
Ⅴ  看護部 
【看護部理念】 

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持って「信頼される

心温かな看護・介護」を提供します。 

 

【2019年度看護部方針】 

１．病院中期経営計画の2019年度目標達成に参画する。 

２．職能人として倫理観を持って看護・介護を実践する。 

３．組織力を発揮して、チーム医療促進に貢献する。 

 

【2019年度看護部目標】 

１．病院経営に積極的に参画する。 

目標値：病床利用率  一般病棟94.9％、地域包括ケア病棟90.8％、療養病棟97.8％ 

外来患者数400人/日 

２．安全で根拠に基づいた質の高い看護・介護を提供する 

目標値：患者満足度調査の結果、取り組んだ項目が１～10％向上する。 

褥瘡発生率・レベル３aのリスク発生件数改善 

３．「こんな職場で働きたい」誰もが思える職場を創る。 

目標値：離職率、前年度より0.5％改善する。 

各部署が1つ以上の業務改善に取り組む 

職員満足度調査結果 雰囲気72点・労働条件56点・やりがい70点 

４．キャリア開発を支援し、ひとりひとりが成長できる 

目標値：新クリニカルラダーの理解が60％ 

目標管理の達成度「平均4」が全体の60％以上 

 

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

に積極的

に参画す

る 

病床利用率 一般病棟 94.9％ 

地域包括ケア病棟 

90.8％ 

療養病棟 97.8％ 

外来患者数 

400人/日 

・効率的効果的な病床

管理の実施 

 毎日、緊急時ベッド

調整会議開催 

(各病棟師長＋外来

師長＋地域医療支

援室＋医事経営課

＋薬剤師＋感染) 

・入院、転入を快く受け

入れる 

(各病棟) 

外来と病棟の連携

強化 

応援機能の発揮 

一般病棟稼働率：76.2％ 

地域包括ケア病棟稼働率：76.9％ 

療養病棟稼働率：98.1％ 

外来患者数：337人/日 

療養病棟以外は目標値に達しなかったが、各部署

の応援体制も機能させながら、入院は断らない、

快く受けることが出来た。また、患者の病状を最

優先に考えながら、DPCの診療報酬上複雑な要件

を意識したベッド調整が行えた。 

  看護必要度Ⅱ 

EFファイルデータ 

25％を維持 ・確実なコスト取りと

根拠になる記録 

スタッフへの教育

(各病棟) 

・定期的な記録の監査

(担当委員会) 

年間通して看護必要度25％を維持できた。根拠

となるよう記録としては入力を継続している。電

子カルテ・記録委員会が主体となって監査も行い

精度も向上している。 

  施設基準要件 

各種加算・指導料 

急性期 

急性期一般入院基本料１  

急性期看護補助体制加算  

地域包括ケア 

看護職員配置加算(10対１相当)  

・人員の確保、体制整備

(看護部) 

・応援機能の発揮(各部

署) 

・計画的な休日取得(各 

各部署からの応援体制で、全ての看護配置、加

算を維持することができた。 

病院の各委員会・チーム医療にも認定看護師を

始めとした看護部職員が関わっており、下記に主

な加算を挙げる。 



   看護補助者配置加算 

夜間看護加算 

上記を通年維持算

定 

排尿自立支援指導料 

介護支援等連携指導料  

昨年度比10％増加 

部署管理) 

・各種チーム医療への

参画 

スタッフへの周知

と啓蒙 (各チームメ

ンバー＋スタッフ) 

排尿自立支援指導料の算定：955件 

介護支援等連携指導料：297件 

認知症ケア加算：39,913件 

フットケア外来：48件 

排尿自立支援指導料については排尿ケアチー

ム発足から２年目を迎え、前年度比6.7倍の算定

数となった。経営への貢献にも繋がるが、排泄の

自立は患者家族が在宅へ帰る際に望む指標の一

つとして挙げられることが多い。次年度は外来看

護師とも協働して活動を強化していく。 

糖尿病専門医からの要請もあり、糖尿病の足病

変を早期に発見しケアすることで「生活の質を落

とさない」ことを目標に、８月からフットケア外

来を開設した。フットケアに精通した外来看護師

が中心となり活動し、患者数も増えている。 

2020年１月から始まったペイン外来は手術室

看護師が担当しており、こちらも患者数が増えて

いる。 

今後もチーム医療への協力・加算算定の漏れが

ない等の財務、患者のQOLの向上を目標に顧客の

視点の両方に貢献していきたい。 

  診療材料 

 

棚卸し結果 

病院全体の電気料

金 

シール紛失：昨年度

比10％改善 

棚卸し結果の10％

改善 

電気料金５％削減 

・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) 

・コピー用紙使用枚数、

不要な診療材料の検

討、削減(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) 

シールの紛失枚数：16枚 昨年度11枚より増加

しており、目標達成はできなかった。次年度は根

本的な方法を見直す必要がある。 

コピー用紙については各部署が裏紙の使用を

推進する活動を、電気料金の削減についても取り

組んだが、いずれも削減には至らなかった。 

不要な電気の消灯については、各部署が注意喚

起方法を工夫して取り組めた。 

棚卸し結果では、2020年に入って感染対策に係

る費用が増えている。 

顧客 安全で根

拠に基づ

いた質の

高い看護・

介護を提

供する。 

褥瘡発生率 2017年度：0.42％ 

2018年度：2.4％ 

2019年度：50％改善 

目標1.2％ 

・原因精査、対策立案、

実施、評価 

(病院、看護部褥瘡対

策委員会、各病棟)  

褥瘡発生率：3.8％（+1.4％） 

全病棟で目標に挙げ取り組んだが上

昇している。各部署・委員会の評価か

らは、啓蒙活動、勉強会の開催等、手

立ては打っているが改善に至ってい

ない。 
  ３ａ以上のリスク 件数：10％減少 

３ａ：27件 

３ｂ：4件 

・４月から導入するナ

ーシングメソッドを

活用、看護手順の遵

守(リスク委員) 

・バーコードリーダー

による３点認証を 

確実に実施 (リスク

委員) 

2019年度のレベル３ａは57件であった。内容は

転倒転落による擦過傷、皮膚の皮向けが多く、そ

の他はドレーン、CV自己抜去、採血時のしびれ等

であった。 

レベル３ｂは9件であった。内容は転倒転落に

よる大腿骨頚部骨折、肋骨骨折、内服忘れによる

降圧剤注射投与等であった。 

2019年度は重大事故を防ぐ為に、インシデント

レベルからのレポート提出を啓蒙した。結果、院

内全体で947枚の提出があり、その内、看護部の

レポートは775枚であった。院内全体の82％は看

護部からのレポート提出であった。３ａ・３ｂ件

数は目標値に届かなかったが、早期から改善策を

立案することで重大事故を防ぐことができたと

考える。 

バーコードリーダーによる３点認証のリスク

は０であったが、点滴施行忘れが５件あった。注

射カート内に残っている点滴を次勤務者が発見

した事例であった。              

文責：松永 光代(医療安全管理者) 

  感染症罹患状況 蔓延しない ・PNIPC(感染制御実践

看護師 )＋各部署環

境感染対策委員が実

施、評価 

・インフルエンザは４月から５月までと11月か

らの２回の流行があった。 

１回目については、東２病棟において２名

の持ち込み患者の入院があった。他患者・職員

への伝播は見られていない。（4/15～4/28） 

２回目の11月からの流行については、４名

の患者が持ち込み入院、14名が院内発生（内疑

い７名）職員は16名（疑い１名）の罹患があっ

た。（11/16～3/31） 

疑い患者と職員については予防投与措置を

実施した。 



     ・疥癬については、東３病棟にて１名発生(持ち込

みの疑い)同室者に対して予防的措置が行われ

た。（11/7～12/3） 

また、本４病棟で、１名発生したが他患者・職員

への伝播は見られていない。（12/13～12/26）・

新型コロナウイルス感染症に対しての感染拡

大予防として、環境感染委員へ手指衛生や環境

清掃の重要性を示し部署での感染予防策を実

施できた。 

文責：鈴木智子(感染制御実践看護師) 

  患者満足度調査 取り組んだ項目が

１～10％改善する 

・2018年度の調査結果

から一つを抽出し、

改善に向けて取り組

む（各部署） 

特殊な部署を除いて４部署が「スタッフの対

応」に、他は「病棟・病室の安全配慮」「待ち時

間の短縮」「私語を慎む」について取り組んだ。

患者満足度調査への取り組みは次年度６月の調

査に反映すると思うが、接遇「看護師・看護スタ

ッフの対応」は昨年度比1.4％下降している。次年

度調査結果を注視していく。 

  看護・介護に対する

投書件数 

改善に値する件数： 

５件以内 

・接遇力の向上（各管理

者） 

 2018年度改定された

接遇マニュアルの活用 

 病院接遇委員会主催

の研修に参加 

 e ラーニング「医療

者にとって本当に必要

な接遇とは～専門職業

人としての基本的態

度」を受講 

看護職員に関する苦情・意見：５件の苦情 ２

件の称賛 

目標値は達成できた。ご意見をいただく毎に、

倫理事例として看護部倫理委員会メンバーが中

心になって、各部署で検討していることも改善の

一助になっていると考える。 

研修受講率：99.4％ 

今年度から導入したeラーニング効果で高受講

率となった。 

内部プロ

セス 

「こんな

職場で働

きたい」誰

もが思え

る職場を

創る。 

離職率 正規：0.5％改善 

2017年度4.9％ 

2018年度6.1％ 

看護補助者：5％改

善 

2017年度22.1％ 

2018年度21.9％ 

・スタッフと定期的な

面接の実施：キャリ

ア展望・勤務継続意

志・夜勤従事状況等

(各部署管理、職員数

が多い部署は主任も

担当可) 

・各部署管理者、主任の

面接：２回/年(看護

部長) 

・後半の看護部連絡会

議で、看護補助者の

現状と課題、対策に

ついて話し合う 

・今こそ「フィッシ

ュ！」を活用、各部署

内全職種でお互いを

認め合う風土創り

(各部署＋看護部) 

・七夕の夕べ  ７月５

日(金)開催 

・プレシャスナース、中

途採用の看護補助者

と定期的な面談 (看

護部長) 

・主任会の開催 ２回/

年、テーマを決めて

意見交換、病院の変

革・経営改善に繋が

る内容は提言 

(各部署主任) 

・離職率：看護師5.4％看護補助者11.7％ 

目標値はクリアできた。看護師は平成29年度の

4.9％に続く低い値になった。各部署の管理者を

はじめ指導的な立場のスタッフ、各チームリーダ

ーが丁寧にスタッフ一人一人と関わった結果と

評価する。 

 

・師長・主任の面談、主任の中間面接は希望者の

みとして行った。課題や展望を知る良い機会とな

った。 

・２回実施。看護補助者が困っていることをタイ

ムリーに話し会う場になり、廊下に空調が無い本

館４病棟に扇風機を購入した。 

 

・フィッシュ哲学を取り入れた活動は11部署中

６部署が実施、他部署も形は違うが「働きやすい

職場」を目指した取り組みを行った。評点の平均

値は3.7 

 

・七夕の夕べ７月５日開催114名出席 

 

・プレシャスナース面談、看護師は予定通り実施

できたが、看護補助者までは廻らなかった。 

 

 

・看護部の部長以下看護師長は、向こう５年間で

８名が定年退職を迎える。次世代を担う看護管理

者育成の一貫という意味合いもあって、主任会を

発足した。3回/年開催、毎回、情報交換はじめ目

的意識を持って開催できている。 

  勤務間インターバ

ル 

 

有休取得 

11時間（努力義務） 

 

夏休み３日、リフレ

ッシュ３日以外に

５日 

・業務改善（各部署） 

・残務量の把握と采配 

 病棟と外来の連携、

応援（各部署） 

・計画的な休日の取得 

 本人の希望を聴い

て、それを踏まえた時

期を指定、５日間を取

得してもらう。 

超過勤務時間数：7,882時間/年 

昨年比で1,973時間の減。 

各部署の業務改善、療養病棟においては電子カ

ルテのＤテンプレートを有効活用し患者の見え

る記録と効率の良さが実現できたことによる結

果と評価する。 

有休５日/年の取得は総務課に一覧を毎月出し

てもらい対応していく。３月末段階ではクリアし

ている。 

１月末現在までは取得できているが、病気休暇

が多く、公休の取得もままならない現状で、有休 



     ５日の取得義務は負担増になっている。 

  職員満足度調査 雰囲気72点 

労働条件56点 

やりがい70点 

・職員満足度調査の実

施 

期間：11月１日 

雰囲気：67点 

労働条件：63点 

やりがい：60点 

    ～24日 

対象：看護部職員 

255名 

・結果の読み取りと対

策(各部署) 

５年ぶりに調査内容を変えて実施した。看護

師・看護補助者共通の傾向として「今の職場で働

きたい」が処遇には満足していないという結果だ

った。また、どちらもパート職員の方が満足度が

高く、仕事と私生活のバランスが取れている為と

推察する。 

やりがいは目標値より10点も低く、自分が評価

されていないと感じていることが分かった。３回

/年行う目標管理面接で、何に期待し評価してい

るかを伝える必要がある。 

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 

当院のクリニカル

ラダー 

 

各研修と年度末の

アンケート 

職員満足度調査 

 

到達目標チェック

リスト 

 

Eラーニング (ナー

シングサポート、ナ

ーシングメソッド)

のテスト得点率、視

聴率 

 

新人の離職率・プレ

シャスの離職率 

 

eラーニング視聴率 

 

研修参加率 

 

目標管理の達成度 

・ラダー表、運用方

法、評価表の完成 

・アンケートでラ

ダーの理解度の

項目で｢理解でき

た｣ ｢だいたい

理解できた｣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 

 

・新人の到達目標

チェックリスト

の達成度が85％

以上 

・各研修、項目のテ

ストの得点率の

平均が70％ 

 

・新人・プレシャス

の離職率ともに

“０” 

 

・平均４が全体の

60％ 

１）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

ダーの完成と目標に

沿った研修会の企画

(教育担当師長) 

・満足感がありかつ効

率的な研修の工夫

(教育委員会) 

 

２）新人看護職員研修

で技術項目強化 

・演習時間を増やし集

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) 

 

３）実地指導者との連

携強化 

・新人のスムーズな導

入と実地指導者支援

のための病棟ラウン

ド(教育担当師長) 

 

４）看護職へのeラーニ

ングを使った学習方

法習得への支援 

・eラーニングについて

の説明会の実施 (病

棟) 

・eラーニングを活用し

た研修方法の検討

(教育委員会) 

 

５）キャリアアップに

つながる看護補助者

研修の工夫  

・eラーニングを活用し

た研修方法の検討

(教育委担当師長) 

・各部署管理者の支援、

評価 

今年度も新しいクリニカルラダー導入に至ら

なかった。JNAよりクリニカルラダー内容の企画

案も出されているので参考にし、導入を目指した

い。 

年度末アンケートでは、レベル１～Ⅴ-２では、

「満足できた」「まあまあ満足できた」は83.5%で

あった。目標は達成できたが、昨年よりも約10ポ

イント低い結果となった。特にⅡ～Ⅴ-１のレベ

ルでの割合が低かった。 

今年度レベルⅡ～Ⅴ-１まで実施した30の研修

のうち17はeラーニング視聴研修であった。視聴

のみにならないように工夫したつもりではある

が、時間の都合で視聴のみになってしまった研修

もある。一方レベルⅤ-２は退院支援についての

事例検討を行い、昨年と同様の好評価であった。

参加者がそれぞれ意見を言い合う時間があった

ことが研修に対しての満足感を高める結果とな

ったと考える。 

一方、職務満足度の能力開発支援は平均61％で

部署間の差(38％～84％)が大きい結果であった。

お互いの意見を言い合えるような集合研修内容

の工夫や、部署ラダーの開発等、ＯＪＴにおいて

もスタッフがキャリア開発できるような支援体

制の構築を検討していきたい。 

集合研修で基本的な護手順はeラーニング(ナ

ーシングメソッド)で確認し当院の物品等につい

ては看護手順も活用した。予習復習としてナーシ

ングメソッドを視聴している新人もいた。演習時

間を十分とろうと計画したが、演習時に担当者が

不在となり新人だけで演習を行う時間もあった。

到達率の平均はチェックリストⅠ83.8%、Ⅱ70.7%、

Ⅲ89.1%であった。Ⅱ（看護技術）は一般病棟のみ

だと82.3%であったが目標には到達できなかっ

た。ナーシングメソッドを効果的に活用し新人の

技術到達を強化していきたい。また、病棟によっ

て経験できる技術が異なるため、到達レベルの見

直しも実施していきたい。 

新人看護師・プレシャスナースとも離職率は０

であった。 

４月、５月の数回、新人看護職員の状況の把握

と実地指導者の支援のため新人看護師が配属さ

れた病棟をラウンドした。新人看護職員の表情や

行動等は少し観察できた。新人も実地指導者も看

護ケアに入っており具体的な支援には至らなか

ったが、看護技術の手順方法について集合研修で

説明した内容とは違った方法で実施していたこ

とに気づき確認したことがあった。新人看護職員

研修の準備等でラウンドする時間が確保できな

い状況はあるが、実地指導者、新人看護職員の支

援、実際の看護技術の確認という点では必要性を

感じた。ラウンドの具体的な方法について検討し

ていきたい。 

４月よりeラーニングを導入し、視聴方法につ

いては教育委員や研修を通してスタッフ一人一

人が理解できるように説明した。また職員研修、

委員会の研修、ラダー研修では、研修の中で視聴 



     したり自己視聴を必須とした。結果、アンケート

や視聴状況では共にほぼ100％の人が理解、アク

セスしており導入初年度としてeラーニングの周

知ができたと考える。テストを実施した研修もあ

るが、今後キャリアアップにつながるような効果

的活用方法を検討していきたい。 

当初11月以降eラーニングを集合研修で視聴す

る方法を検討していた。しかし、２月に適時調査

が予定されたので、集合研修を実施しながら自己

視聴を促していった。結果、病棟看護補助者では

看護補助者研修コースの94.9％が視聴できた。し

かし、勤務時間内の視聴に関して、診療報酬上の

勤務時間との調整に苦慮した。 

次年度は、研修期間を長期間設定し、全員が集

合研修でeラーニング視聴ができるように工夫し

ていきたい。 

目標管理シートの集計では、業務目標評価は平

均4.3、能力開発目標評価は平均3.9であった。委

員会、チーム活動等において部署での役割が明確

である一方、これからの看護師としてのキャリア

に方向性が見いだせない状況があり、業務目標評

価の平均値が能力開発目標の平均値よりも高い

結果となったと考えられる。業務目標と能力開発

目標の設定についての理解が不十分と思われる

スタッフも多かったため、定期的な目標面接など

キャリアアップのための具体的で継続的な支援

が必要と考える。 

文責：若林 孝子(教育担当師長) 

 

【総括】 

2019年度は、「安全で根拠に基づいた質の高い看護・介護を提供する」「病院経営への積極的参画」

「“こんな職場で働きたい”誰もが思える職場を創る」「キャリア開発を支援し、ひとりひとりが成長

できる」ことを目標に掲げ活動した。活動内容と評価は４つの視点でＢＳＣに挙げたが、中でも安全

で質の高い看護・介護の提供と学習成長の機会で大きく役立ったのが、eラーニングを導入していただ

いた事だった。日々進化する医療、地域連携・在宅看護には、正確で幅広い知識の習得とフィジカル

アセスメント能力の向上が欠かせない。前年度までは、院外研修への参加や外部から講師を招いて研

鑽を積んできたが、看護職員全員が受けられる訳ではなく、伝達方法と習得度を高める為に苦慮して

来た。今後は、いつでもどこでも何度でも学習が可能になったこと、を最大限に活用し学びを深めて

看護の質向上に努めたい。 

同様に看護の質を牽引している認定看護師は、2019年度は訪問看護認定看護師教育課程を１名が終

了、2020年度は認知症看護認定看護師教育課程に１名が、新設された特定行為研修を含む認定看護師

教育課程に糖尿病看護、皮膚排泄ケアの２分野に２名が合格した。特定行為はタイムリーなケアの提

供、チーム医療の推進、医師のタスクシフトとして国が推奨している制度であり、当院のように急性

期から在宅まで切れ目のない医療を提供する病院にとっても活躍の場は多々あると考える。今後も多

くの看護師に波及していくよう支援したい。 

看護配置に必要な人材確保は、看護師１名増、看護補助者は増減無し、離職率は10年間で2017年に

次ぐ低い値で5.4％、新人看護職員の離職率は０％だった。全国的にも言われているメンタル面も、各

部署師長主任、指導者はもちろん、新人に関わる職員全員が様々な形で支えて下さったことが大きか

ったと思う。 

2020年２月には２年９か月ぶりに、東海北陸厚生局の適時調査を受けた。あらゆる基準・手順・マ

ニュアル類の見直し、確認をする機会となり返還も無かった。 

時を前後して未知のウイルスであるCOVID－19の流行が始まり、初期は大量の情報が錯綜する中で

対応に追われた。看護部では「感染しない・させない」ことを目標に、PNIPC（感染制御実践看護師）

の指導の下、看護部環境感染委員会・各部署管理が環境清拭・手指衛生・健康管理に努め、目標が達

成できた。                                                                 文責：今井 碧 



⑵  外来 

目標１．院内の経営に参画する。 

１）病棟との連携を強化しスムーズな入院体制に協力する。 

経過・結果：急性期病棟に意識調査アンケートを実施すると入院時の入力応援に期待する意見が多

く聞かれた。外来では、入院時の患者との関わりを大切にしており、患者と対面して行なう紙ベ

ースでの情報収集は継続されているが、電子カルテ上の入力応援までには至らなかった。ＣＳ入

院に関しては入力ができるスタッフが増加している。今後は、“入力対応マニュアル”を作成し病

棟とのスムーズな連携・共有を図っていきたい。 

２）コスト意識を持った行動を取り、コスト削減に取り組む。 

経過・結果：チームで各科の不良在庫の見直しを行ない定数の変更を行なった。シール紛失ゼロを

目標に掲げ保管方法の変更（シールのファイリング）を試みたがシール紛失件数は４枚であった。

次年度は他科でもファイリングを取り入れて行く予定である。コスト管理については、新規算定

や変更があるものに関してコスト算定が確実に行えるよう医事課から説明を受け確認を行なった。

また、節電目標を掲げ、診療終了後にパソコン、プリンターの電源を切ることや照明を消すこと

など各部署に掲示することで個々が節電の意識を高め目標に沿った節電行動が実施できた。次年

度も継続していく。 
 

目標２．患者の立場に立った関わりを持つことができる。 

１）患者の意志決定支援を実施する。①外来で継続的治療が必要な患者の受け持ち制を導入する。

②介入の必要な患者を一人一事例関わる事ができる。 

経過・結果：抗癌剤治療患者の受け持ち制の導入は実施できなかったが、患者の問題点をチームで

共有し多職種カンファレンスを実施することで、統一した看護を提供することができた。また、

MSWとの連携を図り介護申請を行なうように働きかけを行ない在宅支援に繋げられるように看

護介入を行なった。内視鏡室では看護師が毎回同じ患者に関わる事が困難なため、違う看護師が

対応した際にも困らないよう患者情報を電子カルテ上に残し共有できるよう配慮した。患者から

「検査時看護師の対応も優しく説明もわかりやすかった」「検査中背中をさすってもらい安心し

た」などの言葉をいただき、患者の立場に立った関わりが持てたのではないかと考える。 

２）接遇力の向上を図るための取り組みを実施する。①全てのスタッフがｅ-ラーニングを受講する

ことができる。②各チーム主任主体に接遇力アップへ向けたチーム活動を実施する。③シミュ

レーションを実施する。 

経過・結果：外来スタッフ100％がｅ-ラーニングを受講することができた。接遇力向上のためプラ

イバシー保護に対する対策についてシミュレーションを行ない、注意事項について再確認し、丁

寧な対応を心がけた。しかし、患者に対する言葉がけ・態度についての苦情が1件あった。外来で

は患者との関わりが短時間なため、第一印象がとても大切になる。次年度もよりいっそうの接遇

力向上を図り患者の立場に立ち患者に寄り添った看護を提供できるよう努力していく。 

３）患者満足度から待ち時間への対策に取り組む。外来全体で統一した対策を立案し実施する。 

経過・結果：待ち時間対策として救急外来受診方法のポイント、間違い探し、クロスワードを作成

し各科に配置した。アピール不足で十分な評価を得ることはできなかったが、90％の患者が「待

ち時間の軽減につながった」と回答した。次年度も対策を更に検討し苦情の軽減に繋げていきた

い。 
 

目標３．働きやすい環境作りを行う。 

１）スタッフのやりがい支援 

２）お互いを認め合う環境作り 

３）時間を有効活用できるよう業務改善に取り組む。 

４）救急業務環境の改善を図る。 

経過・結果：各チームで工夫してフィッシュ活動を行った。聞き取り調査でも100％のスタッフから

「良かった」と評価がありお互いを認め合える環境作りに繋がったと考える。また、診療科の増

加もあり、マニュアルの作成・修正を行うことで業務の効率化を図った。マニュアルを活用して

他科への応援体制を取ることができた。救急外来では物品の配置場所を変更し業務環境の整備を

行ない、緊急カメラの準備マニュアルを作成した。職務満足度調査では「雰囲気」について６項



目平均で63.7点、「やりがい」については5項目平均55.8点と目標値に到達しなかった。目標管理に

ついては、年2回面接を実施した。ラダー評価表の共有評価は全体平均「4.24」であり評価「4」以

上が全体の78％であった。能力開発目標については評価点「４」以下が多く、サポート方法の検

討が必要だと考える。今後もスタッフのモチベーションが下がらないように職場環境の改善を継

続して行ない、多方面からサポートできるよう師長・主任が連携を図り支援していきたい。 

（文責：山本 清美） 

  



⑶  東２病棟（内科系、46床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１．入院患者・転入患者をスムーズに受け入れ、年間を通じて病床利用率94％（４4床）を維持で

きる。 

経過・結果：令和元年度の病床稼動率は77.5％だった。他施設からの転院患者や外来からの入院患

者を受け入れ、ＤＰＣを意識したベッドコントロールを実施した。毎日、入退院が多い状況の中

で緊急入院も考慮しながら常にベッド調整を行ったので、90％以上を維持することはむずかしか

った。 
 

目標２．診療材料の適正な在庫管理を行うことができる。 

経過・結果：シールの紛失が２枚あり、診療材料の管理についてのシールの紛失を０にするという

目標値を達成することはできなかった。使用期限切れになり不良在庫となってしまった物品につ

いては、定数を見直し減らした。 

コスト面で退院前カンファレンスや糖尿病指導料のコスト漏れがあるとの指摘を受けたため、

コスト漏れがないよう一覧表を作成しスタッフに指導した。 
 

目標３．リスクの軽減、褥瘡発生率を低下させ、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の提出は81件であり、昨年度より約20％増加した。また、レ

ベル3bも３件あり、昨年度の１件より増加してしまった。転倒転落におけるリスクが多く、訪室

時に床に寝ていた、一人でトイレ歩行をしてしまい転倒してしまったという事例があった。高齢

患者や認知症患者も増加しており、転倒転落防止には十分配慮していたが、起こってしまった事

例もあった。褥瘡発生率は、昨年度より19％の減少がみられた。褥瘡委員を中心に、体交枕を効

果的に使用したり、発生リスクの高い患者に対してはココロールを使用したり、予防に努めた結

果であると考える。 
 

目標４．スタッフ間でお互いを尊重し、働きやすい職場環境を全員でつくる。 

経過・結果： ＮＯ残業デイを申告したスタッフについては、勤務時間で終了できるようにその日の

受け持ち内容に配慮し調整したが、残業となってしまうこともあった。今年度の活動計画として

ＮＯ残業デイの基準を作成することをあげたが、完成させることはできなかった。 

チーム活動は、各チームで勉強会を実施し、マニュアルの見直しや作成、カンファレンスの実

施などそれぞれ計画通りの活動ができた。各チームとも最終評価はすべての目標に対して「５」

だった。看護助手会は２回実施し、連絡ノートを作成して情報共有ができるようになった。 

職務満足度調査で「スタッフ間の連携は良好」と72％のスタッフが回答しており、病棟運営の

強みとして今後の職場環境作りに活かしていきたい。 
 

目標５．個人が目標管理を実践し、やりがいを感じ成長することができる。 

経過・結果：看護協会の研修には、積極的に参加していた。スタッフの面談については、初回面談

が半数のみとなってしまったが、最終面談は全員実施できた。各自の目標管理の達成度の平均値

は「4.3」であり、「目標管理の達成度が平均４以上」という目標値を達成することができた。 

スタッフの今年度の成果、やりたい看護などを把握し、次年度のキャリア支援につなげていき

たい。職務満足度調査の結果では、内容が昨年度と異なるため比較は難しいが、モチベーション

の項目において、「仕事にやりがいを感じる」が53％、「仕事の成果が正当に評価されていると思

う」が40％と低かった。人員不足、煩雑な職場環境も要因と考えられるが、このような状況の中

で、どのようにモチベーションをあげていくか今後の課題である。     （文責：小林 千也子） 

  



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：病床稼働率41.7％～100％と変動が激しく、ベッド調整会議での転棟許可患者は、翌日

までに受け入れられるようにし、2019年７月から内科ＣＳを月・水と入院時の受け入れを開始す

る。在宅復帰率：81.1％。小集団グループの働き掛けによる意識の向上もあり、退院支援に必要

な情報を連携シートに残すことで、【患者と関わることができた】100％、【家族と関わることがで

きた・受け持ちを意識した行動が取れた】88.9％。患者、家族との関わりは勿論ではあるが、多

職種との連携が多くなり、積極的に関わることで、退院に向けての看護介入がされているという

結果が得られた。地域包括ケア病棟という、患者、家族とのコミュニケーションが重要な病棟に

おいて、病棟スタッフが患者、家族の気持ちにより沿い看護提供する事や、患者、家族との信頼

関係構築の為の意識は高いものであった。 
 

目標２．安全で根拠に基づく看護の提供ができる。 

経過・結果：接遇はＥ－ラーニングでの研修参加率100％。患者満足度調査にて「看護スタッフの対

応は、いかがでしたか」で満足100％。今後も院内研修を利用し、接遇マナーの意識の向上を図る

ようにしたい。急変時の対応について勉強会とシミュレーションも実施したことで、急変時の対

応についてのイメージができ、自信につながったと考えられるが、救命への迅速な対応をするた

めには、急変時対応の基礎知識を持つ他に、日頃よりチーム会やＣＦにて病状悪化した患者の急

変時の対応を予測し話し合あうこと、また急変時の振り返りを行い、チーム内で共有する必要性

が顕在化することが、今後の課題である。 

インシデントレポート提出は前年度より２倍であったが、委員会からの、安全な組織への一歩

として報告することが大切であるとあり、個々が看護行為に対しての振り返りと報告することへ

の意識付けが定着した現れだと考える。 
 

目標３．働きやすい職場環境をスタッフ全員で創っていく。 

経過・結果：離職率０％ 全スタッフとのコミュニケーションツールの一つとして、年間を通し、

主任と師長にて誕生日メッセージカードを作成した。職務満足度調査結果にて、31項目中26項目

が平均以上であり、「労働条件」は目標値より12％上昇 「職場環境」「コミュニケーション」「雰

囲気」「情報共有」での評価が高く、要因の一助と考える。 

在宅復帰率向上のため受け入れを開始している、ＣＳやシャント手術患者様等でも可能な限り

チーム間での協力体制をとり、超過勤務とならないようにした。令和元年度は、薬剤師の変更に

伴い、定期処方のセットや持参薬の管理を全て委譲できたことで、日々リーダーの負担も大幅に

軽減し、超過勤務時間総数の削減に大きく影響したと考える。超過勤務時間総数（４月～12月）

52.7％の削減。 
 

目標４．自己のキャリアを考えながら、お互いを支援し成長することができる。 

経過・結果：クリニカルラダーアンケート評価より、ラダーレベル達成に向けての研修に対する満

足度は高く、学んだ事を日々の業務に活かせている。ｅ－ラーニングでの研修が実践に活かせた

かは、半数が活かせたと回答。ｅ－ラーニングがキャリアアップに活かせたかは、活かせたと思

うと80％が回答。視聴率は100％であった。 

プレシャスに対し、日々の業務の中で指導、支援をその都度行っていたが不足部分もあり、ス

タッフ一人一人が感心を持ち指導・支援できるようサポートが必要。今年度、新人の入職が西２

病棟ではなかったが、令和元年度の意見を参考に次年度に活かしていきたい。 

 （文責：伊藤 さゆり） 

  



⑸  東３病棟（外科系、32床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１．病床利用率94.9％（30～31床）と、看護必要度Ⅱ（EFファイルデータ）25％をクリアし、７：

１の急性期看護体制を維持でき、更に各種加算が算定できる。 

経過・結果：４月から３月までの病床利用率69.8％、稼働率74.3％、看護必要度32.9％であった。病

床利用率、稼働率低下に繋がったのは、入院患者総数の減少とＣＳ患者を他病棟へ受け入れ要請

したことも要因と考える。看護必要度については、25％以上を維持でき、確実な記録の入力も行

えている。引き続き快く入院・転院を受け入れ、利用率・稼働率の上昇を目指したい。排尿加算

については、スクリーニングシートの入力を、委員が中心となりスタッフへ周知を呼びかけた為、

確実な入力が実践でき、クラークの協力を得て排尿自立支援チームへ依頼することが出来た。指

導料は昨年に比べ10％以上増加した。シール紛失は、バイドブロック・挿管チューブ・オキシジ

ェンマスクの３枚が紛失した。急変時に使用する物品のシールを別に保管するなどの対策を再検

討する必要がある。死蔵品ゼロへの取り組みとして使用頻度の少ない物は病棟に保管しないよう

取り組んだ。電気使用量５％削減に向けての行動については「不必要な電気は消す」「パソコンの

電源のシャットダウン」「余分なエネルギー消費を抑える為、こまめに電化製品を清掃する」等、

実際の行動レベルでの実践が行われていることがアンケート結果からわかった。 
 

目標２．看護実践において患者家族に朗らかな態度で接し、苦情をゼロにできると共に、褥瘡発生率

を低下できる。 

経過・結果：接遇についての取り組みは、各チームで実践した。「言葉遣いや身だしなみについて」

「認知症患者への関わり方」の勉強会を開催し、接遇への意識を高めた。接遇についての苦情は

２件あり。内容は、看護師の説明・対応不足と家族への対応であった。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。患者満足度調査の「看護師・看護スタッフへの

対応」について昨年度の87.7％から83％と低下した。これは、接遇面と連動している為、引き続

き対応には配慮し取り組んでいく。褥瘡対策として、発生リスクの高い患者に対する正しいクッ

ションの使い方、ポジショニングの勉強会を実施した。褥瘡評価日に、褥瘡カンファレンスを開

催し、予防・対策を話し合い、個々の知識や意識の向上に努めた。病棟の褥瘡発生率は13％減少

した。 
 

目標３．スタッフひとりひとりが「東３病棟で働き続けたい」と思える職場風土を作ることができる。 

経過・結果：ノー残業デーのスタッフがいる日は、朝の申し送りで周知し、浸透していた。緊急入

院や手術、急変、医師の指示確認や後輩フォロー等により、提示で帰れないことも多く、月に２

回のノー残業デーのうち１日は定時で帰る。という目標に切り替え継続。ノー残業デーを意識し

て、スタッフ同士声を掛け合い、受け持ちの患者の配分を考える等、ノー残業デーに対する意識

は高まっていると考える。離職者は０であり、引き続き活動を継続していく。新人２名は、夜勤

デビューも果たし、到達目標は85％以上であった。ラダー評価表の共有評価の平均は4.36で、評

価「４」以上が、全体の84％であり、目標管理面接は２回実施することができた。職務満足度調

査結果「雰囲気」の項目は全体の67％に対し、当病棟は、73.5％であった。各チームで、１人１人

の良いところを伝え合う活動を行った。承認実感は不可欠であり、他者に褒めてもらうこと、感

謝されること、認めてもらうことで、働きやすい職場と感じ、東３病棟で働き続けたい、自分は

必要とされていると、スタッ一人一人が感じられるような風土作りを継続していきたい。 
 

目標４．.安全で質の高い看護が提供できる 

経過・結果：令和元年度のレポート提出枚数は258枚であり、前年度の75枚より大幅に上昇した。０

レベルの提出レポートは、37枚であった。これは、委員の日々の呼びかけや、一人一人の意識の

高さからだといえる。ヒヤリ・ハットから重大事故を招かぬよう部署で共有を図る必要がある。

レベルⅢaは、前年度１件だったが、令和元年度は６件であった。Ⅲa件数が減少する取り組みを

継続する必要がある。                                             （文責：後藤 ひさみ） 

  



⑹  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護協力の下、年間を通じて病床利用率98％（45～46床）以上を維持し、入退院支援

を行い、在宅復帰強化加算をとることができる。 

経過・結果：院内に該当患者がいない場合も、直接入院やレスパイト入院を受け入れ、病棟スタッ

フの協力により、年間の病床利用率98.4％であった。退院支援においても、有料老人ホームや看

護小規模多機能施設等への退院支援をすることで、在宅復帰率強化加算を年間通して継続するこ

とができた。 
 

目標２．患者・家族に対し、温かい対応・わかりやすい説明を行うことで信頼関係を築き、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、目標とする患者家族に寄り添った看護を行うことができた。患

者家族に対してわかりやすい説明に対しても、家族来院時、患者さんの状況を説明、状態が悪く

なったら早めにご家族に連絡、説明や必要時医師にＩＣを行ってもらい、対応した結果、患者満

足度アンケートにおいて、わかりやすい説明ができているが100％であった。ケア中の私語を慎み、

患者に声かけをすることを病棟全体の取り組みとして行った。アンケートの結果、私語をしない

ように意識しているが100％で、実際もケア時の私語が以前より減らすことができてきている。褥

瘡を発生させないことを目標とし、水曜日にポジショニングのカンファレンスを行なった。褥瘡

が酷い状態で入院した患者に対し、褥瘡委員会でのポジショニングの介入、栄養管理で改善傾向

の患者が３名いた。早期に看護計画をたて、対応し、昨年度の発生件数が多かった踵の件数は減

少したが、全身状態不良の患者の仙骨部褥瘡発生が増えてしまった為、全体の発生件数が増加し

てしまった。今後より一層の対策が必要である。 
 

目標３．働きやすい職場風土を作ることで看護・介護がやりがい感をもって働くことができる。 

経過・結果：フィッシュ活動において、月に３名ずつ全員のスタッフからありがとうメッセージを

書いて箱の中に入れてもらい、翌月の朝の申し送り時に手渡した。スタッフからは「嬉しい」と

いう言葉も聞かれた。新規入職の助手に対しては、病棟で大切に育てていこうと、毎日の声かけ、

介護職からのフォロー、困っていそうな事項には早期に対応することができた。チーム会を朝の

カンファレンスの時間に行うことで、夜勤者も参加することができ、参加人数が増え、短時間で

集中した有意義に行うことができた。業務改善においては看護記録の療養のテンプレートの作成、

スタッフに啓蒙し活用することで、記録時間を減らすことができた。チーム間の応援体制、口腔

ケア、気切内筒交換を夜勤で行い、日勤の最後に夕の経管栄養を実施するといった業務改善を行

ったが、日々の業務をこなしていくことが精一杯であり、職務満足度調査では職場環境、仕事の

評価、やりがい感において低い評価であった。スタッフがやりがい感をもって働くことができる

ような対策をたてていきたい。 
 

目標４．看護師の到達目標が達成できるように支援し、各々の看護の質向上を目指す。 

経過・結果：スタッフ個々の希望する院外研修は勤務調整をし、参加することができた。個々の目

標管理の平均はであった。院内研修は、病欠者があった為、出席できない研修もあったがフォロ

ーアップのレポート提出することができた。Eランニングの実施方法をスタッフ全員に周知する

ことができたが、目標に応じた受講は個人差があった。 
 

目標５．診療材料の適切な在庫管理やコピー用紙の削減を行なうことで、病院経営に貢献できる。 

経過・結果：使用していない電気やパソコンの消灯、日中明るい電気の消灯に努めることができた。

コピー用紙の裏紙使用は、用紙をいれる引き出しを作ったことで、再利用する意識が高まり、裏

紙利用率100％で、申し送り用紙や病棟内のアンケートなどに活用することができた。死蔵品は

「０」シールの紛失は２件であった。                                 （文責：岩崎 百代） 

  



⑺  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護が協力し積極的に入院・転入を受け入れる。 

経過・結果：昨年同様、令和元年度も空床があれば直ぐに転入患者を受け入れていく方針でスター

トした。９月・１～３月は療養待機の対象者が少なく稼働率は87％迄下がった。年間を通じＤＰ

Ｃを見ながら受け入れ先の病棟と相談し、直接入院や年末年始も２名の受け入れを実施した。年

間稼働率は98.8％と目標値を上回った。コスト削減として、清潔ケア時に使用する“介入項目別

ワークシート”の印刷サイズをＡ３からＡ４へ変更したが、字が小さく見にくく処置が落ちやす

い為、元に戻した。スタッフは個々に常に節電・診材に対し、コスト意識を持った行動がとれた。 
 

目標２．安全で看護・介護が快適な療養環境を提供し「朗らかに」に努める。 

経過・結果：各チーム会で「朗らかに」についてカンフェレンスを行い、個々の意見をチ－ム内で

発表した。チーム活動の中で言葉を意識した活動が個々に取れた。勉強会に関してはＡチ－ム「褥

瘡・スキンテア・ユマニチュ－ド」、Ｂチーム「デスカンファレンス・グリーフケア・パ－ソンセ

ンタ－ドケア」について実施出来、理解度は90％と高い。リスクレポートの提出は合計55件で一

人平均２件以上の提出は達成出来た。内訳はレベル３ａ：６件、レベル３ｂ：１件の合計７件で

あり、３ｂのリスクは患者様が歩行時転倒し骨折した事例で、直ぐにカンファレンスを実施し、

療養環境の見直しと頻回の訪室やＮＣの説明等を行って対応した。業務改善として残業時間の短

縮の調査を実施した。日勤の一人当りの受持ち患者数と業務終了時間の調査を２回実施し、看護

体制の見直しを行い取り組んだが、結果的には残業時間の短縮には至らなかった。今後の課題と

する。患者満足度調査の結果、看護師の対応に関しては「満足・やや満足」は87％と高かった。

褥瘡発生率は6％であった。今後、ポジショニング・褥瘡ケア・マットレスの選択等継続した看護

ケアが必要である。 
 

目標３．業務改善・労務環境を整え働きやすい職場環境を整える。 

経過・結果：目標管理面接を年度初めに実施した。個々のやりたい看護を確認し年間通じて達成出

来る様に支援を行った結果、職員満足度調査の結果「やりがい感」は76％だった。「雰囲気」につ

いては全体と変わらずそれ以外の「労働条件」や「やりがい」等その他の項目は全体と比較する

と全ての項目が上回った。これは、職場内の問題に対し速やかにカンファレンスを持ち、問題解

決に向けて業務改善を行った。日々の業務の中で、職員同士声掛け等コミュニケーションが良く

取れており、協力しながら日々の業務が実施出来たと評価する。各チーム会は毎月開催し出席率

はＡチーム69％、Ｂチーム63％で平均66％だった。クレームに関しては、患者家族より看護師の

声かけや対応について2件あり、直ぐにカンファレンスを開き、振り返りを行った。対策として言

葉使いに注意し、真摯な態度で対応して行く様に努めた。 
 

目標４．看護師のキャリア開発を支援して成長できる。 

経過・結果：院外研修には希望者全員が参加出来た。研修で得た知識をカンファレンスの時間に発

表し、情報の共有が出来た。介護職も緩和ケアの院外研修に１名参加出来た。院内のラダー研修

は、勤務調整しながら対象者全員参加出来た。目標管理面接は年２回実施出来、個々の目標管理

達成度は「４」以上が82％だった。認知症の研修参加率はｅラーニングも含め100％だった。 
 

目標５．在庫の管理を行ない、診療材料の紛失をゼロにする。 

経過・結果：診療材料の定数管理をクラーク・看護助手と協力し行なった。8月にアトム酸素フェ－

スマスクのシ－ル紛失が２枚あった。対策としてシ－ルを診材から外して保管し、必要時請求す

るように変更し定数管理に努めた。使用頻度が少ない診材は使用期限を確認し適宜定数を見直し

た。                                                               （文責：麻布 香苗） 

  



⑻  新３病棟（33床、地域包括ケア病棟） 

目標１．病床利用率90.8％（30床）と在宅復帰率70％以上を維持できる。 

経過・結果：４月から33床（昨年から４床増床）となり、病床稼動率は80.7％（26.6床）であった。

在宅復帰率は80.9％であり、地域包括ケア病棟の施設基準を満たしている。毎月の病床稼動率、

在宅復帰率を周知し、急な転入受け入れに対しても必要な情報提供、ベッドコントロールの必要

性を伝達した。休日・夜間の受け入れに対し、スタッフの92％が協力できたと回答、チームを越

えて協力する体制がとれた。入退院日の調整は、希望日時が重複してしまうこともあったが、時

間をずらすなどの工夫で調整していった。看護必要度は、平均19.7％、正しく入力することを心

がけ、チーム内で確認し合うことができていた。排尿自立支援件数は290件。取り組みの変更点に

ついても周知し、スタッフの83％が介入への協力ができたと回答。今後は、排尿ケアが看護計画

と連動し、定期的に評価、介入ができるように発展させていきたい。看護師、介護職、看護助手

の協働では83％ができたと回答。報告・連絡・相談や業務調整の機能を発揮させていくことが今

後の課題である。 
 

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：患者満足度調査の結果、「病棟・病室の安全配慮」は「満足・やや満足」合算で100％

であった。病棟の取り組みとして、患者個々に合わせたベッド配置を行ない、特に転倒転落に注

意した環境整備を行なった。ベッド周囲の環境に配慮したスタッフは92％であった。転倒転落の

リスクは49件、Ⅲａ以上のリスク発生はなかった。毎日の転倒転落要注意者のリストアップにて

対策と注意喚起を行った。投書はなかったが、おむつ使用数について、看護師の接遇についての

指摘と患者満足度調査での接遇改善の意見記述があった。指摘内容を病棟全体に伝え、改善点に

ついて話し合うことができた。接遇研修は、ｅラーニングでのテスト提出も含め100％参加できた。

褥瘡対策について、チーム内で勉強会を行い、マットの選定や弾性ストッキング着用についての

検討、おむつの選択について取り組んだ。しかし、褥瘡発生率は2.0％であり目標達成できなかっ

た。機材庫整備を行い、見やすく物品管理しやすい環境に近づくことができ、シール紛失0、不良

在庫が出ないよう管理していった。コピー用紙削減については、病棟全体で取り組み、昨年度に

比べ約40％減少できた。 
 

目標３．多職種との連携を強化し、地域包括ケア病棟看護師としてのチームワークを発揮できる。 

経過・結果：職務満足度調査の「雰囲気」の項目は、「良い」が48％であり目標値以下であった。ス

タッフアンケートの結果、チーム・職種間の応援体制について「できた・だいたいできた」83％、

カンファレンスへの積極的参加「できた・だいたいできた」66％であった。医師を含む多職種と

の情報共有と確認、情報収集とチーム内への情報伝達や依頼がスムーズにいかないことで受け持

ち看護師としての達成感が得られていない状況であることが自由記載の中からうかがえた。さら

に、転棟患者が大半を占める中、入退院連携シートの活用と病棟間の情報伝達ができていないと

の声があった。病棟の役割を理解し、病棟間の伝達については今後調整をしていく必要がある。

さらに、職務満足度調査の結果「コミュニケーション」の項目が「できている」46％で特に低く、

コミュニケーション不足である状況ととらえ、雰囲気の改善のための方法を考えていくことを来

年度の課題としたい。フィッシュ活動も継続されず、「できなかった・あまりできなかった」が84％

であった。忙しくてできないとの意見が多かった。時間外勤務時間が昨年度と比較し１人１か月

当たり0.5時間増えている。有給取得は達成できたが、休暇希望者の重複、体調不良による欠員が

あり、休日体制勤務での時間外勤務が増え、勤務体制が安定しなかった。計画的な休暇取得、勤

務体制が不安定な状況でも継続可能なフィッシュ活動を検討していきたい。 
 

目標４．病棟全体で現任指導に関わる。 

経過・結果：指導者は、後輩育成を学ぶ院外教育の機会を持つことができた。しかし、実践してい

く中で現任対象者とチーム内や病棟内での関係性に問題が生じ、現任指導対象者の休職、最終的に

退職となった。スタッフ同士の教育、チーム内の学ぶ機会に積極的に取り組むことは「だいたいで

きた・半分できた」84％であるが、後輩育成に関われなかった、関わったが伝わらなかったという

記述が多かった。上記満足度調査の「コミュニケーション」結果も含め、現任対象者との面談でも

コミュニケーションに対する苦悩が多く聞かれたため、学ぶことと同時にコミュニケーションの方



法、雰囲気改善に取り組む必要性を強く感じる。スタッフ面談は２～３回/年の実施。目標管理及び

コミュニケーションの場として活かしていきたい。eラーニングの活用について「できた・だいたい

できた」が44％と低く、自己学習の機会が少なかった。看護補助者は各自でeラーニングの視聴をす

すめ100％の視聴ができた。 

ラダー評価表の共有評価は全体平均「3.93」であった。評価「４」以上が全体の64％であった。能

力開発目標に対する評価点「４」以下が多いため、能力開発に対するサポートを強化することが来

年度の課題である。                                                   （文責：桑原 和美） 

  



⑼  人工透析センター 

目標１．個別性ある透析治療と看護を提供する。安全・安楽（デク防止）・指導・病棟連携 

経過・結果：小集団活動①病棟勉強会の前期は予定通り各病棟に於いて実施できたが、後期は入退

院数増加に伴い受け持ち患者の病棟・他院の連携業務増加の為、代替手段として病棟申し送りフ

ァイル内の『病棟看護師へのお願い』を、入室前確認事項、申し送り内容、持参物品を詳細に記

載し改正。病棟間連携がスムーズになる内容とした。また、短期長期カテーテルの取り扱いマニ

ュアルを改定、死後処置時取り扱いも追加し病棟へ配布した。 ②患者指導では、自らの看護を

形にして事例報告を行った。体重コントロールの難事例や導入から透析継続のモチベーション変

化の事例等を聞き、今年度配属の３名のＮＳ達の手引きや支えとなった。カンファレンスも定期

実施となり、ナラティブに看護を語り合える環境作りを継続する。③業務マニュアル手技が自己

流であったところを見直す機会となり新人にも統一した指導の実施が可能となった。ＣＥと共通

認識がもて、患者に安全な技術の提供ができたと考える。 ④防災訓練は、全体訓練の実施は出

来なかったが、発災時から帰宅までの流れを外来患者対象にパンフレット作成し、受け持ちＮＳ

が各々説明を行った。患者は発災時行動が身につく状態には至っておらず次年度の課題である。

⑤インシデントレポートは10件でレポート提出後朝には事例を伝達、対策の周知徹底を実施した。

業務が煩雑になると確認が疎かになり同様のリスクが発生する為、マンパワーに応じて入室時間

調整を実施していく必要がある。⑥昨年ポジショニングと移乗の研修を透析室にて実施した。４

時間同一体位で発生する様々な状態を際認識し、入室時から体圧分散に配慮したポジショニング

を実践できた。また異常の早期発見もでき、二次的障害の発生を防止することができた。以上の

ことから、チーム活動が活発に行われ、個々において高評価を得た。 
 

目標２．診療材料や電気等を適切な管理で取り扱うことができる 

経過・結果：節電に関しては、前期の時点でラミネート加工した物を掲示し、スタッフに意識付け

するよう心がけた。スタッフより、掲示したことにより意識することができたとの意見があった

ため、今後も継続していきたい。 

不良在庫については、係で話し合いの場をなかなか設けることができなかった。後期に集まり、

期限の近い物、期限切れの物、使用頻度の少ない物など分別し、期限の近い物は手前に配置、使

用頻度の少ない物は在庫の量を減らすこととし、無駄のないようにした。また、その旨をスタッ

フ全員に周知できるようカンファレンス時に伝えるようにした。今後も、継続していけるよう時々

スタッフに伝えて行く必要があると思われる。アクションシール紛失は1件発生で、機械室内の物

品管理方法を再度認識し周知徹底した。 
 

目標３．関わる様々な職種を違いに理解し、いきいきした職場つくりができる。 

経過・結果：フィッシュ活動では、図画工作の得意なＮＳがその人をイメージした誕生日カードを

作成しみんながメッセージを記入し贈った。他職種間の距離も縮まり、職場風土の向上に繋がっ

たと考える。勤務作成や日々の調整は出来た。スタッフ数が少ない職場ほど個々の関わりが濃く、

細やかな配慮が必要であると強く感じた。上司に対する職務満足度は全体より低く大いに反省す

ることと受け止める。応援態勢については、日々の状況を判断し実施した。自主的に応援に向か

うスタッフも有った。受け持ち患者数によって業務量に大きな差があり、新しいスタッフが応援

に行く事が多かった為、応援業務については再検討が必要である。 
 

目標４．それぞれの専門分野で、各々が成長を感じることが出来る。 

経過・結果：個人目標の定期的面接の回数に無理があり、昨年同様の実施となった。スタッフの異

動が多く、ラダーレベルⅢのスタッフは新人指導者に一任した。チーム活動の内容が充実してお

り個人目標の内容もそれに準じていたため達成感は高かった。Eラーニングの実施は、接遇、感

染、透析関連で、その他受講数は少なかったようである。手軽にいつでも受講が可能という点で

自己満足感からか、専門分野を極める院外研修への参加は減少した。  （文責：手塚 紀代美） 

  



⑽  手術室 

目標１．周手術期における根拠に基づいた安心安全な看護を提供する。 

経過・結果：６月に外科医師による乳がん勉強会、12月は乳がん化学療法についての勉強会を開催

した。 

泌尿器科では前立腺生検パンフレットを作成し、医師、病棟、外来と連携し７月から術前訪問

の際に使用している。また、泌尿器科手術で使用する器械についても勉強会を開催した。 

１月からはペイン外来が開始となった為、事前に麻酔科医師による疾患、ブロックの勉強会を

開催した。 

令和元年度はプラズマ滅菌器、麻酔記録装置、キセノン治療器等、新規器械購入が多かった為、

安全に使用できるよう、各々勉強会を開催した。 

又、今年度新たな取り組みとして、サインイン、タイムアウト、サインアウトの導入を行った。

導入にあたり他施設でのタイムアウト方法の ＤＶＤ学習を行った。各担当医師にも協力を仰ぎ、

手術毎に医師へマニュアルを掲示し方法を統一した。開始当初は不安や未実施があったが、実施

時の声かけと、看護記録に活かすことで、スタッフ間での意識が向上し、現在では全症例実施で

きている。 
 

目標２．業務内容を整備し、働きやすくやりがいのある職場を創る。 

経過・結果：新人看護師に対し新人指導者を中心に育成を行った。手術室では10年ぶりの新人看護

師配置であったため、チェックリストの見直し、作成も指導者中心に行うことができた。直接介

助では、指導者のサポートの元、鼠径ヘルニア、腫瘤切除から開始し、現在は１人で整形外科ガ

ンマネイル、外科の乳房全摘手術の直接介助もできるまでに成長した。１年間を通して努力した

新人看護師、またサポートを継続している新人指導者、手術室看護師に感謝したい。 

令和元年度の手術件数は453件であった。医師の外来終了時刻に合わせて手術入室となる為、入

室時間が15時以降となる日も少なくなかった。手術終了し部屋の片付け、器械洗浄を終えると勤

務終了時間が21時以降となり、疲労の蓄積が懸念された。そのため、１月から業務改善として手

術内容に合わせ、時差勤務を２名対応としている。 

職務満足度調査結果については「やりがい」５項目平均は61点であった。院内平均点ではあっ

たが、目標値の70点以上には到達しなかった。しかし、「雰囲気」２項目は81点と75点。また「労

働条件」の４項目平均は67点であり目標達成することができた。 
 

目標３．専門的知識を高め、手術室看護師として成長できる。 

経過・結果：決められた院内研修に参加することはできた。院外研修では、「ＯＪＴトレーナー研修」

「災害看護」「周手術期の看護」等、希望した研修に１人１回は出張参加できた。新人看護師、育

休明け看護師は、自己研鑽で手術室看護研修に参加することができた。 

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。  

（文責：松永 光代） 

  



⑾  訪問看護ステーション 

目標１．病院経営目標を達成し、病院経営に参画する。（１日の訪問件数：39人・１日当たり診療単価：

10,121円） 

経過・結果：１日の訪問件数は37.0～39.7人であり、目標はほぼ達成できた。１日当たり診療単価は

平均9,506円で目標は達成できなかったが、昨年より増加した。訪問件数も6,339件（昨年度6,199

件）であり増加している。看護体制強化加算⑴の算定条件を満たし、継続して算定できている。

ターミナルケア加算は12件（昨年度19件）算定できた。25件の退院時共同指導加算を算定し、昨

年度より大幅に増加させることができ、加算に繋がっている。当院地域医療支援室からサテライ

ト富士への新規依頼も増えた。本館訪問看護ステーションの入口付近にのぼり旗を掲示し訪問看

護をＰＲした。今後も、パンフレット配布や啓蒙活動を実施し、訪問看護の知名度を上げていく。 
 

目標２．受け持ち看護師が中心となり、患者・家族の思いに沿った看護を実践する。 

経過・結果：訪問看護の基本的マナーについて勉強会を実施し、訪問看護師としての姿勢を再認識

した。陰部洗浄後の痛みがあり、患者から苦情があった。手技の確認・統一を図り、再発防止に

努めた。また、昨年に続き、看護師による利用料金の集金に対し意見をいただいた。看護職員負

担軽減対策委員会で検討し、集金方法を銀行自動引き落としか銀行振り込みへ移行している。日々

のカンファレンスを継続し、スタッフ間のケア統一や理学療法士との連携を図っている。介護保

険における集団指導の内容を踏まえ、初回訪問やターミナルケア期における記録や看護計画につ

いてスタッフに周知した。ＳＯＡＰによる記録はアセスメントが記載されていないことがあり、

記録についての勉強会を実施した。患者満足度調査の結果は、２年前と比較して12項目中10項目

が上昇していた。緊急対応にスムーズに応じ、丁寧に対応することで患者・家族から感謝の言葉

を多く頂いた。反面、言葉態度で、声が大きい、態度が事務的などの指摘もあった。調査結果を

参考に次年度の目標や計画を検討していく。 
 

目標３．業務内容を見直し、働きやすい職場環境を造る。 

経過・結果：残業を減らす取り組みとして、訪問時間調査を行い、契約時間を超過している現状を

把握した。訪問看護Ⅰ－２(20分以上30未満)で超過する場合が多く、理由は話の傾聴であった。訪

問時間を守りながら患者・家族が満足するケアを提供するのは難しい時もあるが、次の訪問に影

響する場合もあり、必要に応じサービス内容や訪問時間の見直しを行っていく。また、調査実施

後数か月は残業時間が減った。調査はスタッフへの意識付けに繋がったと考える。病気等で長期

休暇をとるスタッフがあり、本館の訪問業務に支障がみられたが、サテライトからの応援により

患者への影響なく業務が遂行できた。本館・サテライト間の応援体制の構築が必要と考えるが、

地理や移動時間、患者やケア内容の伝達方法などの課題がある。 
 

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の遂行ができる。 

経過・結果：スタッフの目標管理の達成度「だいたい出来た」は50%であり、目標達成できなかった。

個々のスタッフへの関わりやチーム活動への支援が十分にできなかったことを反省する。職員満

足度調査結果では、雰囲気・労働条件・やりがいで看護部目標をほぼ達成できたが、福利厚生に

対し満足度が低い結果であった。臨時職員も正規職員と同じように待機業務を実施しており、待

遇に対する不満が考えられる。院外研修で得た学びを共有し、日々のケアに活かしている。また、

スタッフ全員がeラーニング研修を受講し、学びや感想を確認している。 

（文責：吉野 深雪・野村 万里江） 

  



⑿  健康診断センター 

目標１．特定保健指導実施件数の増加と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909件（昨年度812件）で、前年比約112％であり、目

標件数を超えた。今年度より特定保健指導受託単価も上がり、昨年度と比べて、約250万円（概算）

の増収となった。2018年度から取り組み始めた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」を行う事業所が増えたことや、ドック当日の実施率が向上したことが件数の増加につ

ながった。 

アウトカムとしては、体重が２㎏以上減少、または腹囲が２㎝以上減少、または血液検査で

HbA1cの改善が見られた人が43％であり、目標値を達成した。 

昨年度から協会けんぽからの受託事業として取組み始めた出張健診先での初回面談分割実施

（対象外の方へは健康相談を実施）について、協会けんぽ静岡支部が当院健診機関とのコラボ事

業として、厚生労働省「健康寿命アワード生活習慣病予防分野」で優良賞を受賞した。今後も協

会けんぽやその他の国保、健保と協力して、特定保健指導をはじめとした生活習慣病予防への取

組みを行い、地域における健診センターの役割を果たしていけるようにしたい。 
 

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し、満足度の高い健診を提供す

る。 

経過・結果：がん検診精密検査受診率 2019年（2018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  (％) 62.6（65.6） 83.9（85.2） 66.7（62.5） 53.1（52.4） 

集団健診受診者    (％) 36.5（40.5） 49.9（50.3） 42.1（50.9） 86.3（50.0） 

がん検診の精密検査受診率は上記の通りである。人間ドックの胃がん検診、乳がん検診以外は、

昨年度より低下した。特に集団検診の受診率が低いのは昨年と同様であるが、数年前に比べれば、

少しずつ上昇傾向にはある。国は精密検査受診率の目標値を90％以上としており、遠く及ばない

値であり、今後も効果的な受診勧奨を行えるように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、特に高血圧、高血糖でリスクの高い人に対しての受診勧奨に力を

入れてきた。当院の糖尿病外来への受診に繋がったケースも増えてきている。 

令和元年度からドックの検査の流れを大幅に変更し、より効率よく、安全に検査を実施するこ

とができ、待ち時間の減少にもつながった。受診者からは、待ち時間が減少したことなどについ

て、肯定的な意見がきかれた。 
 

目標３．健診センターで働く保健師としての専門性を高め、やりがいと誇りともって、仕事に取り組

むことができる。 

経過・結果：月に１回の保健師、管理栄養士合同の保健指導カンファレンスを実施し、全てのスタ

ッフが事例の提供を行い、事例検討会を行うことで、改善事例をスタッフ間で共有したり、意見

交換を行うなど、専門性の向上につながる取り組みが行えた。 

また、個々のスタッフの目標管理において、自らの専門性を高めるための目標を上げることが

でき、職務満足度調査の結果、「今の仕事にやりがい感を感じているか」については84点と高い値

だった。ただ、「地域や患者さん、病院から評価されているか」については60点代と低い値だった。

今後は自分たちの行っていることが、地域の人々の健康意識の向上や健康寿命の延伸につながる

ことで、地域社会に貢献していることをスタッフが実感できるようなフィードバックを考えてい

きたい。                                                             （文責：大川 香） 



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 ５/21 病院・施設・在宅どうつなぐ認知症ケア 2名 

静岡県看護協会 ５/26 ヘルシーワークプレイスを目指して 1名 

静岡県看護協会 ６/１ コンピテンシーを基盤とした看護管理-成長する組織づくり- 1名 

静岡県看護協会 ６/４ OJTトレーナー研修～後輩育成に活かすコーチングとティーチングｰ～ 2名 

静岡県看護協会 ６/４ 新入会員研修 2名 

静岡県看護協会 ６/８～９ シミュレーションにおける効果的な指導を学ぶ（２日間） 2名 

静岡県看護協会 ６/10 新入会員研修 3名 

静岡県看護協会 ６/18 災害看護一般研修Ⅰ（半日午後） 2名 

静岡県看護協会 ６/19 看護研究の第一歩－研究テーマの絞り込み－中部 1名 

静岡県看護協会 ６/22 第１回労働環境に関する研修会－ハラスメントについて学ぶ－ 3名 

静岡県看護協会 ７/１ おさえておきたい糖尿病看護の基礎 1名 

静岡県看護協会 
７ /29 ～ 30 ､

11/11 
臨床推論を活かして看護力を高めよう 1名 

静岡県看護協会 ７/５･８･９ 認知症ケア体制構築推進者研修 1名 

静岡県看護協会 ７/６ 看護研究の第一歩－研究テーマの絞り込み－三島 1名 

静岡県看護協会 ７/６ 准看護師研修会 看護行為の根拠を知ろう パートⅤ 1名 

北里大学感染制御研究機構 
７/13､８/３､

９/７､10/５ 
病院感染制御担当者育成講習会 1名 

静岡県看護協会 ７/18～19 
インターネット配信研修【日本看護協会】 

認知症高齢者の看護実践に必要な知識（２日間）認知症ケア加算２対応研修 
3名 

日本腎臓財団 ７/20～21 透析療法従事職員研修 1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予防感染 2名 

静岡県看護協会 ８/２～１/31 
訪問看護師養成講習会 

「訪問看護ｅラーニングを活用した訪問看護人材養成基礎力カリキュラム」 
1名 

静岡県看護協会 
８/６･16･26､

９/２ 
医療機関の看護師研修 1名 

全国自治体病院協議会 ８/７～９ 2019年度 看護管理研修会（第１回） 1名 

医療・病院管理研究協会 ８/７～10 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 ８/10 看護教員継続研修 トピックス研修 1名 

静岡県看護協会 ８/22～23 
インターネット配信研修【日本看護協会】 

災害支援ナースの第一歩災害看護の基本的知識（２日間） 
1名 

静岡県看護協会 ８/29 災害支援ナース登録者研修（半日） 10名 

静岡県看護協会・静岡県看護連盟 ８/29 第１回 静岡県看護協会・看護連盟 合同研修会 1名 

静岡県健康福祉部・県立静岡がんセンター ８/31 緩和ケアを取り入れた介護～最期のときを支える介護のポイント～ 2名 

静岡県看護協会 ９/７ その人らしい人生の最終段階の実現に向けた高齢者の看取り 2名 

全国自治体病院協議会 ９/８ 2019年度 医療・看護必要度評価者養成研修会（第１回） 1名 

静岡県看護協会 ９/26～27 看護倫理の考え方－みんなで考える倫理問題－（２日間） 1名 

静岡県看護協会 
９/１～１/31 

２/15 
ｅラーニングで学ぶ医療安全管理者養成研修（集合研修２日間あり） 1名 

静岡県看護協会 ９/11～12 
インターネット配信研修【日本看護協会】 

認知症高齢者の看護実践に必要な知識（２日間）認知症ケア加算２対応研修 
2名 

静岡県看護協会 10/２ 入院前から始まる周手術期の看護 3名 

静岡県自治体病院協議会 10/３ 2019年度 第１回看護部長部会研修会 3名 

静岡県看護協会 
10/８･21･25 

11/６､12/21 
新人看護職員研修 研修責任者研修 1名 

静岡県看護協会 
10/８･21･31 

11/19､12/５ 
新人看護職員研修 教育担当者研修 1名 

静岡県看護協会 
10/８･21･23･

24･30 
新人看護職員研修 実地指導者研修 2名 

静岡県看護協会 10/11 災害看護一般研修Ⅱ 1名 

静岡県看護協会 10/18 看護職を楽しむ「わたし」の生き方 2名 

静岡県看護協会 10/23 静岡県新人看護職員研修 Cheer up 2名 

静岡県看護協会 10/26 
効果的なプレゼンテーション技法 

～研究成果を示すためのグラフ・図表の作り方～ 
2名 

静岡県看護協会 10/29 意思決定の支援－あなたは支援者になっていますか－ 1名 

静岡県看護協会 10/29､11/16 災害看護地区研修（地区支部） 1日講義、半日実習 3名 

死の臨床研究会 11/３～４ 第43回 日本死の臨床研究会年次大会 1名 

静岡県看護協会 11/７～８ 
インターネット配信研修【日本看護協会】 

認知症高齢者の看護実践に必要な知識（２日間）認知症ケア加算２対応研修 
1名 

医療・病院管理研究協会 11/８ 看護管理研修 看護における機能連携 1名 
 11/１･15 地域ストーマケア講習会 1名 

静岡県看護協会 11/16 
ビッグデータから静岡県の健康度を知ろう 

－健康寿命延伸のために看護職に期待されること－（半日） 
1名 

    



    
静岡県健康福祉部医療健康局疾病対策課 11/19 がん患者妊孕性温存療法に関する研修会 1名 

静岡県看護協会 11/25､12/２ 中範囲理論を活用した根拠ある看護実践（２日間） 1名 

 11/27 
あなたに聞いてほしい講演会 

高齢者ケアシリーズ第５回 ケアを担う私たちとストレス 
3名 

静岡県看護管理者会 11/27～29 2019年度中間管理者研修会 2名 

日本慢性期医療学会 12/３～４ 第27回 日本慢性期医療学会  1名 

静岡県看護協会 12/７ 元気になろう 副看護師長！ 2名 

全国自治体病院協議会 12/９～15 2019年度医療安全管理者養成研修会 管理、実践、第１回専門コース 1名 

静岡県看護協会 12/23 地域包括ケアシステム推進に出向事業が果たす役割とその効果 1名 

静岡県看護協会 １/11 看護リフレクション－経験から学び、成長、サポートできる管理者－ 1名 

静岡県看護協会 １/26～28 災害支援ナース育成研修（３日間） 1名 

 



 

 

３  院内看護研究会（令和２年３月６日動画発表） 
 

 ⑴  地域包括ケア病棟レクリエーションに対する活動意識の違い 

～看護師と介護福祉士による協働の観点から～ 

新３病棟  〇望月 ひとみ、長岡 知子、村上 香奈子 

 

⑵  後期高齢者の手術前の不安や恐怖に対する看護師の介入 

東３病棟  〇北村 舞、近藤 里美 

 

⑶  骨粗鬆症患者にあける予防行動と運動習慣の実態調査 

～看護師による生活指導介入に向けて～ 

外来  〇安田 ゆかり、小柴 洋美、岩間 有紀子、遠藤 和代 

 

⑷  看護師の口腔ケア向上のための院内教育の効果 

東２病棟 〇渡辺 夏菜、眞下 慈、稲垣 雅乃、篠原 鈴巳 

 

⑸  糖尿病患者の不安を和らげる効果的な指導の方法 

東２病棟 〇堀江 綾、佐野 志歩、小林 実央、青名畑 知美 

 

⑹  褥瘡を作らない看護 

～適切なマットレス選定に焦点を当てて～ 

本４病棟 〇小林 雪美、佐野 千春、坂 舞、宇佐美 善子 

 



４  認定看護師・実践看護師の活動報告 
⑴  感染制御実践看護師 

① 院内研修講師 

ア  新採用者職員       ４月１日  「感染予防の正しい知識」 

イ 新人・プレシャスナース  ４月８日 「感染対策基礎知識」 

ウ プレシャスナース     ４月９日・９月19日 

「針刺し・切創血液暴露防止対策」 

エ 新人           ４月24日 「清潔・不潔 ゾーニング」 

オ 新人           ５月13日 「針刺し・切創血液暴露防止対策」 

カ 中学生職場体験      ５月15日・７月31日・11月７日・11月20日 

「感染予防・正しい手洗いとマスクの付け方」 

キ 新人           ６月７日  「洗浄・消毒・滅菌」 

ク 高校生1日ナース体験    ７月26日  「正しい手洗いはできていますか？」 

ケ 看護学生インターンシップ ８月９日  「手指衛生指導」 

コ マネジメント       １月31日  「感染管理」 

サ 看護助手採用時研修    ９月・10月・11月・１月（２回）・２月 

「院内における感染対策と個人防護具の正しい着脱」 

 

② 院外研修講師 

ア  芙蓉の丘職員研修      10月25日  「高齢者施設におけるインフルエンザ・ノロウイルス対策」 

イ  富士地区支部社会福祉施設相談員連絡会研修 

10月30日  「知っておいて欲しい感染症の話」 

 

③ 感染制御実践看護に関する自己研鑽 

ア 静岡県中部感染ネットワーク 毎月１回開催（３月・４月は中止）計６回参加 

イ 医学の友社：感染症における大事な知識（医療従事者のための必須項目）  ６月15日 

ウ 北里大学感染制御研究機構：病院感染制御担当者育成講習会  ７月～11月 計６回 

エ 結核予防技術者地区別講習会（東海・北陸ブロック）  ９月５日・６日 

オ 厚生労働省委託事業 日本感染症学会：院内感染対策講習会  １月22日・23日 

カ 第35回 日本環境感染学会 総会・学術集会  ２月14日・15日 パシフィコ横浜 

 

④ 院内活動 

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 環境ラウンド 

・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）を10月と11月に実施 

「Ⅰ－２」：聖隷富士病院（４回）と川村病院（２回）の３病院で、地域連携カンファレン

スを実施 

５月22日「聖隷富士病院の院内ラウンドと評価」 

８月21日「当院の院内ラウンドと評価」 

11月27日「自施設の環境ラウンドの方法と成果」 

２月28日「環境クロスの使用状況と製品の説明展示（業者による、環境クロス関連製品

の説明、展示の実施） 

ウ 看護部環境感染対策委員会：毎月１回（第２月曜日） 



エ マニュアル作成（３項目）・改訂（16項目） 

オ カテーテル関連尿路感染（ＣＡ－ＵＴＴ）サーベイランス６病棟実施 

排尿ケアチームとサーベイランスデータの情報共有 

カ 地域の啓蒙活動 

・11月９日（土）に健康フェスタ（由井生涯学習交流館）で、咳エチケットキャンペーンと

してのマスク約100組配布 

キ 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）において実施 計68件 

ク 認定看護師会との連携 

・看護外来：テーマ「インフルエンザ予防のポイント」  当館１階待合ホール  11月20日 

（文責：鈴木 智子） 



 

⑵  がん化学療法看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア  安全に注射を実施するために  新人看護師研修  ５月14日 

イ  薬剤曝露防止の方法     新人看護師研修 ７月17日 

 

②  院外研修講師 

ア  化学療法を受ける患者の看護             JA静岡厚生連するが看護専門学校 １月16日 

イ  抗がん薬投与の管理とケア              JA静岡厚生連するが看護専門学校 １月23日 

ウ  全身機能・骨髄抑制のアセスメントと対処 JA静岡厚生連するが看護専門学校 ２月６日 

 

③  カンファレンス（２か月毎開催） 

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） 

 

④  コンサルテーション 

 

⑤  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  ９月25日 

 

⑥  緩和ケア委員会（毎週１回開催） 

 

⑦  外来化学療法委員会（随時） 

（文責：松永 光代） 



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 

 透析患者に安全・安楽な透析を提供する。 

 透析を生活の中に組み入れ、その患者に合った日常生活を構築できるよう支援する。 

 腎臓病を持つ患者・家族がいつでも透析や療養生活について情報を得ることができるよう

支援する。 

 透析認定看護師として地域住民に貢献する。 

 

①  看護学校講師 

腎不全・透析看護  ４月18日 ５月16日 ６月６日  ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 

 

②  院内看護師透析看護研修会 

「透析患者のフィジカルアセスメント看護実践」 

７月17日（新３病棟） ７月18日（本４病棟・外来） ７月22日（東３病棟） 

７月24日（東２病棟） ７月30日（西２病棟・外来） 

 

③  共立蒲原総合病院フェスタ 

『爪ケア』  11月９日 

 

④  透析看護における自己研鑽 

第27回日本慢性期医療学会  12月13日～14日  大阪国際会議場 

（文責：谷沢 美恵子） 



 

 

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・フレイル」  新人研修  ６月６日 

イ  「リハビリテーション看護」        ラダーⅢ ９月２日 

 

②  院外研修講師 

ア  「看護・健康教室」コーディネーター 

「転倒しないための体操・脳卒中予防10か条」  芙蓉の丘通所リハフロア  ７月23日 

イ  「蒲原病院健康フェスタ」 

「脳卒中予防」  由比生涯学習交流館  11月９日 

 

③  学会参加 

「日本離床学会・全国大会」  国立オリンピック記念青少年総合センター  ６月15日 

 

④  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18日 

 

⑤  排尿ケア委員会（毎月第３月曜日開催） 

排尿ケアチーム  ラウンド（毎週木曜日） 

排尿ケア研修会 勉強会開催 テーマ「オムツの有効的な当て方について」 

講師：大王製紙株式会社  望月 美智子先生  １月24日・31日・２月17日 

（文責：稲葉 映） 



 

 

⑸  認知症看護認定看護師 

①  院内研修講師 

ア 中学生職場体験    ５月16日・11月８日・11月21日  認知症看護について 

イ ラダーⅠ       ６月14日                    高齢者の理解 

ウ ラダーⅡ       ７月４日・11月８日           認知症ケア 

エ 高校生一日ナース体験  ７月26日                    認知症看護について 

オ 市民公開講座     11月１日                    認知症の理解と予防 

 

②  院外活動 

ア  富士市認知症施策推進委員会                ６月18日・10月16日・２月13日 

イ 富士市健康まつり  健康相談                ９月15日 

ウ 蒲原病院フェスタ タクティールケアの実施  11月９日 

 

③  学会発表 

日本老年看護学会 学術集会 ６月８日 

テーマ：ケアミックス型の病院で院内デイケアを行った効果 

 

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  ４月・７月・９月・１月参加 

イ  日本老年看護学会 第23回学術集会  ６月７日～８日 

ウ  認知症看護認定看護師会 通常総会 ７月13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 

ウ  院内デイケア  （７月・11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30日  「認知症について」 

（文責：齋藤 美和） 



 

 

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  ６月11日 

 

②  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア 第24回  日本緩和医療学会学術大会  ６月21日～22日 

イ 看護師のための緩和ケア研修会  ９月28日 

ウ 第32回  日本サイコオンコロジー学会総会  10月11日～12日 

エ 意思決定支援－あなたは支援者になっていますか－ 10月29日 

オ 第43回  日本死の臨床研究会年次大会  11月３日～４日 

 

③  院内活動 

ア  緩和ケアチーム（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か月に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28日 

(文責：鈴木 千惠) 


