
 

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。 

 

【2020年度看護部方針】 

１．病院中期経営計画の2020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。 

 

【2020年度看護部目標】 

１．安全で信頼される心温かな看護・介護を提供する。 

目標値：更新工事に伴う病棟移動時に発生する事故、クレームを「０」とする。 

患者満足度調査の看護に関わる項目全ての「満足」の値を5％向上させる。 

看護職員に対する投書の件数４件以内 

褥瘡発生率・レベル３ｂ以上のリスク発生件数を前年度より減少する。 

２．病院経営に参画する。 

目標値：病床利用率、一般病棟82.1％、地域包括ケア病棟81.4％、療養病棟97.8％ 

外来患者数350人/日 

診療報酬改定に伴う基準の変化に対応し、算定漏れ「０件」 

診療材料シールの紛失枚数「５枚」 

３．お互いを認め合い、居心地の良い職場風土を醸成する。 

目標値：離職率５％以内 

各部署で業務改善・フィッシュ活動を行う 

職員満足度調査結果 やりがい70点 雰囲気70点 

４．キャリア開発を支援し、ひとりひとりが成長できたと実感できる 

目標値：クリニカルラダーの理解度が70％以上 

集合研修が実践に活かせると回答した割合が75％以上 

目標管理面接３回/人（年度始め、中間・年度末）を確実に実施 

 

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 

顧客 安 全 で 信

頼 さ れ る

心 温 か な

看護・介護

を 提 供 す

る 

2021年度 

患者満足度調査 

看護職員に関す

る全ての項目で「満

足」値を５％向上 

2020年度調査結果か

ら１つに取り組む 

(各部署) 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観

点から、令和２年度は行われなかったが、ある病

棟は令和元年度の患者満足度調査結果から「より

良い病室環境の提供」に取り組み、スタッフの意

識改革を行えた。 

 看護部職員に対す

る投書件数 

４件以内 接遇力の向上 

社会人基礎力コース

(CK2001・2002・2004) 

接遇委員会開催の研修

参加 

社会人基礎力コース視聴率：9.4％ 

接遇力向上の知識として学んでいただきたかっ

たが、視聴率は低かった。ただし、病院に寄せら

れた看護部職員に対する投書件数としては1件、

他部門を含む内容が2件だった。 

接遇委員会が行った「名前の呼び捨て禁止・さん

付け運動」後のアンケートでは「以前から呼び捨

てはなかった」が「さん付け」が増えている、と

の結果だった。相手を尊重した丁寧な対応は接遇

力の向上に繋がるので、今後も継続していく。 

  更新工事に伴う病

棟移動時に発生す 

０件 引越し予定 

(４・８・11・２月) 

新型コロナウイルスの影響で本館空調工事は６

か月遅れで開始。引っ越しも大幅な予定変更が 
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  る事故・クレーム件

数 

 ４月１日西２→新２ 

４月９日西３→西２ 

４月15日東３→西３ 

患者・家族への説明

と同意を得る 

可能な限りの応援体

制を取り、患者の安全

を最優先に行動する

(全部署) 

あった。 

令和２年４月１日  西２→新２ 

９月15日  東２→西２ 

９月24日  西３→東２ 

９月30日  東３→西３  

令和３年１月６日 東３(西３)→東３ 

３月25日  西３(東２)→西３ 

引っ越しに伴う事故としては、エアーマットの

電源の入れ忘れがあったが、皮膚状態の悪化に繋

がることはなかった。引っ越しに伴う患者・家族

からのクレームは「場所違い」が散見された。 

院内の電話が入る際、内線電話番号間違いが多

く業務に支障を来たした。 

  褥瘡発生率 

身体拘束率 

【褥瘡発生率】 

2019年度：3.8％ 

(＋1.4％) 

2020年度：2.4％ 

【身体拘束率】 

2019年度：16.8％ 

褥瘡対策委員会・チ

ームの活動に協力 

各病棟も計画に入れ

て、中間評価を確認 

身体拘束の必要性に

ついて検討する 

(各病棟) 

褥瘡発生率：1.96％(－1.84％)目標値の2.4％よ

り改善した値だった。これは、各病棟で予防も含

め発生率の改善に向けて、カンファレンスの実

施、スタッフへの意識づけ、マットレスの選択、

オムツの当て方等、様々な角度から取り組んだ結

果と評価する。２つの病棟で栄養状態との関連を

挙げており、これは看護部の委員会を褥瘡・NST

委員会としている理由と合致している。次年度は

この辺りのアセスメント能力向上を加えながら、

更なる改善を期待する。 

身体拘束率：22.9％(＋6.1％) 

全病棟で拘束の必要性についての検討に取り

組むことができたが、結果は上昇している。認知

症ケア委員会の分析にあるように、今年度は新型

コロナウイルス感染症拡大防止のため入退院時

以外は面会制限・禁止の措置が取られたことも要

因の一つと考える。 

  レベル３ｂ以上の

リスク 

５件 

2019年度９件 

看護手順の遵守 (各

部署) 

タイムリーにリスク

レポートを共有し、再

発防止に向けた取り組

みを行う (看護部連絡

会議・リスク委員会) 

レベル３以上のリスク10件(＋１件) 

目標値には届かなかったが、重大事故には至ら

なかった。再発防止に向けた取り組みとして、看

護部連絡会議で情報共有し、ハード面の整備が必

要となった際は、他部門との連携で対応した。 

  感染症罹患数 ０件 

感染しない 

させない 

感染対策師長による

正しく適切なPPEの着

脱指導・テスト 

手指衛生の啓蒙活動 

新型コロナウイルス

感染症対策本部会議の

決定事項をスタッフへ

伝達、遵守できている

かを確認する 

(３密回避・会話時のマ

スク着用・不要不急の

外出自粛) 

新型コロナウイルス感染症の罹患０件、他の感

染症(インフルエンザ・ノロウイルス等)の罹患も

０件だった。感染対策師長の指導・教育・チェッ

クが徹底されたこと、ICTメンバー、各部署管理

が主軸となってスタッフ全員に啓蒙した結果、確

実な手指衛生の実践、正しいPPEの着脱を習得す

ることができた。また、病院から出される不要不

急の外出自粛、３密回避、会話時のマスク着用、

家族以外の人との会食禁止等、様々な方針を、職

員も真摯に受け止め遵守したことも罹患数０に

結びついたと考える。 

財務 個 々 が 自

分 の 家 計

と思って、

病 院 経 営

に 参 画 す

る 

病床利用率 一般病棟：82.1％ 

地域包括ケア病

棟：81.4％ 

療養病棟：97.8％ 

外来患者数：350

人/日 

診療報酬改定による

変更点を早期に把握

し、効率的かつ経営に

も貢献できるベッド調

整を行う (ベッド調整

会議メンバー) 

応援体制の強化 (療

養受け入れ数の増加に

繋げる体制を組む) 

病床稼働率 

急性期：64.7％ 地域包括ケア：80.3％ 

療養：97.5％ 

外来一日平均患者数：313.9人 

他病院から療養目的転院数：81人(－31人) 

レスパイト目的入院：84人(＋38人)       

新型コロナウイルス感染症に関連した受療行

動の変化なのか、４月～７月の患者数減少は著し

く、それ以降の稼働率にも影響は残った。病棟・

外来とも目標値には届かなかったが、地域包括ケ

ア・療養は目標値の98.6～99.6％、外来は89.6％達

成できている。療養目的の入院は近隣病院のクラ

スター発生があったため48％も減少したが、レス

パイト入院は新規申し込みが24人も増加するな

ど、受け入れ増になった。これは訪問看護からの

情報発信に加え、受け入れた病棟の看護・介護が

評価されたと考える。 

急性期は稼働病床が増えた事が結果として稼

働率に影響している。また、近隣の急性期病院で

救急の受け入れが難しい状況になった際、富士医 

療圏で一番多くの救急車を受け入れたのは当院 
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     だった。以上の事から、今年度は経営貢献できた

と評価する。  

 診療報酬改定によ

る施設基準・加算 

取得できる基準・

加 算 の 算 定 漏 れ

「０」 

診療報酬改定の内

容・変更点の理解(管理

者全員) 

基準・加算の算定に

協力する(全部署) 

改定後の施設基準、看護必要度Ⅱ、全てクリア

できた。 

急性期のDPCを地域包括ケア病棟でもⅡ期ま

で算定が可能となり、収益としては全体の0.2％

だが効率性係数にも影響がある。効率性係数の値

は２月末に通達され、次年度の収益に反映され

る。 

急性期病棟で算定できる「せん妄ハイリスクケ

ア加算」は４月から準備を開始し９月からの算定

となった。算定件数は827件/７か月、金額にして

827,000円(３月31日現在)  

 認知症ケア加算 

排尿自立支援指導

料 

フットケア外来 

2019年度データ

より上昇する 

32,913件/10か月 

757件/9か月 

34件/6か月 

各委員会活動に協

力・資格者の養成 

排尿自立支援指導

は、地ケア・外来の算定

も可能 

認知症ケアは、顧客

の視点にも挙げた身体

拘束の必要性について

検討することが加算額

に反映する。 

排尿自立支援指導に関する研修に２名の師長

が参加し、資格者の養成は達成できた。今後は外

来の資格者を養成していく。 

排尿自立支援指導料：540件(－217件) 

新型コロナウイルス関連で委員会の開催・運営

が思うようにできなかったこと、他部門の理解が

今一歩の面があり算定出来ない状況の部署があ

ることが要因と考える。今後は排尿自立の本来の

主旨を他部門に提言し、看護やリハビリ中心に展

開してはどうか。 

認知症ケア加算：37,250件(＋4337件)令和元年

度と比較してみると、４月～７月の算定が７％～

17％減少している。これは新型コロナウイルス感

染症罹患を懸念した予防と受療行動の変化が、入

院患者数に影響し、患者数そのものの減少による

影響が大きかったと判断する。 

フットケア外来：80件/年  

 診療材料のシール

枚数 

紛失５枚以内 紛失した経緯を明ら

かにし、対策を立案、実

施する(全部署) 

紛失枚数：14枚(－9枚) 

ある部署では０を目指してシールをコピーし、

目標を達成しており、各部署スタッフへの意識付

けを懸命に行っている。再発行に係る手間(伝票

入力→検印→提出)・施設物品課の負担・万が一の

悪用防止を考慮し、紛失は極力０を目指したい。  

 診材棚おろし結果 

電気料金 

コピー用紙使用状

況 

2019年9月棚卸し 

結果より10％の改

善 

2019年度より5％

改善 

棚卸しの実施 

期限切れの診材を出

さない(各部署で実施) 

必要のない場所の電

気・エアコンの電源を

切る活動を啓蒙する

(各管理+部署) 

裏紙の使用推進 (コ

ピー機を詰まらせない

程度に) 

2019年９月、2020年３月と比較して金額が増加

している。CAGが再開し新規の診材が増えたこ

と、新型コロナウイルス関連で大量購入による在

庫増が要因。 

不要な電気・エアコンの電源を切る活動、裏紙

の使用については、４部署が取り組んだ。中には、

裏紙の使用で2,000円以上削減できた部署もあ

る。新型コロナウイルスに関連して、新たに電気

料金が発生する医療機器(ウイルスキラー等)も増

えている。小さな活動ではあるが、一人一人が不

要な電気を切ることで、病院の経営には必ず貢献

できる。今後も意識付けを継続して行く。 

内部プロ

セス 

お 互 い を

認め合い、

居 心 地 の

良 い 職 場

風 土 を 醸

成する 

離職率 正規：0.5％改善 

2018年度6.1％ 

2019年度5.4％ 

看護補助者：5％改

善 

2018年度21.9％ 

2019年度11.7％ 

・全てのスタッフと各

部署管理(看護部・主

任も含む )の目標面

接を３回/年実施す

る。 

キャリア展望、勤務

継続意志、夜勤従事状

況等の把握をする。 

・プレシャスナースと

の面談３回/年(看護

部長) 

・主任会の開催 開催

日は主任会が決定 

テーマを決めて意見

交換、師長会への提言

(主任会) 

・フィッシュ哲学を取

り入れ、お互いを認

め合う風土造り (全

部署) 

離職率 

看護師：6.0％(+0.6％)定年2名  

身分切り替え１名 

看護補助者：8.8％(－2.9％) 

看護師は目標達成には至らなかった。10名就職

した新人のうち２名が８、９月で退職、いずれも

インターンシップで数時間、看護体験をして当院

を選択しており、看護学校からの推薦で入職して

いる。看護学校の成績と当院で適応できるかが相

関しない事は明白なので、2021年度募集から同校

の推薦枠は縮小した。 

看護補助者は大きく改善した。2020年４月から

会計年度任用職員制度に移行し、基本給や休暇、

待遇面が優遇されたことが要因と考える。 

目標管理面接：３回目の面接を残してほとんど

の部署が行えた。部署の師長と話すことは、スタ

ッフのキャリア展望や勤務継続意志について知

ると同時に、師長の看護観や方針を伝える機会に

もなる。今後も継続の必要あり。 

主任会は１回開催、２回目はメール会議として 

開催した。令和３年度に更新されるユニフォーム 
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    ・七夕の夕べ(新型コロ

ナウイルスのため集

合する形は無理か？

新人歓迎が目的なの

で形を工夫して実施

予定) 

について、限られた予算の中でスタッフの要望も

取り入れ、デザイン・枚数・洗濯回数の検討を行

った。「組織はNo.２で決まる」とも言われてお

り、スタッフ・管理双方の気持ちが分かる主任の

存在は大きい。その主任同士が主任会を通して繋

がり、発展的な意見の提言をしてくれる事を期待

する。 

フィッシュ哲学を取り入れ、お互いを認め合う

風土造りについては多くの部署で実施できた。 

スタッフ同士であったり、患者を通してだった

り、業務改善だったりと形は様々だが、同じ目的

に向かっていたことが読み取れる。 

七夕の夕べは新型コロナウイルス感染症感染

防止の観点から、開催しなかった。看護部職員全

員が新入職員を歓迎し応援している気持ちを、各

部署の紹介を入れたファイルとプレゼントとい

う形で伝えた。  

 有給休暇取得荷日

数 

 

 

 

 

勤務間インターバ

ル 

付与日から１年

間で５日/人、取得

は必須、守れなけれ

ば、罰金30万円/件

が課せられる。 

 

11時間 

・毎月総務課より付与

日と取得状況一覧が

情報提供される。そ

れを参考に、計画的

な取得を促す (各部

署管理者) 

・業務改善 

・残務量の把握と超過

勤務の命令 

・病棟とそれ以外の部

署(手術室・健診・外

来 )の応援体制の強

化 

年間５日の有給休暇の取得は全部署で達成で

きた。取得状況は看護配置が少ない中でCOVID病

棟に人員を出した部署は困難を極め、公休の先送

りを余儀なくされた。平均値は12.1日 

手術室・健診センターも日々に加え、年末年始・

３連休には発熱外来にも応援をいただいた。 

業務改善では療養病棟以外でも、電子カルテの

記録にダイナミックテンプレートを活用する傾

向が増えており、効率かつ患者の見える化に繋が

っている。 

11時間のインターバルは、入退院が集中する病

棟および医師の指示が遅くなる病棟では定時の

終業は難しく、インターバルの確保ができていな

い。  

 職員満足度調査 やりがい：70点 

雰囲気：70点 

・職員満足度調査の実

施 

 期間：11月４日～11

月24日 

 対象：看護部職員250

名 

 結果の読み取り・改

善点の抽出 

部署全体の評価からは昨年度より２～４点上

昇したものの掲げた目標値には至らなかった。積

極的に働きかけた部署は良い評価に繋がってい

たこともあり、各部署の取り組みは評価したい。

職場の雰囲気については居心地の良い職場風土

作りに取り組み、全体では２点の上昇、部署では

３～７点の上昇があった。NO残業デイの取り組

みやスタッフの協力体制強化、チーム間の応援体

制の充実に向けて活動し部署の活性化に繋げた。

逆にマイナスを示したところは、緊急入院の受入

れ・転棟に伴う対応や日々の繁雑な業務が多い部

署でスタッフと十分なコミュニケーションを図

ることが困難となり、スタッフの満足度には繋が

らなかった結果となった。 

労働条件の項目については全体の評価として

は昨年度と大きな変化は見られなかったが、点数

が低下した項目としては「過度に精神的不安を感

じることなく仕事ができているか」「私生活へ配

慮」「職員の安全」等などであった。今年度はコ

ロナ禍の影響もあり「精神的不安」に関する項目

へも影響を及ぼした可能性もあり、安定した環境

下での仕事の遂行が十分でなかったことも考え

られる。 

勤務意欲の項目では１部署以外は全ての部署

で上司のリーダーシップ・上司の支援・指導につ

いては２～６点高い結果となった。スタッフとの

コミュニケーションを良好に保ち、風通しの良い

職場づくりを作るためにリーダーサブリーダー

とともに積極的にスタッフへ働きかけたことが

評価され目標管理が良好に機能していたと考え

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 た と 実

感 で き る 

当院のクリニカル

ラダー 

・ラダー表、運用方

法、評価表の完成 

 

・年度末アンケー   

  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 

・新しいクリニカルラ

ダーの作成(看護部) 

・新しいクリニカルラ

ダーの周知(各部署) 

・実践に活かせる研修

の工夫(担当委員会) 

昨年度、JNAのクリニカルラダーに合わせた当

院の新たなクリニカルラダー表が作成された。内

容的にJNAのクリニカルラダーは、看護実践に重

点をおいており、今までのラダー表にあった当院

での軸でもある教育や人間関係の項目も付け加

えたいと考え見直しをしたが、完成させることは 

できなかった。 

年度末アンケートで、研修が「満足できた」「だ 
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   た ｣ の 割 合 が

70％以上 

 

・年度末アンケー

トで集合研修の

項目で「実践に活

かせる」「まあま

あ活かせる」の割

合が75％以上」 

 

 

いたい満足できた」と回答した人は81％だった。

「自分のレベルにあった内容だった」「自分の看

護を振り返ることができた」「訪問看護の同行実

習など普段の業務では体験できないことをたく

さん学ぶことができた」との感想が聞かれた。 

 

 目標管理面接の実

施 

・面接の実施 3回

／人(年度始め、

中間、年度末) 

 

 

・達成度評価 各

平均4.5以上 

・目標管理についての

学習 (各所属長と主

任)eラーニング視聴 

AC2001  部下のや

る気を高める目標設

定面談のしかた 

・クリニカルラダー達

成の支援を含めた目

標管理面接の実施

(各所属長と主任) 

・目標管理シートの提

出(個人、各所属長と

主任) 

・目標達成のための支

援(各所属長) 

目標管理の面接は、ほとんどの部署で年度始

め、中間、年度末と年3回実施することができた。 

個人目標の達成度については、コロナ禍という

ことも影響し、計画していた院外研修に参加でき

なかったこともあり、業務目標達成度の平均4.1、

能力開発目標達成度の平均3.6と低い数値となっ

てしまった。 

 

 到達目標チェック

リスト 

 

 

「ナーシングメソ

ッド」の視聴率 

 

新人の離職率・プレ

シャスの離職率 

・新人の到達目標

チェックリスト

の達成度が85％

以上 

 

・新人一人あたり

の視聴テーマ数

が50以上 

 

・新人・プレシャス

の離職率ともに

“0” 

・ナーシングメソッド

を活用した研修の実

施(担当委員会) 

・臨床に近づけるよう

場面を設定した研修

の工夫(担当委員会) 

・集合研修とOJTとの

連携(担当委員会) 

・到達目標の見直し(担

当委員会) 

・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(看護部) 

新人看護職員の到達目標チェックリストの各

項目の達成度は、Ⅰ看護職員として必要な基本姿

勢と態度については86.5％、Ⅱ技術的側面・看護

技術については87.8％、Ⅲ管理的側面については

91.8％で、どの項目も目標値の85％以上となっ

た。4月～5月中旬まで、ほぼ毎日ｅラーニングや

演習での研修を実施した。ナーシングメソッドの

視聴は、集合研修で視聴したこともあり、一人あ

たりの視聴テーマ数は60項目以上となり、自己学

習も含め110項目以上視聴した新人もいた。6月以

降は月2回の研修を実施し、実際の場面を想定し

たシミュレーション研修も2回実施した。年度末

のアンケートでは、毎日行った自部署の指導者と

の振り返り研修やシミュレーション研修、2回の

チェックリスト確認は、できていること・できな

いことの振り返りをする機会となったと回答し

ており、有意義な研修だったと考える。各部署で

の手厚い指導もあり、それぞれ新人の成長がみら

れたが、2名の離職者があり離職率0にはならなか

った。  
 「ナーシングサポ

ート」の視聴率 

 

「看護師の特定行

為研修の共通科目」

の視聴率 

6月～導入予定 

(臨床病態生理学、

臨床薬理学、疾病臨

床病態概論、ﾌｨｼﾞｶ

ﾙｱｾｽﾒﾝﾄﾒﾝﾄ) 

一人あたり履修

数(20分以上個人視

聴＋集合研修参加)

が15以上 

 

 

 

 

一人1項目以上の

視聴 

(指定時間の80％以

上視聴) 

・ナーシングサポート

を組み込んだ研修の

企画・実施(看護部、

担当委員会) 

・OJT、個人での活用の

促進(個人、各部署) 

ラダーレベルⅡ～Ⅴ-1の研修にそれぞれ4～5

項目のｅラーニングを取り入れた。内容によって

は、視聴後にグループワークを実施し意見交換を

してもらった。 

今年度はコロナ禍で院外研修の中止やオンラ

インになってしまい、計画していた研修を受講で

きなかった人もいた。そのため、院外研修の代わ

りにｅラーニングを活用してもらいたかったが、

院内の全体研修の必須研修以外で自己学習とし

て視聴した人は少なかった。6月から導入した特

定行為研修の共通科目も数人しか視聴していな

かった。次年度は、レベルⅤ-2の必須研修として

特定行為研修の共通科目の中から、いくつか視聴

してもらうことを検討していきたい。  

 看護補助者研修受

講率 

看護補助者受講率 ・年1回、eラーニング視

聴日(1日)を設け受講

(病棟看護補助者) 

今年度の看護補助者研修は。集合研修ではなく

一日一人ずつ新館4階カンファレンスルームで看

護補助者コース18項目全てを視聴してもらった。

各部署忙しい中、研修時間をとっていただき、病

棟の看護補助者全員が視聴できた。       

文責：小林 千也子(教育担当師長) 
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【総括】 

2020年度は、新型コロナウイルス感染症に関連して、看護部はもちろん病院全体で一丸となって感

染防止に尽力した一年だった。看護部では患者様も自分たち自身も「感染しない、させない」を目標

に掲げ、感染担当師長である感染制御実践看護師（PNIPC）による個人防護具の着脱あるいは感染制

御について教育・指導・実際の手順の確認等を受け、全力で取り組んだ。他のインフルエンザ・ノロ

ウイルス等も含めて感染者無しという結果は、感染症に対応する看護の質向上に繋がったと評価する。 

同じく質の部分で看護を牽引する認定看護師では、当院初の訪問看護認定看護師が誕生した。患者

様が住み慣れた地域でその人らしく安心して過ごせるよう、在宅療養の要として、その役割を発揮し

ていくことを期待している。他にも認知症看護と特定行為を含む皮膚排泄ケア、糖尿病看護の分野で

計３名が教育課程を終了した。早ければ2021年12月には特定行為を実践する看護師が２名誕生する。

専門的な知識・技術の提供をはじめ、看護部の課題の一つでもある看護師のアセスメント能力の向上

にも積極的に関わって教育していくことを切望する。 

看護配置に必要な人の確保では、看護師２名の減、看護補助者１名の増、離職率は定年・身分切り

替えも含め5.9％だった。昨年度からは0.5％上昇したが、全国比では低い水準を保っている。今回のよ

うな世界的な新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、患者・多職種を繋ぎ、看護でなければでき

ない役割が多々あることを改めて確信した。経営状況や人件費率を考慮しながら、今後も地域貢献で

きる病院の礎となるような人材の確保・育成に尽力したい。 

文責：今井 碧 
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⑵  外来 

目標１．病院経営に参画する。 

１）予約外患者・救急患者の受け入れを快く受け入れ外来患者数350人/日以上を維持できる。 

①接遇力向上に向けた取り組みを行う。②ショートカンファレンスを実施し情報共有した上で患者対応

を行う。③業務整理を行ない業務の効率化を図る④救急外来での対応を統一できる。 

経過・結果：毎朝のカンファレンス時に接遇標語を読み合わせることで接遇面に対する意識づけはできた。対

策として、診療科においては診察の進行状況を把握してもらうため、時間割表を活用し待ち時間対策に努め

た。検査科では、当初、雑誌の設置を予定したが、新型コロナウイルスの流行に伴い中止とした。‟内視鏡

検査の前処置から終了までの流れ”をポスターにして掲示したところ検査待ちの時間に閲覧してくださる

場面が多くみられた。救急外来では、対応を統一するために整形外科医師による学習会を実施した。マニュ

アルの更新は次年度の課題とし、随時見直していくこととした。外来患者数は、コロナ禍ということもあり

目標には到達できず313人/日であった。また、“外来受診時の流れやスタッフの対応・声かけについて”改

善を求めるご意見もいただいたので今後の課題として検討していく。 

２）コスト意識を持ち適切な物品管理を行ない不良在庫“0”を目指す。コスト漏れを防ぎ確実な算定につな

げる。 

経過・結果：スタッフ全員がコスト削減を意識し、使用頻度の少ないアクションカードを返却し一部のカード

をファイリングした。コストシール運用の現状把握を行ない、コスト削減に向けた行動を取ることができ

た。医事経営課による診療報酬に関する学習会については、３密を回避するために中止とし実施には至らな

かった。しかし、ｅラーニングを活用し100％のスタッフが診療報酬について自己学習することができた。

シール紛失は３枚であった。 
 

目標２．患者・家族に温かい対応・わかりやすい説明を行い、信頼関係を構築し安心・安全な看護を提供できる。 

経過・結果：95％のスタッフが、毎日のカンファレンスを実施することで患者のことを考える時間が増えたと

感じていた。コロナ禍で多忙な業務の中で日々の看護の振り返りを行うことができ、スタッフ間の関係も深

めることができた。カンファレンスを行うことで、‟一人の患者さま”に対して様々な看護師の思いや意見

を交換することができ以前より‟患者さま”を思う時間は増えた。受け持ち制の導入を行うことはできなか

ったが統一した関わりに繋げることはできたと考える。 
 

目標３．働きやすい環境作りを行う。 

１）働きやすい職場風土を作ることで、スタッフがやりがい感を持って働くことができる。 

経過・結果：年休取得はすべてのスタッフが５日間取得できた。年３回の面接を計画し、中間評価は３人の主

任に依頼し看護師・看護補助者全員に対し実施できた。２月に師長との最終面談を実施し各個人の最終評価

に繋げた。ありがとうカードの作成やスタッフのプロフィール作成、朝のミーテイングで誕生日を祝うなど

スタッフ間で声を掛け合い認め合える環境づくりを目指した。職員満足度調査より‟あなたの上司は仕事の

成果に対してフィードバックしてくれますか？”についての評点が昨年度より高くなっていた。これは、ス

タッフとコミュニケーションを日常的に図ることで距離の近い関係性を構築することができたからではな

いかと考える。また、‟あなたは今の部署でこれからも働きたいと思いますか？”についても昨年より評点

が高くなっており部署内の環境が良くなったと考える。コロナ禍ということもあり、‟当院は職員の安全に

配慮していると思いますか？”は昨年より低かった。今後も感染予防に努めスタッフの不安を軽減できるよ

う努力していきたい。 

２）キャリア開発を支援し一人一人が成長できたと実感できる。 

経過・結果：全スタッフが与えられたｅラーニングの視聴を行うことができた。勉強会の実施やマニュアルの

見直しを行うことで各自がキャリア開発に繋げることができていた。目標管理面接を3回行うことで、自身

の思いを表出させる機会とし、今後の方向性を見出す手助けとしていきたい。職務満足度調査では、全ての

項目で昨年度より評価点が向上した。 
 

目標４．感染予防に努める。 

経過・結果：PPE研修に全員参加することができた。発熱外来・救急外来・内視鏡室と感染するリスクの高い

部署があるため、PPEの着用、手指衛生の徹底を図った。中間評価でも１手技1プッシュの徹底を呼びかけ

たため、積極的な手指衛生を行うことができた。感染予防策の徹底により飛沫・接触による感染は発生しな

かった。今後も継続していく。 

（文責：山本 清美）  
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⑶  東２病棟（内科系、46床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１．医療安全に努め信頼される心温かな看護を提供する。 

経過・結果：病棟移動時の事故やクレームはなかった。４月～12月のリスクレポート枚数は、142枚と増加し

提出に対する意識づけができた。リスクの内容によっては、委員を中心に手順や決まりごとの再確認を病棟

全体で取り組めた。患者満足度調査は実施されなかった。褥瘡発生率については、病棟全体で1.7％であり、

昨年度より軽減することができた。褥瘡のみでなく、スキンテアや医療関連機器圧迫創傷予防にも早期に取

り組むことができた。身体拘束については、毎週金曜日のカンファレンスは行えていたが、抑制解除のため

の取り組みではなく、抑制が解除できない理由の話し合いで終わってしまうことがあり、身体拘束率は、

1.4％増加する結果となってしまった。病棟に対する投書はなかったが、職員同士の連携不足・接遇に対す

る苦情があった。入退院も多く多忙ではあるが、丁寧な対応を引き続き行うよう次年度も取り組む必要があ

る。 
 

目標２．コスト意識を持ち病院経営に協力する。 

経過・結果：師長・主任がDPCを意識してベッドコントロールを行う中で、スタッフから転棟を依頼されるこ

ともあり、病棟全体で動くことができた。医師の許可を得られなかった患者はDPC切れとなった。昼夜問わ

ず入院を受け、年間患者数763名を受け入れた。しかし、患者変動があるため病床利用率は63.8％で目標達

成できなかった。今年度、医事経営課からのコスト漏れ・誤差についての連携は行われなかったが、昨年の

DM・HOT指導料への意識は継続され、医事経営課と連携し指導料漏れを予防できた。診療材料シールは、

「シンガーポリスリムＳサイズ」１枚の紛失があった。使用頻度が少ないため在庫限りで終了とし、病棟全

体に伝達後は紛失０枚だった。物品担当者と看護補助者で定数チェックを行った。死蔵品を早期に他部署へ

委譲し期限切れを予防したが、医師特有の物品（針・綿球）は使用回数が少ないため期限が切れてしまった。 
 

目標３．スタッフ同士お互いを尊重し働きやすい職場風土をつくる。 

経過・結果：病棟全体で指導するよう取り組んだが、新人２名の離職となってしまった。ＮＯ残業デイは両チ

ームで活動したが、基準の作成までには至らなかった。個々が勤務表に希望する日を青マーカーで表示し１

日に２名までとした。入院はつけず検査も早い時間を受け持つなど病棟全体で協力した。次年度は基準を明

確にする必要がある。チーム活動では最終目標が「４」以上で、掲げた具体策を行い目標が達成できたと思

われる。コロナの影響もあり全体会の開催はできなかったが、リーダー会を毎月開催した。師長・主任・リ

ーダー間のコミュニケーションを図り、話し合った内容を共有するよう伝達をした。フィッシュ活動は、両

チームで個々にメッセージカードを送り、師長・主任からは、スタッフにバースデーカードとクリスマスカ

ードを渡した。モチベーションUPを目指したが、職員満足度調査の「やりがい」「雰囲気」とも70点以下の

結果であった。次年度も70点以上を目指し取り組む必要がある。パート看護師との業務改善にも取り組み、

電子カルテからの情報収集方法を伝達・入浴カレンダーの作成・採血の再研修などに取り組むことができ

た。 
 

目標４．個々のスタッフが成長出来るように支援する 

経過・結果：院外研修は、中止になり参加できなかったが、オンライン研修や学研のeラーニングでの学習で

補うことができた。院内研修は、全て参加することができた。スタッフへの目標管理面接は２回実施した。

最終の面接では、個々の能力把握と課題を明確にし、次年度につなげられるような目標管理面接に取り組ん

だ。各自の目標管理については、達成度評価に個人差があるため、個々の達成度が「４」にできるよう引き

続き指導していく。集合研修の評価については、「研修が実践に活かせる」が81％で目標達成できた。 

     （文責：後藤 ひさみ） 

  

-81-



 

⑷  新２病棟（33床、地域包括ケア病棟） 

目標１．患者・家族が安心して入院生活を継続することができる(安全で信頼される心温かな看護・介護を提供

する） 

経過・結果：各委員会研修は、eラーニングでの個々の視聴とテスト結果提出ですすめられ、視聴・テスト提

出共に100%だった。環境感染対策委員と協力し、毎週火曜日に環境整備を病棟の週間予定とした。環境整備

についてのチェックリストも作成し、業務の一環として定着しながら行うことができた。不穏患者などは意

図的に病室を検討し、静かさの確保のために留意できていたとの意見も得られた。 

身体拘束を最小限にできるよう、チーム会や伝達事項、声かけ等で啓蒙活動を行った。毎週の認知症カン

ファレンスで認知症ランクを確認し、話し合いの場にすることができていた。病棟全体の褥瘡発生率は、令

和元年「3.8」、令和２年「1.96」と減少した。リスク委員の協力のもと、チーム会を活用し情報共有とリス

クの振り返りをした。医療事故及びクレームは０件であった。 

201号へ陰圧装置が設置され、擬似症患者の受け入れとPPE対応の徹底を継続中である。 
 

目標２．診療報酬に対応し、経営も意識しながら看護を行える。 

経過・結果：病床稼働率87.4％、在宅復帰率77.3％と目標値は達成できた。新病棟への引っ越しを４月に実施

したが、事前の説明等により紛失物やクレーム・トラブルはなかった。空床時には、夜間の緊急入院も受け

入れをした。メンバー同士のコミュニケーション、情報提供により方向性や退院支援の進捗状況も連携シー

トの記入内容で把握できた。情報を共有できたことで統一した看護に繋げられた。 
 

目標３．看護チーム力を強化し、柔軟に対応できる職場環境をスタッフ全員で創っていく。 

経過・結果：人員増加のない中、チーム間の応援体勢やクラーク・助手の協力を得て病棟運営をすすめること

ができた。職務満足度調査結果では、全分類において、全体の結果よりポイント上昇がみられた。部署にお

いては、総合評価の「今の部署でこれからも働きたいと思いますか？」が昨年より７ポイントアップした。

「勤務意欲」「やりがい」もアップしているため、今後も維持継続していけるように繋げたい。 
 

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：教育委員会のラダーアンケートより、研修はクリニカルラダーレベル達成に向け満足のいくもの

であったと高評価だった。事例検討のグループワーク研修でも他部署の経験を聞くことで様々な方面から

考えることができ参考になったという意見があった。ラダーレベルⅢの事例検討発表報告会も行うことが

でき、様々な意見やアドバイスを受け、実践者の学びに繋ったと思われる。現任指導に対し、指導者側と対

象者の到達へのギャップが見られたが、対象者達は相談しやすく安心して働ける病棟だと回答し、指導者側

は諦めない気持ちが大事、根気よく関わることへの理解が深まったという回答を得た。新人看護職員がいな

かったため、役割を理解し関わることができたかは判断しかねるが、新人看護職員が入職した際には、自分

の立場を理解し、できることを行いたいという前向きな意見が多かった。 

 （文責：伊藤 さゆり） 
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⑸  東３病棟（外科系、46床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１．患者家族を中心とした安心且つ安全で、心温かな看護実践をし、信頼関係を構築する。 

経過・結果：病棟移動（引っ越し）が９月と１月の２回実施されたが、２回とも患者からの苦情はなかった。

患者の荷物の紛失や破損などもなく目標は達成された。今年度、患者満足度調査は実施しなかったため、次

年度の目標に繋げていく。褥瘡発生を減少させることを目指す取り組みとして各チームの小集団活動に取

り入れた。前年度の４月～12月までの褥瘡発生件数と比較すると、今年度の方が４件ほど高かった。しか

し、褥瘡カンファレンスを開催してからは、各チーム内で褥瘡発生リスクの高い患者を把握することがで

き、予防意識が高まったことにより、褥瘡件数は前期に比べ減少傾向であった。部位では仙骨部が多く、病

棟の特性から臥床時間が長い患者や自分で体位を整えることができない患者が多数いるため、体位交換の

工夫や方法を再度徹底し褥瘡予防に努める必要がある。次年度は栄養状態と褥瘡との関連をさらに深めた

勉強会開催に取り組む方向とする。身体拘束率低下を目指したが、昨年度より4.6％上昇した。理由として

は認知症や不穏患者が多く、ドレーンや点滴類の自己抜去のリスク回避のためだと考えられる。抑制＝安全

対策ではないため、外す方向の検討が今後の課題である。 

リスクレポート提出は162枚であり、昨年度より100枚程減少している。用紙も簡素化し記載しやすくなっ

たが、減少した原因はリスクが減少したのではなく、当事者の記載のみで関わった他の職員からの記載が減

少したことが挙げられる。レベルⅢｂが３件、内２件が転倒による骨折、内1件が意識消失による転倒であ

った。これについてはカンファレンスで話し合いをして対応策を講じた。引き続きゼロレベルの提出も促

し、レポート記載が重大事故防止になることを周知していきたい。    
 

目標２．病床利用率82.1％を目指し各種加算の算定漏れの防止、7対1の急性期看護体制を維持する。 

経過・結果：４月から12月までの平均病床利用率は62.83％で、目標の82.1％には届かなかった。稼働率が低迷

していたのは５月の50％、高かったのは８月の73.8％であった。COVID病床の空床も含んでいるため、やむ

を得ない状況であったといえる。排尿自立指導料が昨年度と比較し11％増加したため、病棟内での意識は高

まり収益に貢献したと考える。引き続き算定漏れのないようにしていく。昨年度の反省を活かし、シールは

すべてファイル内で保管し、シールやバーコードの代わりにダミーカードを作成した。この結果、シール紛

失はゼロであったがダミーカードは5枚紛失した。ダミーカードを作成したことで原本の紛失に至らなかっ

たことは良かったが、スタッフの意識は依然薄いのが現状である。死蔵品は物品担当へ返却し、在庫の削減

も行った。次年度からは西３病棟とワンフロアになるため、共有できる物は共同の診療在庫として取り扱

い、物品の管理方法も一部、一本化した方が良いと考える。次年度、西３病棟と検討していく方向である。

年末に行う予定だったアンケートをやめて昼のカンファレンスで話し合った。電気料削減についてはスタ

ッフ各個人からの節約への提案があり、意識は高まったといえる。しかし、年１回の話し合いでは一時的に

意識は高まるが、継続は困難なので定期的に考える場を提供する必要があると考えた。 
 

目標３．互いに尊重し合い、思いやりのある言葉や態度を心掛け働きやすい職場風土を作る。 

経過・結果：ＮＯ残業デイの取り組みを継続してきたが、その日の緊急入院の状況や重症患者数、多忙さによ

り帰れる日にばらつきが出て各個人に差が生じていたと思われる。また、日勤の看護師の人数や業務を遂行

する看護師の力量の差においても偏りが生じていた。しかし、今年度はチーム編成により大幅なメンバーの

入れ替えを行った結果、チームを超えて協力し応援機能を発揮することができた。４月から新人看護師４

名、プレシャス看護師１名を受け入れたが離職者を出すことがなかった。職務満足度調査の結果「雰囲気」

の項目は目標値を２点上回り74点であったため、目標は達成されたと考えた。 
 

目標４．各個人の思いに寄り添い今後の展望が見出せるよう支援する。 

経過・結果：初回の目標管理面接を５月、２回目を９月、最終を２月に実施し、目標は達成された。各個人の

キャリア開発に役立てられるよう、本人がやりたいことや興味を持っていることに対し、今後どのように実

現していくのか、近づいていくことができるのかを共に考えた。普段の患者さんとの関わりの中での気づき

を通して感じたこと、病棟内・病院内での役割（新人指導者・委員会活動を含む）など活躍していることを

再確認した。初回の面談において一部のスタッフに対し、マイナス面について事実をありのままに伝え、言

動や態度の改善を求めた。それに対し素直に聞き入れてくれ、その後の行動変容に繋がった。最終面接では

次年度の役割やチーム編成等をふまえ、各個人の意向を確認した。eラーニングの院内研修参加率は感染の

前期後期・医療安全共に100％であった。教育委員が主任看護師であったため、各スタッフのラダー研修を

把握し勤務表に反映させたりしたが、研修に対し個人の自覚が薄くなる傾向があったので次年度からは、そ

れぞれ把握してもらうように促していく。                                     （文責：井出 由佳） 
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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

復帰機能強化加算をとることができる。 

経過・結果：病床稼働率平均97.3％、５月～８月は稼働率が低かった。急性期・地域包括ケア病棟の患者数に

よって左右された。在宅復帰機能強化加算はとれなくなったが、８名は自宅・施設への退院支援を行うこと

ができた。病院は本来生活の場ではないため、患者・家族の希望にそった退院支援を今後も行っていく。ま

た、死亡退院は72.8％（40名）で、ほとんどの家族が患者の死を受け入れることができていた。しかし、受

け入れられていない家族もおり、患者の死を家族が受容できるように支援をしていく必要がある。今年度８

か月で55名の転入を受け入れた。転入をスムーズにするため、改訂したオリエンテーション用紙を今後活用

し、他部署と連携をとって調整を図っていく。 
 

目標２．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：褥瘡の新規発生は、前年度は10件、今年度は12件であり（うち４件は治癒、７件は状態悪化で死

亡、１件は処置継続中である。）２名増という結果であった。脳外科の患者が全体の約80％を占め、拘縮に

より指や下腿にも褥瘡発生があり、褥瘡好発部位だけでなく細かな観察が必要である。NSTを中心にエアマ

ットの検討・適正なポジショニング・早期発見等褥瘡予防に努めていく。今年度リスクレポートの提出が86

件であり、前年度より150％増となった。また、提出されたリスクレポートについてはスタッフ間で共有し、

対策を立て周知していくようにした。 

身体拘束については毎週火曜日にカンファレンスを実施し、抑制時間の短縮や不必要な抑制は外す等の

検討をすることができた。患者満足度調査はコロナの影響で実施されなかったが、クレーム等の投書はな

く、患者家族よりお礼の手紙を頂いた。私語等は慎むよう声かけをしたり、患者対応についてユマニチュー

ドの視点でケアするよう働きかけた。空調設備の改修に伴う引っ越しが２回あったが、１回目の反省をふま

え２回目の引っ越しを実施した。多くの職員の協力を得て実施し、混乱することなく患者の安全を確保しス

ムーズにできた。 
 

目標３．お互いを認め合う職場風土を作り、看護介護がやりがいをもって働くことができる。 

経過・結果：フィッシュ活動として、バディ同士でケア目標を立てることはできたが、勤務等のすれ違いで話

し合う機会が少なく、具体的な活動ができなかった。今後バディ機能を通して、お互いを認め合えるように

協力し合う体制を整えていきたい。業務改善として体位変換の方法や、口腔ケアの回数・実施方法の見直し

を行なった。また、日勤帯での血圧測定の回数を検討し医師の許可を得て減らした。また、人工鼻の導入や

抑制の基準を踏まえベッド柵を４点から３点にした。そのことにより、効率的に業務を実施することができ

るようになった。 
 

目標４．看護師のキャリア開発を支援することができる。 

経過・結果：面談を年２回実施した。コロナの影響で院外研修は中止となり、院内研修は動画視聴となったが

100％参加できた。職務満足度調査のキャリア開発の項目である処遇が前年度より上がった。 
 

目標５．診療材料の適切な在庫管理を行い、病院経営に貢献できる。 

経過・結果：裏紙の再利用をすることでコピー用紙を500円削減することができた。また、使用していない場

所は電源をOFFにすることを意識できている。今後も節約・節電を意識していく。シールの紛失は３枚であ

った。紛失した物品についてはスタッフ全員に周知した。今後不必要な物品の定数は省き、シール紛失防止

策として物品の配置を検討していく。 

（文責：若林 孝子） 
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⑺  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１．コスト意識を持って病院経営に参画する。 

経過・結果：ベッドコントロール会議に参加し急性期・包括ケア病棟と調整を図り、スタッフの協力を得て転

入を休日・年末年始も受け入れたが、病床稼働率は97.3％と目標達成には至らなかった。節電に関しては、

スタッフにアンケート調査を行い「冷暖房の節電に努めることができた」は100％、「ナースセンターの節電

ができた」は96％だった。また、コピー用紙は裏面の再利用、看護介入の処置判を縮小した結果、昨年度よ

り11,500枚の削減に繋がった。（2,000円以上の削減となった）朝のカンファレンスを利用し、週１回の身体

抑制評価を行い、抑制を17.1％解除することができた。 

今年度は、物品の現行使用商品の見直しがあり、在庫の物からの使用し、他の病棟で使用頻度が高い物品

を譲り死蔵品は０となった。ポート針のアクションカードを紛失したが、カードの保管場所の変更と診療材

料の責任者を決め紛失防止を行った。 
 

目標２．安全を意識した看護・介護を提供し、患者・家族に温かく対応し信頼関係を築く。 

経過・結果：コロナ禍で面会ができず「最期の看取りができなかった」と家族からのクレームが１件あったが、

病棟から最期を看取った看護師からの話で決して一人で逝ったのではないことがわかると表情が穏やかに

なった事例だった。信頼関係・コミュニケーションを十分に図ることの重要性を再認識することができた。 

今年度は47件のリスクレポートの提出があったが、レベル３ｂ以上のアクシデントは０件だった。リスク

委員を中心にスタッフ間で対策を共有することができた。 

褥瘡に関しては、褥瘡ケア・NST委員が中心となり、マットレスの選定・体交枕の使用・ポジショニング

を検討し、褥瘡発生率1.20％保有率0.29％、昨年度に比べ発生率は0.12％増、保有率0.08％増であった。昨

年度に比べ末梢点滴療法、低栄養状態、状態不良状態等のことから褥瘡発生もみられ、新規発生の増加傾向

になったと考える。 

２回の引っ越しの経験・反省を活かし患者様の安全を一番に考慮しながら、準備を始め引っ越しすること

ができた。 
 

目標３．お互いを尊重し働きやすい職場環境を作り、全員で取り組むフィッシュ活動を取り入れた業務改善を

行う。（職員満足度調査より） 

経過・結果：目標管理面接を承認実感・達成感をあげるよう支援し行った。「やりがい感」は75点で昨年度よ

り７点の増加、「雰囲気」は78点で昨年度より６点の増加がみられた。目標（やりがい感70点、雰囲気70点）

を達成するができた。スタッフが相手のことを考え相手にあった指導を行った結果、「雰囲気」の向上に繋

がったと考える。特に介護職ではその思いが強かった。 

各チームの小集団活動でフィッシュ活動等を取り入れ、職員・患者様の安全第一を優先に業務をすること

で「やりがい感」・「働き安い雰囲気」に繋がったと思う。 
 

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：スタッフの目標管理面接を年２回実施した。院外研修は、コロナ禍で中止になり参加できなかっ

たが、院内の集合研修に100％参加し、実践に活かせると回答した割合が75％以上で目標達成できた。 
 

目標５．認知症患者へのケアを実施することで、身体抑制使用者数の減少（身体抑制率20％以下）につなげる。 

経過・結果：今年度の身体抑制率は17.1％であり、20％以下にする目標を達成することができた。また、昨年

より6.7％減少することができた。要因として、患者層の変化により食事摂取している患者が増えたため、

点滴や経管栄養の管類の自己抜去の危険が減り、ミトンの使用患者が減ったことがあげられる。しかし、そ

れだけではなく患者の動きを的確にアセスメントし、身体抑制の必要性の有無についてのカンファレンス

を確実に行うことができたことが身体抑制の解除につながったと考える。今後もカンファレンスを継続し

ていくと共に、長期的に外せずにいる患者に対する取り組みも再度検討していきたい。 

（文責：宇佐美 善子） 
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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81.4％(31床）と在宅復帰率70％以上を維持できる。 

経過・結果：レスパイト入院を含む直接入院件数は、令和２年４月から令和３年３月までで125件、休日の転

棟、転入を行い稼働率は86.1％であった。看護必要度を考慮した患者受け入れを行い、看護必要度は平均

16.5％であった。急性期からの転入はDPCⅠ～Ⅱ期で早期の転入を行い、転入と同時に退院支援を開始した。

今年度はコロナの影響で介護調査や施設受け入れの日程調整がスムーズにいかない状況であった。さらに

外出・外泊の制限も加わり、在宅環境の調整にも苦慮する状況であった。このような環境下であったが「携

帯電話で動画を家族に送る」「距離を取りながらの病棟リハビリ見学」などの工夫をしていくことができ、

平均在院日数は22.5日、包括病棟期限を超える患者は０であった。カンファレンスが十分にできない状況下

での情報伝達の方法や記録について、資源の活用について、優先順位や平等性を考えて行動できるようなシ

ステム作りが今後の課題であると考える。 
 

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： 接遇についてのｅラーニング視聴は100％であった。看護・介護への投書はなかったが苦情は数

件あった。内容は「看護師間の連携ができていないために情報が分散している」との指摘や「オムツ等の物

品の使用量が多い」「横シーツなどの物品の紛失」などがあり、対応策を御家族へ説明した。褥瘡新規発生

は2.4％であった。マットレスの選択や夜間のオムツの使用を２枚当てから１枚に変更し実践していった。

医療関連機器圧迫創傷（MDRPU）の勉強会を行い、皮膚観察の強化と対策を行うことができ新規発生は減

少した。リスクについて、レベルⅢｂ以上が２件、骨折事例であった。事例の振り返りでは、転倒予防策の

他、発生時の観察の視点と的確な報告、早期対応についての話し合いができた。物品シールの紛失は２枚で

あった。再発行はせず定数を減らした。また、期限切れ物品の２枚のシールを返却した。患者層の変化に伴

い定数化できない物品が多く、物品請求での請求数は増えたが、使用頻度を考慮した請求を行い過剰請求に

なることはなかった。 
 

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：職員満足度調査「雰囲気」は58％で、昨年より上昇したが目標点には達しなかった。半年以上を

機能別看護体制となる休日体制での勤務体制で行った状況であり、患者のカンファレンスをチーム及び病

棟内で行う時間が持てなかった。多職種との退院支援カンファレンスやリハビリカンファレンスは定期的

に行うことができ、これらのカンファレンスを活用し意見交換を行っていた。看護問題点に「退院支援を要

する状態」をあげ、定期的に評価することで問題点が明確となり支援の経過をみながら看護展開していくこ

とができた。多職種への連絡、確認事項については各職種の業務を理解した上で運用しやすい方法を調整し

た。電話連絡以外に電子カルテ機能を活用し対応していくことができた。日々患者層が変化する中で患者

数、看護量に応じて応援機能の内容を決定することは難しく、安定した業務が行えなかった。応援機能につ

いては来年度の課題とする。 
 

目標４．病棟全体現任・新人指導に関わる。 

経過・結果：新人の基礎看護技術達成率は68％であった。病棟で経験できる技術、地域包括ケア病棟で求めら

れることについて説明し、指導者と共に受持ち患者について実践の中で学んでいくことができた。現任教育

として対象者が休日リーダー、平日リーダーの経験を積んでいくことができることを目標にチームを中心

にサポートしていった。今年度、eラーニングでの研修が主となった。院内研修の参加としての視聴は100％

であった。目標管理面接は初回のみ全員行うことができたが中間、最終面接は日程調整が難しく100％実施

ができなかった。 
 

目標５．患者への感染、スタッフ同士の感染を起こさない。 

経過・結果：環境感染対策委員の活動として、看護助手の協力を得て、車椅子ベルトとカンガルー袋の定期的

な交換と洗濯を行った。アンケートでは、その活動が実践できたと回答した看護師は67％、助手は100％で

あった。看護師への周知と実践力が低かった。物品や環境清掃については日勤開始時と終了時に継続的に行

うことができた。新型コロナ関連情報についてはファイルを作り、院内での決まりごとを周知するように努

めた。スタッフ同士の感染、患者への感染はなかった。 

（文責：桑原 和美） 
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⑼  人工透析センター 

目標１．個別性ある透析治療と安全な看護を提供できる。  

経過・結果：チーム活動は、やりがいをもって活動できた。安全の確保では、透析中に血液回路に触れる、掻 

痒感で固定テープを外す等の行動がみられ、その都度明るく声かけを行い患者にまつわるエピソードで気

分転換を図り、穿刺部を包帯や処置シーツで保護、掻痒感に対しては保湿ケアや固定テープの種類変更など

適宜対応し、アクシデントを未然に防止できた。安楽の確保では、患者の状態に応じたマトレスの選択とポ

ジショニングで安楽な体位を提供できた。フットケアも定期的に観察記録を実施した結果、褥瘡の発生はな

かった。インシデントレポートは臨時カンファレンスで対応策を検討し周知することができた。定期カンフ

ァレンスは、入院患者増加により中盤はショートカンファレンスでの対応となった。その間は担当看護師が

適宜医師やCEに相談し、至適透析の提供に努めた。患者情報の共有は、より安全で安心な透析医療看護の

提供に繋がるため、定期カンファレンスを実施できるよう時間調整していく。病棟連携については昨年度ま

で病棟での勉強会を実施していたが、コロナ禍であり実践できなかった。連携不足で患者に影響が及ばない

ように、次年度は勉強会の方法を検討し実施していく。スタッフと患者家族との信頼関係は良好で、些細な

変化も伝えていただき、個別性ある透析治療と安全な看護の提供が実践できた。 
 
目標２．組織の一員を自覚し、診療材料や電気等を取り扱うことができる。 

経過・結果：省エネ活動の意識は根づき、積極的に活動できた。診療材料では安価でコスト削減ができ、取り扱

いも簡単なカテーテル用コネクターに変更した。そのため、元々使用していたコネクターの不良在庫が発生し

た。アクションシールの紛失は、トナーカートリッジとクロルヘキシジン綿棒の2枚だった。アクションシー

ルは収納扉に貼布する方法に変更し、共有を行った。特殊で高価な診療材料には単価を記入し、コスト意識を

高めるように働きかけた。透析一式セットが無駄にならないよう、透析予定日の朝に電子カルテで状態の確認

後プライミングを実施するように徹底した。 
 
目標３．関わる様々な職種を互いに理解し、いきいきした職場作りができる。 

経過・結果：前年度は、スタッフ対象にフィッシュ活動を実施した。今年度は患者を対象とし、誕生日にメッ

セージカードをお渡しした。患者家族に大好評で、とても喜んでいただき、スタッフの喜びに繋がった。透

析患者のロコモティブシンドロームに対しリハビリ科に依頼し、透析中リハビリを開始した。患者の評判も

まずまずで、自主的にリハビリを継続する患者もみられる。今後も運動意欲の向上に努め、励ましリハビリ

の習慣化に繋げていく。病棟応援は、透析患者の入退院が多く計画的実施はできず、方法を検討していく。 
 
目標４．疾患の理解を深め、各々が成長を実感できる。 

経過・結果：目標管理面接技術のeラーニング学習の後、1回目の目標面接を実施した。中間面接はスタッフの

異動や体調不良等により実施率60％であった。９月以降ベテランスタッフの異動や長期休暇が重なり、最終

面接ではスタッフの志気の低下を招いた。専門的部門であり常勤医不在の環境下では、透析の経験値が大き

く影響する。能力開発目標で専門的知識の向上と挙げたスタッフは、コロナ禍で予定した研修が軒並み中止

となり、能力開発目標達成率は40％と低い結果となった。固定チームの小集団活動は計画通り実施され、自

己目標達成率は75％だった。今後は、研修会の方法を検討する。 
 
目標５．正しい知識と技術を習得し、感染症対策を実践できる。 

経過・結果：COVID擬似症としてPPEを実施した患者は1件で、透析中にPPE解除となった。透析室はワンフロ

アであり、プライバシーを考慮しながらの指導やフットケア、創傷処置などを実践するため２ｍ以内で関わ

ることが多く、透析開始時からフェイスシールドとアイソレーションガウンを着用している。日々スタッフ

同士で脱衣手順の確認を行い、技術を習得することができた。発熱患者の対応マニュアルも作成し、スタッ

フに周知できた。定期的に読み合わせを行っていく。 

（文責：手塚 紀代美） 
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⑽  手術室 

目標１．安全で信頼される心温かな手術室看護が提供できる。 

経過・結果： チーム活動として、乳房切除、前立腺生検等３症例の事例検討を行った。看護の視点を改めて

患者の立場で考え、身体的・精神的側面について共有した。パンフレットについては、「呼吸訓練のある全

身麻酔」と「呼吸訓練のない全身麻酔」に分けたものを作成し使用を開始している。又、眼科パンフレット

も外来と連携し修正、追加を行った。内容は今後ポスター作成し、眼科外来に掲示予定である。勉強会につ

いては、脳外科は「開頭手術の直接介助」、整形は「プレート固定」、麻酔は麻酔科医師に依頼し「麻酔の基

礎」、外科は「開腹手術のシミュレーション」を開催することができた。 

インシデントレポートは４月から12月までに50枚の提出があった。昨年度同時期と比較し21枚の増加で

あった。「人は誰でも間違える」ためインシデントレベルからレポート提出し、重大事故を防ぐことが大切

である。手術室ではヒヤッとしたインシデントをすぐに情報共有する良い風土があり、その都度カンファレ

ンスで改善策を検討し実践した。また、レベル３ｂ以上のアクシデントはゼロであった。 
 
目標２．お互いを認め合い、居心地の良い風土で勤務できる。 

経過・結果： 新人、２年目看護師の離職率はゼロであった。新人、現任担当者が毎月指導者会を開催し、個々

の到達度に合わせた業務内容を考え実践した。また、毎月の目標を掲示しスタッフ間でも内容を共有でき

た。鼠径ヘルニア、乳房切除、骨折観血的手術（ガンマネイル・人工骨頭置換術）等の直接介助や術中看護、

術前術後訪問等多くのことを実践し成長している。 

職員満足度調査結果は、「やりがい70点」で昨年度より９点増加、「雰囲気74点」で昨年度より１点増加で

あり、目標値を達成することができた。 

接遇については、チーム活動で「手術予約用の電話対応」「一般的な電話内容」用紙を作成した。この用

紙は電話の横に置いて使用している。またスタッフが使用するトイレ内には「言葉使いのコラム」を掲示

し、接遇への意識を高めることができた。 
 
目標３．病院経営を考えた手術室運営ができる。 

経過・結果： 診療材料のシール紛失はオプサイトビジブル１枚であった。これは整形外科手術終了時に、創

部保護のために貼付している。今年度は近隣病院のコロナクラスターの影響もあり、整形外科の手術件数が

増加した。４月から12月までの整形手術件数は昨年度の同時期と比較し10件の増加であった。多忙な業務の

際に、診療材料シール紛失があったと予測される。次年度は紛失ゼロを目指して取り組んでいきたい。手術

室に関連したコストについては、医事課担当者と日々リーダーがダブルチェックを行うことでコスト漏れ

を防ぐことができた。 

４月から12月の算定実績はＢ型Ｃ型肝炎患者手術の際の「院内感染防止措置加算1,000点」３件、「超音波

凝固切開措置加算3,000点（ハーモニック使用）」８件、「自動縫合器加算2,500点」８件、「自動吻合器加算

5,500点」４件であった。 
 
目標４．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： 院内クリニカルラダー研修には100％参加することができた。院外研修については、手術室関連

のテーマで参加希望していたスタッフもあったが、コロナウイルス感染拡大防止のため開催が延期となっ

た。 

院内eラーニングの視聴は手術室に関連するテーマ「腹腔鏡下手術における看護師の役割」「初めての手術

室～見て渡して覚える器械出し看護」について視聴することを目標とした。その結果、100%のスタッフが視

聴でき目標達成することができた。 

目標管理面接については、６月に１回目を行い、中間の２回目は師長がコロナ業務のため主任が行った。

３回目の最終面接は３月までに行うことができた。 

（文責：松永 光代） 
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⑾  訪問看護ステーション 

目標１．受け持ち看護師が中心となり患者・家族の思いに沿った質の高い看護を実践する。  

経過・結果：令和元年度訪問看護ステーション協議会の患者満足度調査を参考に取り組みを行った。チーム活

動では、利用者への初回説明書の修正や診療材料品の説明用紙作成などに取り組み、患者家族への説明を丁

寧に行えるよう活動した。また、サテライトでも受け持ち看護師が責任をもって看護計画の立案や多職種と

の連携が実施できた。院内での連携を強化するため、退院前カンファレンス15件、地域連携室への相談や外

来、病棟、栄養科などへの相談は受け持ち看護師が積極的に取り組んだ。しかし、苦情１件、リスク１件が

あった。家族への指導方法や説明不足などがあり、在宅での点滴方法等を検討した。今後も家族への指導内

容の見直しや丁寧な説明、ケアができるように改善する。在宅療養者が地域で安心して過ごせるようにして

いきたい。 
 

目標２．病院経営目標を達成し、病院経営に参画する。 

経過・結果：１日の訪問件数は月平均40人確保し、目標は達成できた。今年度の特徴として、年間の新規患者

57人のうち24人が末期がんなどの悪性腫瘍患者であった。そのため、訪問依頼は緊急性が高く、即座に対応

する必要があった。緊急対応は昨年度より36％増加している。ターミナルケア加算16件、加算にはならなか

ったが他３件含めターミナル期患者が増加傾向であった。自宅での看取りを含めた末期がん患者のケアは、

医療・介護チームや本人、家族の覚悟や方向性の一致が必要となってくる。療養生活での不安を軽減させ、

最期まで自宅で過ごすことができるためには、頻回の訪問看護や様々な調整を行い、患者家族に寄り添った

支援をすることが重要である。ステーションからのレスパイト患者は６件で３件は毎月定期的に利用して

いる。院内外との関係を良好に保ち、地域に密着した取り組みをしながら経営を安定させていきたい。 
 

目標３．業務内容を見直し働きやすい職場環境を作り、本館とサテライトお互いの部署理解を深めることがで

きる。 

経過・結果：５月からサテライトのスタッフを本館へ配置することで、お互いの業務内容を理解し応援体制が

確立できるように活動した。時間外勤務の月平均は本館で10.8時間、サテライトで5.4時間だった。時間外の

多くは緊急対応であった。平日残業のほとんどは、正規職員で事務処理や報告書作成のため超過している。

今後も業務調整の必要がある。職場満足度調査は全体で１点減だった。やりがいや職場環境で減点となっ

た。今年度はコロナ感染拡大の影響もあり、サテライトとの交流を定期的に実施することができなかった。

グループホームへの応援や本館患者への応援は３回実施できた。本館とサテライトのスタッフが公平に働

きやすい職場環境を作り、今後も応援や協力体制を強化していきたい。                                   
 

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：目標管理シート評価は平均80％達成できたが、看護研究スタッフに達成感が得られない結果があ

った。動機付けやサポートが足りず、昨年を上回ることはできなかった。サテライトスタッフとの交流や関

わりが少なかったが、離れていてもスタッフの悩みや不安に寄り添うサポートが必要である。目標管理面接

は年３回実施し、院内の研修は全員参加できた。外部研修では精神科訪問看護やがん緩和などコロナ禍であ

ってもリモートや配信による研修が受講できた。今後も研修参加やカンファレンス、日々の振り返りを行

い、訪問看護師としてやりがい感を持ちながら、地域での役割が果たせるようにしていきたい。 

（文責：野村 万里江） 
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⑿  健康診断センター 

目標１．安全で信頼される健康診断を実施する。 

経過・結果：安全で信頼される健康診断を実施するため、①感染予防、②要受診者への健診事後フォロー体制

の強化、③接遇の向上の３つの目標を掲げて取り組んだ。 

感染予防については、新型コロナウイルス感染症の集団感染予防を主な目標とし、「新型コロナ感染症予

防のための健診の手引き」を作成して、健診センター一丸となって感染予防に取り組んだ。受診者や事業所

に協力を依頼し、健診前に新型コロナに関する問診票による健康チェックや体温測定を行い、疑いのある方

の受診を回避すること、３密を避けた健診の実施等を行った。４月の緊急事態宣言が出された３週間は健診

がストップしたが、それ以降は通常通りの健康診断を実施することができ、健診での感染は発生しなかっ

た。 

次に、事後フォローについては健診で要受診・精密検査と判定された受診者で、特に重症度の高い方への

事後フォローを確実に実施するため、チームを作り担当を決めて実施した。協会けんぽの受診勧奨事業の受

託も行い、当院外来への受診に繋ぐことができたケースも増えてきている。 

最後に、接遇については「受診者をお呼びするときは目を合わせてにっこり笑顔」という標語を掲げて取

り組んだ。今年度、受診者満足度調査は行われなかったが、健診センターに寄せられた投書３件の内、２件

は「スタッフの対応が親切」など好意的な意見だった。 

 

目標２．新たな健診システムを予定通り、スムーズに導入できる。 

経過・結果：新型コロナ感染症拡大による緊急事態宣言の発動により、対面での打ち合わせができず初動が遅

れたが、８月以降、徐々に遅れを取り戻すことができ、2021年１月から無事に新システムを稼働させること

ができた。タブレット端末を使用しての出張健診先での検査データの取り込みや、OCR問診票の使用など

により、健診後の手作業によるデータ入力作業が大幅に削減され、精度の向上にもつながった。システム内

での情報共有の方法などまだまだ課題は多いが、システムをうまく利用して、業務の効率化、精度の向上に

つなげていけるようにしたい。また、今後、国のデジタル化推進の流れを踏まえて、新たなヘルスケアシス

テムの中で健診センターが行うサービスの再構築にも取り組んでいく必要があると考えられる。 

 

目標３．健診センターで働く保健師として専門性を高め、ひとりひとりが成長できたと実感でき、やりがいを感

じることができる。 

経過・結果：月に１回の管理栄養士との合同カンファレンスを実施し、事例検討や勉強会を実施した。事例検

討を行うことで、保健指導のスキルアップにつなげることができたと考えられる。 

今年度は、新型コロナの影響で研修会なども中止になったものも多かったが、学会などオンライン開催に

なったことで、参加しやすくなったものもあった。今後、オンライン研修等をさらに利用して、自己学習の

場を広げていけるとよいと考える。 

職務満足度調査においては、「やりがい」について69点で昨年度より２点低下した。「仕事に対してのやり

がい感」は80点近くあるが、地域社会、院内おいて評価されているかという項目が低めの傾向がある。自分

たちの行っていることが地域の健康課題の解決に貢献していることに実感が持てるよう、広い視野で地域

の状況に目を向けるように活動していきたい。 

（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 

静岡県訪問看護ステーション協議会 
６/５、７/３、

７/24 
精神科訪問看護研修 1名 

静岡県看護協会 
８/26～11/26

のうち40日間 
看護職員実習指導者等講習会 1名 

日本慢性期医療協会 ９/５ 看護師特定行為研修指導者講習会（Web開催） 1名 

静岡県看護協会 11/13 看護補助者の活用促進のための看護管理者研修 1名 

静岡県看護協会 12/12、２/６ 元気になろう 副看護師長 2名 

 

３  院内看護研究会（令和３年２月19日動画発表） 
⑴  褥瘡を作らない看護 

～転入時に適した体圧分散寝具の選定～ 

本４病棟 ○西郷 文夫、佐野 千春、髙木 未名、齋藤 美和 

 

⑵  40歳未満の者に対する保健指導の有効性に関する研究 

～初回保健指導前後の40歳未満と40歳以上の健診結果の分析から～ 

健診診断センター ○小林 千奈実、原 知聖、深澤 英里 

 

⑶  地域包括ケア病棟の看護師と医療ソーシャルワーカーの連携の現状 

～連携方法について検討する～ 

    新２病棟 ○伊東 真一、後藤 早稀、村松 友美子 

 

⑷  医療用点滴固定テープによる皮膚トラブル軽減のための保湿ケア効果の検証 

東３病棟 ○熊谷 光希、岡野 みさき、稲葉 映 

 

⑸  在宅療養患者の家族がコロナ禍の生活で訪問看護師に期待すること 

～安心して在宅介護を行うために～ 

訪問看護ステーション ○日原 久美子、窪田 典子、石原 英子 
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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８日  「感染予防の正しい知識」 

イ 新人          ４月24日 「標準予防策：個人防護具の選択」 

ウ 新人          ５月１日 「清潔・不潔 ゾーニング」 

エ 新人          ５月15日 「針刺し・切創血液暴露防止対策」 

オ 新人          ６月16日 「洗浄・消毒・滅菌」 

カ 全看護師        ６月(９回)・７月(９回)  「正しいPPEの着脱」 

キ プレシャスナース    ７月１日  「針刺し・切創血液暴露防止対策」 

ク 看護助手採用時研修    ７月・８月・10月・11月(２回)・１月 

「院内における感染対策と個人防護具の正しい着脱」 

ケ リハビリテーション科  12月９日  「リハビリテーション時の個人防護具着脱手順」 

 

② 院外研修講師 

ア  富士市医師会  ６月19日  「地域外来検査センターの流れと個人防護具の着脱手順」 

イ 富士市医師会看護師  ７月21日   

「地域外来検査センターの流れとPCR検査介助及び個人防護具の着脱手順」 

ウ  介護施設における感染対策講習会  ９月16日・29日 

「介護施設等における感染対策～新型コロナウイルス感染症対策」 

エ  高齢者施設における感染対策講習会（芙蓉の丘）  11月25日 

「高齢者施設の感染対策～新型コロナウイルス感染症対策」 

 

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  不定期開催（７回開催）  ３回参加（７月・９月・３月） 

イ 厚生労働省 院内感染対策講習会 12月～３月（WEB開催） 21講義修了 

 

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 

・院内感染対策研修会（前期・後期）主催 

・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

価と院内ラウンド）を実施 

10月13日 富士市立中央病院より評価を受ける 

10月21日 富士宮市立病院への評価を行う 

「Ⅰ-２」：聖隷富士病院（４回）と川村病院（２回）の３病院で連携カンファレンスを実施 

５月27日 聖隷富士病院と「新型コロナウイルス：自施設での感染対策」WEB開催 

８月26日 聖隷富士病院・川村病院と「新型コロナウイルス：自施設での感染対策

その２」WEB開催 

11月11日 聖隷富士病院にて「聖隷富士病院における発熱テント等の感染対策チェ

ック」 

２月28日 蒲原病院にて「蒲原病院における院内感染対策」視察（聖隷富士病院・

川村病院） 

ウ 看護部環境感染対策委員会：毎月1回 第2水曜日 
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エ 感染マニュアル 

・作成（１項目）・改訂（13項目） 

オ  「療養病棟における中心静脈注射カテーテルに係わる院内感染対策の指針」作成 

カ 院内感染サーベイランス 

・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 

・10月より中心静脈カテーテル感染(CLABSI)サーベイランスを療養病棟（２病棟）にて開始 

     ・排尿ケアチームへサーベイランスデータの情報提供 

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ほか）において実施 計64件 

（文責：鈴木 智子） 
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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 安全に注射を実施するために  新人看護師研修  ５月15日 

イ キイトルーダ療法について  外来看護師   ７月10日 

ウ 薬剤曝露防止の方法     新人看護師研修 10月20日 

 

② 院外研修講師 

ア 今日から行うがん予防とがんとの向き合い方  蒲原生涯学習交流館  10月14日 

イ 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14日 

ウ 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21日 

エ 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18日 

 

③ コンサルテーション 

 

④ 認定看護師会（毎月1回開催） 

 

⑤ 緩和ケアカンファレンス（毎週1回開催） 

 

⑥ 外来化学療法委員会（随時） 

（文責：松永 光代） 
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⑶  透析看護認定看護師 

令和２年度の透析看護認定看護師の実践の目的は 

 患者が少しでも透析導入を遅らせることができるよう生活調整をしていく。 

 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、その患者様に合った生活を支援する。 

 腎臓病を持つ患者様・御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。 

 透析看護認定看護師として地域住民に貢献する。 

 

①  院内研修講師 

ア 透析患者のフィジカルアセスメント看護実践  透析センター  ７月17日 

イ 導入期の透析看護                          透析センター  ７月30日 

 

②  看護学校講師 

ア 腎不全を抱える患者のファジカルアセスメント 

ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校  ５月６日 

イ 腎不全を抱える患者の看護 

ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校  ６月８日 

 

③  コンサルテーション 

 

④ 認定看護師会（毎月１回開催） 

 

⑤ 糖尿病透析予防委員会（毎月１回開催） 

（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  「廃用症候群の予防、関節可動域訓練ポジショニング」等  新人研修  ６月５日 

イ  「リハビリテーション看護」        ラダーⅢ             ９月７日 

 

② 院外活動 

認知症予防講座  蒲原生涯学習交流館  11月12日  「脳血管性認知症について」 

 

③  脳卒中リハビリテーション看護に関する自己研鑽 

日本離床学会セミナー  ２月21日 

 

④ 排尿ケア委員会（毎月1回開催） 

ア ケアチームでの院内ラウンド  １回／週 

イ 院内研修会                  １回／年 

 

⑤ コンサルテーション 

 

⑥ 認定看護師会（毎月１回開催） 

（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 新人研修       ６月11日  「高齢者の理解」 

イ ラダーレベルⅡ研修  ７月９日 「認知症ケア」 

 

② 院外活動 

ア 富士市認知症施策推進委員会  10月７日、２月９日 

イ 認知症予防講座  蒲原生涯学習交流館  10月28日  「認知症について」 

11月12日  「認知症の予防」 

 

③  認知症看護に関する自己研鑽 

ア 認知症の緩和ケアに関する研究会  11月23日 

イ 認知症ケアを考える会           １月28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  ２回／年開催 

 

⑤  コンサルテーション 

 

⑥  認定看護師会（毎月１回開催） 

（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  ６月16日 

 

②  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア  ８月９日～10日 緩和・支持・心のケア合同学術大会2020 

イ 11月７日 看護師のための緩和ケア研修会  ～切れ目のない緩和ケアを目指して～ 

ウ 12月12日 看護師・コメディカル・事務職のがん看護研修会 

～多職種のためのがんゲノム医療～ 

 

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） 

随時 

 

④  認定看護師会（毎月１回開催） 

（文責：鈴木 千惠） 
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