染予防リンクナース研修～ 1名 

静岡県看護協会 
９/１～ 

H31/２/16 
e-ラーニングで学ぶ医療安全管理者養成研修 1名 

静岡県看護協会 
９/６～ 

42日間 
平成30年度 看護職員実習指導者等講習会 1名 

静岡県看護協会 ９/８ 
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 
4名 

日本通所ケア研究会 ９/８～９ 
入院中に起こりやすいBPSD対応と認知症ケア加算取得と活動の実際セミ

ナー 
2名 

静岡県病院協会 ９/16 エマルゴ机上シミュレーション 2名 

静岡県看護協会 ９/25 認知症対応力向上研修 1名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 
９/27、 

10/３・16・22 
医療機関の看護師研修 1名 

全国自治体病院協議会 ９/27～28 臨地実習研修会 1名 

静岡県立静岡がんセンター ９/29 がん介護実践研修会 3名 

静岡県看護協会 10/９ 災害看護一般研修Ⅱ 2名 

静岡県看護協会 
10/10～ 

H31/１/17 
認定看護管理者教育課程  セカンドレベル 2名 

静岡県看護協会 10/11～12 多死社会に求められる看取りの看護 7名 

静岡県自治体病院協議会 看護部長会部会 10/12 第1回 看護部長部会研修会 3名 

静岡県看護協会 10/20 コンピテンシーを基盤とした看護管理 2名 

静岡県看護管理者会 10/23～25 中間管理者研修会 2名 

静岡県看護協会 10/27 効果的なプレゼンテーション技法 1名 

静岡県看護協会 10/30 暮らしをつなげる看護職員のためのフォローアップ研修 3名 

静岡県看護協会 11/２ 次世代をみすえた看護管理 2名 

静岡県看護協会富士地区支部 11/６・17 災害看護地区研修 1名 

静岡県看護協会 11/９ 看護補助者活用推進のための看護管理者研修 3名 

静岡県看護協会 11/15～16 看護倫理の考え方－みんなで考える倫理問題 4名 

静岡県自治体病院協議会 看護部長会部会 11/16 第2回 看護部長部会研修会 1名 

ライフプランニングセンター 11/17～18 平成30年度 がんリハビリテーション 第5回 1名 
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静岡県看護協会 11/10 第2回労働環境に関する研修会 1名 

全国自治体病院協議会 11/28～30 看護管理研修会（第3回） 1名 

静岡県看護協会 11/30 意思決定の支援－あなたは支援者になっていますか－ 3名 

静岡県看護協会 12/１ 脳卒中リハビリテーション看護 フォローアップ研修 1名 

静岡県理学療法士会 12/１～２ 平成30年度静岡呼吸リハビリテーション研修会 1名 

全国自治体病院協議会 12/３～４ 医療安全管理者養成研修会〈管理コース〉 1名 

全国自治体病院協議会 12/５～７ 医療安全管理者養成研修会〈実践コース〉 1名 

全国自治体病院協議会 12/３～４ 医療安全管理者養成研修会〈第2回専門コース〉 1名 

静岡県看護協会 12/８ 透析に移行させない糖尿病の重症化予防 4名 

静岡県看護協会 
12/13・15、 

１/23～24 
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 12/15 看護師長交流会 1名 

日本看護協会インターネット配信研修 11/28～29 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 1名 

日本看護協会インターネット配信研修 12/19～20 認知症高齢者の看護実践に必要な基礎知識 2名 

静岡県看護協会 １/17 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 

静岡県看護協会 １/27～29 平成30年度 災害支援ナース育成研修 1名 

静岡県看護協会 ２/７ 平成30年度 労務管理研修 5名 

医学会総合研究機構 ３/９ 看護師の看護師による看護師の為の災害看護研修～病院対応編～ 2名 

東北地方慢性期医療協会 ２/11～12 排尿機能回復のための治療とケア講座 3名 

静岡県病院協会 ２/12・14 平成30年度静岡県災害医療従事者研修会 1名 

静岡県看護協会 ２/23 認知症ケアをつなぐ看看連携 3名 

静岡県看護協会・看護連盟 ３/14 少子・超高齢・多死社会を生き生きと活躍する看護師になるために 2名 

 

-96-



 

 

３  院内看護研究会（平成31年３月８日発表会） 
⑴  特定保健指導を受けて3年経過後、血圧・糖代謝・脂質代謝において受動勧奨値に達した人とそ

うでない人の生活習慣の変化 ～「標準的な質問票」と健診結果の分析から～ 

健診センター  〇佐藤 杏子、高橋 愛、原 知聖 

 

⑵  不穏行動のある患者に安心安楽を提供するケアについての一考案 

～オルゴールCDと共に、タッチング・手浴・足浴を実施して～ 

西３病棟  〇小田 映美、山田 佳奈美、錦織 和恵 

 

⑶  検査時における苦痛緩和が及ぼす影響と課題 

～上部内視鏡検査受診者の心理状態を検証して～ 

外来  〇塩川 祐子、清 浩子、石黒 知明、山本 清美 

 

⑷  地域包括ケア病棟における多職種連携に関する現状と意識の相違 

西２病棟 〇大垣 陽子、大石 晋平、篠原 鈴巳 

 

⑸  高齢者の永続的な治療に対する思いを知る 

～透析スタッフから聴く患者との会話からの分析～ 

透析センター  〇内垣内 清奈、佐野 香保里 
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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  実践の目的は 

ア  感染から患者を守る 

イ  医療スタッフの安全を守る 

ウ  科学的根拠に基づく対応が感染率を低減し経済効果に繋がる 

 

②  活動内容 

ア  院内感染対策委員会（ＩＣＣ）：毎月１回  第２木曜日開催 

イ  感染対策チーム（ＩＣＴ）：毎月２回 第２・４火曜日開催 

・週１回 ラウンド 

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

「Ⅰ－１」：富士市立中央病院と富士宮市立病院の３病院で、地域連携カンファレンス

（相互評価とラウンド）の実施 

「Ⅰ－２」：聖隷富士病院（４回）と新たに川村病院（２回）が参加し、５月23日「手指

消毒剤の使用量増加に向けた取り組み」、８月22日「個人防護具（ゴーグル）

の適切な使用状況について（業者による、ゴーグル関連製品の説明、展示の

実施）、11月28日「自施設における職員のワクチン管理の取り組みについて」、

２月28日「インフルエンザ等の院内発生状況につい」４回実施した 

ウ  看護部環境感染対策委員会：毎月１回 第３火曜日出席 

エ マニュアル作成（１件）・改訂（24件） 

オ カテーテル関連尿路感染（CA-UTI）サーベイランス６病棟実施 

・2019年１月から、西３病棟・本４病棟開始 

カ 研修会講師 
 № 日 時間 依頼元・対象 研修内容 

看
護
部
教
育
委
員
会 

１ ４月９日 ８:00～９:00 ラダーⅠ 直ぐに実践できる感染対策 

２ ５月10日 15:30～16:30 ラダーⅠ 針刺し・切創、血液暴露防止対策 

３ ６月５日 13:00～14:45 ラダーⅠ 手指衛生と個人防護具着脱のタイミング洗浄・消毒・滅菌の洗濯 

４ 10月４日 15:30～16:30 ラダーⅡ 経路別予防策 

５ 11月５日 15:30～16:30 ラダーⅢ 予防接種 

６ １月18日 13:00～16:00 マネジマント 感染管理～マネジメント編～ 

７ ２月４日 14:30～15:30 看護助手 インフルエンザとノロウイルス① 

８ ２月15日 14:30～15:30 看護助手 インフルエンザとノロウイルス② 

９ ５月１日 ８:45～９:45 プレシャスナース  

10 ５月11日 ９:30～10:30 プレシャスナース  

11 ７月９日 ８:15～９:15 プレシャスナース  

12 ９月10日 ９:45～11:00 プレシャスナース  

院
内
研
修 

13 ４月３日 10:30～12:00 事務部 新採用者研修 

14 ７月17日 10:00～11:00 看護部 再就業研修会 

15 ７月27日 14:45～15:30 看護部 高校生一日体験ナース 

16 11月21日 10:30～11:00 認定委員会 呼吸器衛生／咳エチケットについて 

17 10月26日 ９:00～10:00 看護部 中学生職場体験研修会 

18 11月15日 16:00～16:45 病院 後期感染研修会① 

19 11月21日 16:00～16:45 病院 後期感染研修会② 

院
外
研
修 

20 10月７日 13:00～16:30 静岡県病院協会 平成30年度  第１回感染対策セミナー「相談コーナー」 

21 12月10日 13:00～16:30 静岡県病院協会 平成30年度  第２回感染対策セミナー「相談コーナー」 

22 12月21日 17:00～18:00 芙蓉の丘 高齢者介護施設における感染対策～インフルエンザとノロウイルス～ 

キ 地域の啓蒙活動 

・10月27日（土）に健康フェスタ（富士川まちづくりセンター）で、咳エチケットキャン

ペーンとしてのマスク200組配布 

ク  コンサルテーション 

・院内、院外（連携病院や中部感染対策ネットワークでは25件）において実施 
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③  認定看護師会の活動 

ア  認定看護師会（毎月１回開催） 

・看護外来：テーマ「呼吸器衛生/咳エチケットについて」  当館１階待合ホール  11月21日 

 

④  感染管理認定看護師の自己研鑽 

ア 静岡県中部感染対策ネットワークに参加：毎月１回 

イ 静岡県病院協会の感染対策セミナー：参加また相談コーナーを担当 10月７日・12月16日 

ウ 第34回  日本環境感染学会総会参加：神戸  ２月22日～23日 

（文責：佐藤 八千代） 
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⑵  がん化学療法看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア ＦＯＬＦＩＲＩ＋ＢＶ療法 内科外来 ５月８日 

イ ＸＥＬＯＸ療法 東３病棟 ５月21日 

ウ ＡＣ療法 東３病棟 ６月４日 

エ ジェムザール療法 西２病棟 ６月13日 

オ ＡＣ療法 東３病棟 10月23日 

カ ハーセプチン・アブラキサン療法 東３病棟 11月27日 

キ ＸＥＬＯＸ療法 東３病棟 １月29日 

 

②  学会発表 

富士富士宮地区 消化器癌研究会 

テーマ：当院でのXELOX療法時における血管痛対策への取り組み 

2018年11月28日  ホテルグランド富士 

 

③  がん化学療法看護に関する自己研鑽 

第56回  日本癌治療学会学術集会  10月18日～20日  パシフィコ横浜 

 

④  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） 

５月９日、７月13日、９月14日、11月９日、１月11日 

 

⑤  認定看護師会（毎月１回開催） 

（文責：松永 光代） 
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⑶  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 

『透析療法の実際』  ７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  シャント・カテーテルについて ９月14日（金）13：30～病院内 

イ  透析療法・ドライウェイトとは、透析患者の食事・水分摂取・内服について 

９月19日（水）13：15～病院内 

ウ  透析導入～退院までの流れについて  ９月19日（水）13：15～病院内 

 

⑤  共立蒲原総合病院フェスタ 

『爪ケア』  10月27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  １月13日～14日 

 

⑦  コンサルテーション 

（文責：谷沢 美恵子） 
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⑷  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  ５月30日 

イ  「リハビリテーション看護」           ラダーⅡ  10月４日 

 

②  院外研修講師 

「看護・健康教室」コーディネーター 

「転倒しないための体操」  ヒューマンライフ富士  会議室  ７月２日 

 

③  学会参加 

「stroke2019」  横浜  ３月21日～23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  「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」 

静岡県脳卒中リハビリテーション看護認定看護師会主催  12月１日 

イ  「東海脳神経看護研究会」 

日本脳神経看護研究会  東海地方部会  ２月10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「脳卒中の発症と予防」  12月27日 

 

⑦  排尿ケア委員会（毎月第 1月曜日開催） 

排尿ケアチーム  ラウンド（毎週木曜日） 

（文責：稲葉 映） 
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⑸  認知症看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア  ラダーⅡ       ５月２日、７月12日    認知症ケア 

イ  ラダーⅠ       ７月12日             高齢者の理解 

ウ 派遣型再就職支援   ７月19日              認知症看護 

エ 高校生一日ナース体験  ７月27日              認知症看護について 

オ 芙蓉の丘       ８月９日・23日・31日  認知症とは 

カ 中学生職場体験    10月25日              認知症看護について 

キ 助手研修       ３月７日・29日        認知症患者の理解 

 

②  院外研修講師 

つどいのおかデイサービスセンター  １月30日  高齢者の権利擁護と身体拘束 

 

③  院外活動 

ア 平成30年度  富士市認知症施策推進委員会  ７月17日、11月13日、２月13日 

イ 富士市健康まつり 健康相談 ９月16日 

ウ 蒲原病院フェスタ 認知症相談 10月27日 

エ 三島すこやかふれあいまつり（まちの保健室）健康相談 11月18日 

オ 平成30年度 富士市認知症カフェ交流会 ３月20日 

 

④  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 

イ  認知症の人へのケア＆リハビリテーション８つの具体策（日総研）  ５月20日 

ウ 入院中起こりやすいBPSD対応と認知症ケア加算取得と活動の実際（日本通所ケア研究会） 

６月３日 

エ  日本老年看護学会 第23回学術集会  ６月23日・24日 

オ 急性期医療での“抑制しない看護”（日総研）  ９月１日 

カ 転倒予防学会 第５回学術集会  10月７日 

 

⑤  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  ２回／年開催 

「せん妄と薬」  ８月３日・28日、９月６日・26日 

「認知症の人と共に DVD研修」  １月11日、２月21日・26日、３月11日 

ウ 院内デイケア  （７月、12月開催） 

 

⑥  コンサルテーション 

 

⑦  認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来  10月24日  「認知症について」 

（文責：齋藤 美和） 
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⑹  緩和ケア認定看護師 

①  院内研修 

リラクゼーション  新人研修  ７月24日 

患者・家族との関わりを深めるコミュニケーション  西３病棟  11月13日・27日 

 

②  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア  第33回  日本がん看護学会学術会  福岡国際センター  ２月23日～24日  

 

③  院内活動 

ア  緩和ケアチーム（５月発足：横山医師、がん化学療法認定看護師、薬剤師、作業療法士、

理学療法士、栄養士、メディカルソーシャルワーカー） 

週１回  カンファレンス・回診 

イ  外来化学療法カンファレンス（がん化学療法認定看護師、外来看護師、訪問看護師、薬剤

師、理学療法士、メディカルソーシャルワーカー） 

２ヶ月に１回  

 

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」  ８月22日 

(文責：鈴木 千惠) 
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