
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。 

 

【2021年度看護部方針】 

１．病院中期経営計画の2021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。 

 

【2021年度看護部目標】 

１．安全で質が高く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件 

新型コロナウイルスワクチン予防接種に関連するトラブル0件 

看護職員に対する投書の件数3件以内 

身体拘束率・レベル３ｂ以上のリスク発生件数を前年度より改善する 

褥瘡発生率を現状維持できる 

感染しない・させない 

２．病院経営に積極的に参画する 

目標値：病床稼働率、一般病棟：62.0％、地域包括ケア病棟：81.4％、療養病棟：97.8％ 

外来患者数：330人⁄日 

退院前・後訪問指導料の算定 10件⁄年 

診療材料シールの紛失枚数５枚以内 

３．お互いを認め合い、働きやすい職場風土を創る 

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、情報65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：集合研修が実践に活かせると回答した割合が75％以上 

ｅラーニング特定行為研修を一人２項目以上視聴 

目標管理面接３回⁄年⁄人の実施率100％ 
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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 

(  )内は前年度比 

アクションプラン     

(  )内は担当 
評 価 

顧客 安全で質

が高く心

温かな看

護・介護を

提供する 

新型コロナウイル

ス感染症予防接種

関連のトラブル 

０件 予防接種の予診票記

入チェック、接種、経過

観察に協力する 

・新型コロナウイルス

ワクチンの知識を習

得する(含む副反応) 

・筋肉注射の手技につ

いて事前学習 

・会場準備(物品請求・配置ほか) 

・問診・接種担当看護師の動き(流れ)作成 

・予診票・問診・接種ブースでの予診票チェック

表作成 

・アナフラキシー対応フローチャート作成 

・模擬訓練への参加など職員接種・住民接種・及

び職員の３回目接種に協力した。 

・新型コロナウイルスワクチンの知識の習得に

関しては、研修会等の開催ができず、ワクチン

Ｑ＆Ａ集を作成しスタッフへ配布した。 

・筋肉注射の手技についての事前学習は、筋肉注

射手技指導とマニュアルを作成し、ワクチン接

種へ協力してくれるスタッフへデモ機を用い

て注射の手技を訓練し手技の獲得ができた。 

 

ワクチン接種に関してのトラブルは３件あり、

内２件は注射部位に関して、１件は内出血に関し

ての報告だった。その都度、スタッフへ周知し指

導を行った。   
看護部職員に対す

る投書件数 

３件以内 接遇力の向上 

eラーニング：社会人基

礎力コース 

CK2103を視聴する (各

個人必須) 

接遇委員会開催の研

修・取り組みに参加 

社会人基礎力コースの視聴：100％ 

今年度は病院への投書は０件だったが、外来窓

口に直接あったクレームが１件、看護職員の対応

についてSNSへの書き込みが１件あった。また、

看護職員に対するお褒めの投書が１件あり、ご家

族より、直接病棟にお礼の電話や感謝の手紙をい

ただいたこともあった。 

今年度は投書件数が少なかったが、今後も接遇

については気をつけていきたい。 

接遇委員会の「名前の呼び捨て禁止・さん付け

運動」に関するアンケートでは、職場内でのハラ

スメントについて厳しい意見もあった。上司に対

する意見が多かったが、スタッフ同士にもいえる

ことで、お互いに相手を尊重し働く仲間を大切に

し、働きやすい職場風土をつくっていく必要があ

る。   
更新工事に伴う病

棟移動時に発生す

る事故・クレーム件

数 

０件 引っ越し予定(６月・９

月・10月) 

６月   東２ (西２ )→東

側へ 

９月  東２→西２ 

10月  本４→東２ 

新４→本４ 

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

(該当部署) 

病棟の引っ越し実施 

６月22日 東２(西２)→東側へ 

９月15日 東２→西２ 

９月21日 本４→東２ 

何回かの引っ越しを経験し、他部署からの応援

もいただき、スムーズに引っ越しを実施すること

ができた。また、引っ越しに伴う事故やクレーム

もなかった。約１年半を要した本館改修工事も無

事に終了し、空調設備も含め快適な療養環境とな

った。 

  

褥瘡発生率 

身体拘束率 

【褥瘡発生率】 

2020年度： 1.96％

(△1.84％) 

【身体拘束率】 

2020年度： 21.4％

(＋4.6％) 

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る 

身体拘束の必要性につ

いて検討する(各病棟) 

褥瘡発生率：3.97％(昨年度より＋2.01％) 

週１回カンファレンスを実施し、発赤等の危険

因子に対し、早期にココロール貼付・個々に合わ

せた体位交換・マットレスの選択等の対応をして

予防に取り組み、発生率を減少させることができ

た病棟もあった。次年度も委員会と皮膚排泄ケア

認定看護師の指導のもと、発生率軽減に努めてい

きたい。 

身体抑制率：23.7％(昨年度より＋2.3％) 

病棟ごとの身体抑制率でみると、６病棟中４病

棟(西２・東３・新３・西３)で身体抑制率を減 

少させることができた。その中には11.9％減少さ

せることができた病棟もあった。委員の呼びかけ 

により病棟でのカンファレンスのあり方が変わ

り、意識が変化していったことがきっかけと考え 

る。また、実践内容が抑制解除につながるケアも 
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   あり、各病棟の特徴や課題に沿った目標を委員が

掲げ、実践してきた。今後も患者の尊厳を守るた

め、身体抑制を解除していけるケアを継続して検

討していく。 

  

レベル３ｂ以上の

リスク 

7件 

2020年度10件 

(＋3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) 

今年度の院内レポート1,248枚中、看護部は

1,128枚で全体の90％であり、昨年度より更にレ

ポート枚数は増加している。ひとつのリスクに対

し、当事者、発見者それぞれの視点から振り返り、

レポートが提出されている。 

レベル3b以上のリスクは３件で、昨年度の10件を

大きく下回ることができた。これは、各部署でイ

ンシデントの段階から早期にリスクレポートを

記載し、部署内で改善策を検討している結果と考

える。早期に対策を考えることで重大事故の防止

に繋がるため、今後もこの風土を継続していきた

い。 

レベル3bリスクは下記の３件である。 

①  転倒転落による大腿骨頸部骨折 

②  24時間持続投与のヘパリン(ヘパリンナト 

リウム注1万単位⁄10mL 1V＋生食14 mL)を、 

静脈注射で急速投与してしまった。 

③  転倒転落による肩関節の脱臼 

  

感染症罹患数 0件 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・流行地から帰省し

た場合の抗原検査の推

奨 

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・家族以外

の人との会食禁止等 

適切なPPEの着脱指導は、新型コロナウイルス

感染症が拡大し、入院受け入れやメディカルチェ

ックの対応が急務だったため、実施困難な状況だ

った。ただし、環境感染委員のメンバーやCOVID

病棟へ勤務するスタッフ及び新人研修や中途採

用者への指導は実践できた。 

手指衛生の啓蒙活動は年間を通し、環境感染委

員会で取り組み、アルコール手指消毒剤の使用量

調査と手指衛生自己チェックを行った。その結

果、アルコール手指消毒剤の使用量の増加と手指

衛生手技の向上が見られた。 

看護スタッフの抗原定量検査について相談さ

れることが多く、その都度、発熱外来への受診や

健診センターでの自費での検査を推奨した。新型

コロナウイルス感染症対策本部会議での決定事

項の伝達は、各部署の師長も会議に参加していた

ため、師長からスタッフへの伝達ができていた。

決定事項の遵守や感染対策の遵守ができている

のか確認することはできなかったが、師長の管理

下で実践できていたと思う。しかし、昼食時の黙

食ができていない。 

看護スタッフの大声での会話や笑い声につい

ては、患者からの苦情が２件あった。 

財務 病院経営

に積極的

に参画す

る 

病床稼働率 一般病棟：62％ 

地域包括ケア病棟：

81.4％ 

療養病棟：97.8％ 

外来患者数：330人

⁄日 

 

 

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) 

レスパイト入院の広

報・受け入れの促進 

病床稼働率 

急性期：58.6％ 地域包括ケア：75.7％ 療養：

94.8％ 

外来1日平均患者数：328.5人 

他病院から療養目的の転院数：99人(昨年度より

＋18人) 

レスパイト目的入院：94人(昨年度より＋10人) 

病床稼働率は、いずれの病棟も目標値を達成す

ることができなかった。引き続きコロナ禍の影響

も考えられるが、外来患者は昨年度より14.6人増

加している。 

病床稼働率が昨年度より減少している中で、療

養目的の転院数や新規のレスパイト入院が増加

しているのは、近隣病院でクラスターが発生し、

受け入れ困難となったことも影響しているので

はないかと考える。また、地域医療支援室が支援

室だよりにレスパイト入院の利用案内を掲載し、

近隣病院や包括支援センターに配布し広報した

ことも効果があったのではないかと考える。 

新型コロナウイルス関連では、発熱外来受診者

数1,840人(成人943人、小児337人、救急外来560

人)、メディカルチェック168人だった。また、

COVID病棟は県からの要請を受け、5月1日より10

床に増床となり、104人の入院患者を受け入れた。 

人員不足の中、各部署から応援をいただき、外来・ 
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     入院ともに患者の受け入れに貢献したと考える。 

  

診療報酬改訂によ

る施設基準・加算 

取得できる基準・加

算の算定漏れ「0」 

基準・加算の算定に協

力する(全部署) 

退院前・後訪問指導料

580点の算定 (一般病

棟)10件⁄年 

数件、算定漏れがあり医事課より連絡を受け修

正したこともあった。次年度の診療報酬改定は、

地域包括ケア病棟に大きな影響がある。減算とな

らないように看護部門が中心となり、病院全体で

取り組んでいく必要がある。 

地域包括ケア病棟での退院前・後訪問指導料の

算定を目指したが、対象者の選定や算定要件であ

る「患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対

して、退院後の在宅での療養上の指導を行う」と

いうことができなかった。 

  

排尿自立支援指導

料 

 

 

 

 

 

 

 

認知症ケア加算 

 

 

 

 

 

フットケア外来 

2020年度データよ

り上昇する 

540件⁄年 

 

 

 

 

 

 

37,250件⁄年 

 

 

 

 

 

80件⁄年 

排尿自立支援指導は、

地ケア・外来の算定も

可能。看護・OTが本当

に実践したい排尿自立

指導について委員会で

説明、委員の意思統一

を図る。 

 

 

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。 

排尿自立支援指導料：875件(昨年度より＋335件) 

排尿スクリーニングシートの入力がスタッフ

に定着し、師長・主任による確認を行い、毎週木

曜日のラウンドで評価しケアに繋げていくこと

ができた病棟もあった。算定件数は全体的に昨年

度より約1.6倍増加したが、病棟により差がある

ため、今後も算定漏れがないように取り組んでい

く。 

 

認知症ケア加算：34,297件(昨年度より△2,953件) 

全体的に入院患者数が減少しており、対象患者

が少なかったのも算定件数が少なかった要因で

はないかと考える。 

 

 

フットケア外来：54件(昨年度より△26件) 

新規患者が少なかったこと、フットケア担当者

が１人で行っているため件数に限りがあること

も少なかった要因と考える。今後は担当者を増や

すことも考えていきたい。 

  

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) 

シールの紛失枚数は５枚(昨年度より△9枚) 

昨年度よりシールの紛失枚数を減少させるこ

とができた。使用頻度の低い物品のシール紛失も

あったが、各部署で定数の見直しを行いシールの

返却をするなどの対策がみられた。 

  

診材棚おろし結果 

 

電気料金 

コピー用紙使用状

況 

2020年9月棚卸し結

果より10％の改善 

2020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) 

不要な電気・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) 

使用頻度の低い物品に関しては、期限切れにな

ってしまった物もあった。引っ越しの際に物品の

在庫や定数の見直しを行い、在庫管理をした病棟

もあった。 

電気料金については、今年度は病院の契約内容

変更により、昨年度との比較はできなかったが、

各自使用後のパソコンの電源を切ったり、夜勤帯

に不要箇所の消灯など節電に心がけていた。 

コピー用紙使用状況では、８部署中６部署、12

外来中７外来が昨年度より減少した。金額にして

看護部全体で82,324円削減となり、中には32,802

円削減となった部署もあった。今後も裏紙の再利

用やペーパーレスを心がけ、費用削減に努めてい

きたい。 

内部プロ

セスの視

点 

お互いを

認め合い、

働きやす

い職場風

土を創る 

離職率 

 

 

正規：0.5％改善 

2020年度5.9％ 

看護補助者：5％改

善 

2020年度8.8％ 

・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。何に期待してい

るか、成長の評価も

示す。・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、必要事項は

師長会へ提言 (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 

離職率 

看護師：3.7％(△2.2) 

定年２名、身分切り替え1名 

看護補助者：3.4％(△5.4) 

４月に入職した３名の新人看護師は、ひとりも

離職することなく順調に育っている。本人達の努

力はもちろんだが、教育担当者はじめ各所属での

指導の結果であると考える。 

正規職員の離職率は減少したが、会計年度任用職

員(フルタイム・パート)の離職者が７名と多かっ

た。家庭の事情等の退職理由が２名いたが、正規

職員への希望があり退職となった人が５名いた。

看護補助者については、今年度の新規採用者は３

名、退職者は２名だった。 

目標管理面接は、年３回(初回・中間・最終)各

部署実施できた。スタッフのキャリア開発のため

だけではなく、看護観や違う一面に気づく場にも

なっている。スタッフと１対１で向き合う時間と

して面接は今後も必要である。 

-77-



  

  部署) 

・形を工夫した新人の

歓迎実施 

主任会は、１回⁄３か月実施できた。業務改善と

して、転棟時に洗濯方法や使用しているオムツ、

水分のトロミ等について必要な情報を病棟間で

共有できるように申し送り用紙を作成した。看護

実践者と管理の視点から、情報共有の場として主

任会を活用してほしい。 

スタッフ同士で感謝の言葉を伝えるサンキュ

ーカードを渡したり、毎月担当者を決めてコラム

を作成したり、誕生日にはお祝いの言葉がけをし

たなど、部署で工夫したフィッシュ活動を実施し

た。忙しさの中にもこのような心遣いにより、職

場の雰囲気を良くしようという思いが感じられ

る。 

今年度もコロナ禍のため、新人歓迎会はできなか

った。昨年と同様に部署紹介とメッセージが書か

れたファイルと各部署からの色々なプレゼント

を渡した。 

  

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(Ope・健診・外来)

の応援体制の強化 

・タイムプロの出勤・退

勤時間をチェック、

11時間のインターバ

ルが確保できない理

由を明確にする 

有給休暇取得については、全員が付与日から1年

間で5日以上を取得することができたが、部署に

よって取得日数に差があった。COVID病棟に看護

師を出している部署では人員不足となり、年末に

駆け込みで取得するということになり、計画的な

取得は難しかった。 

病棟以外の部署から、採血室や病棟の清潔ケア・

体位交換の応援にきていただき、大変助かった。 

全体的に11時間のインターバルは確保できたが、

急な勤務交替によりできなかったこともあった。 

  

職員満足度調査 やりがい：70点 

雰囲気：70点 

質問「当院では職員

に必要な情報を知

らせていますか」65

点 

・職員満足度調査の実

施 

期間：11月４日～24日 

対象：看護部職員250名 

結果の読み取り・改善

点の抽出 

 

・各会議、委員会の決定

事項の確実な伝達 

職務満足度調査は11月1日～11月30日に実施し

た。やりがい63点、雰囲気67点、「当院では職員

に必要な情報を知らせていますか」66点という結

果で、「やりがい」「雰囲気」は目標値に達しな

かった。また、昨年度との比較でも分類別７項目

すべてにおいて１～３点下がってしまった。特に

「過度に精神的不安を感じることなく仕事がで

きていますか」は53点と昨年度と同様に低く、引

き続きコロナ禍の影響を受けていることも考え

られた。そのような中で「やりがい」「雰囲気」

「情報」３項目のすべての点数が上がっている部

署もあった。１部署は分類別７項目において、す

べて点数が上がっており、目標管理面接や日々の

スタッフへの関わり、働きやすい職場風土作り等

の取り組みの結果ではないかと考える。全体的に

点数が下がった部署もあり、部署それぞれの特性

や調査した時期の状況等の影響もあると考えら

れるが、職員の満足度を知るひとつの指標として

受け止め、改善に努めていきたい。 

学習と成

長の視点 

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 

・ラダー表、運用方

法の完成 

 

 

 

・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 

・新しいクリニカルラ

ダーの作成(看護部) 

 

 

 

・実践に活かせる研修

の工夫(担当委員会) 

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が作成されているもの

を見直す予定であったが、当院の現存するラダー

とのすりあわせで内容を再検討しなければなら

ない部分もあり、完成することができなかった。 

年度末のアンケートにおいては、研修が「満足

できた」「だいたい満足できた」と回答した人は

95％であった。「日常業務に活かせる内容だった」

「具体的な内容とグループディスカッションが

良かった」との意見が聞かれた。訪問看護同行実

習においても本年度より半日から１日に変更し、

充実した内容になった。 

  

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 

・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 

AC2151部下のやる 

今年度は目標管理についての学習として、「部

下のやる気を高める目標設定と面談の活用」を師

長主任に視聴してもらった。 

目標管理面接は、年３回(年度始め・中間・年度 
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 平均4.5以上 気を高める目標設

定と面談の活用 

・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) 

末)全部署で実地することができた。 

昨年度に引き続きコロナ禍の影響を受け、希望

する院外の研修への参加は困難だったが、看護協

会の研修については、オンライン研修も増えたた

め、病院内で研修を受けられるよう環境を整え、

参加してもらうことができた。 

業務目標達成度の平均4.4、能力開発達成度の

平均4.4であった。 

  

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) 

 

・新人と実地指導者の

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Ⅱ

技術的側面・看護技術については85％と達成でき

たが、Ⅰ看護職員として必要な基本姿勢と態度に

ついては70.8％、Ⅲ管理的側面については79％の

達成できなかった。自己評価が低い傾向にある新

人もいるため、再度できていない所を見直し、達

成できるように各部署で関わってもらい、３月末

には達成することができた。４月～５月中旬まで

はほぼ毎ｅラーニング、演習を実施し、部署での

ＯＪＴに繋げていった。６月以降は月２回の研修

を行った。３回の振り返り研修のうち、２回を新

人の部署の主任が参加し、シミュレーション研修

を行った。アンケートにおいて、今後に生かして

いけるという意見が100％であり、事後課題の提

出を通じて学びを深められていることがわかっ

た。ナーシングメソッドは、集合研修において、

全ての技術項目を視聴することができたので、50

以上の項目を視聴することができた。注射業務に

ついては自己にて再度視聴やナーシングメゾッ

トを活用する様子があった。病棟ラウンドは不定

期に行ったが、前向きに頑張る新人を指導者も認

めているといった良好な関係が築けていた。臨床

心理士とのスマイル面談も、６月、９月、12月実

地した。各部署において個々の成長に応じた温か

い指導もあり、順調に成長することができ、離職

者もなかった。 

  

「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 

一人あたり履修数

(20分以上個人視聴

＋集合研修参加)が

10以上 

 

レベルⅤ-２の人は

各自２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) 

・ｅラーニングの個人

視聴の推進(各部署) 

・受講後、テストを実施

し提出してもらう 

ナーシングサポートの看護職ひとり当たりの

履修数10以上視聴者は53.7％で達成することは

できなかった。視聴状況には個人差があり、決め

られたｅラーニング視聴以外に自分の時間を使

って視聴というのは困難であった。ラダー研修に

おいてはｅラーニング視聴の研修の活用を多く

導入していたが、視聴だけでなくグループワーク

やテストも行った。アンケートにおいて、「グル

ープワークなど深く考えることができたので日

常業務に結びつけやすかった」という意見も聞か

れた。「看護師の特定行為研修の共通科目」コー

スでひとり２項目以上視聴後テストの提出は

100％であった。視聴状況は自部署で必要な項目

や自らが学習したい項目を選択し、目標の2項目

以上の視聴もみられた。アンケートにおいても、

「自分の興味のある分野の学習もすすめること

ができた」「フィジカルアセスメントで救急に関

わる内容だったので活かせたと思う」といった実

践に活かせている意見も聞かれた。 

  

看護補助者研修受

講率 

ｅラーニングの看

護補助者研修コー

ス・介護サポート受

講 

・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) 

・ｅラーニング介護サ

ポートコースを導入

し視聴してもらう 

今年度の看護補助者研修も、４階のカンファレ

ンスルームで１日１人、ｅラーニングを視聴して

もらった。介護職、助手、クラークと役割毎に研

修内容を変えた。学研ｅラーニングの介護サポー

トコースも導入し、充実した内容であった。今年

度より、外来の看護補助者にも視聴してもらっ

た。各部署で多忙の中、２日にわけて視聴するな

ど学習方法を工夫していただき、100％視聴する

ことができた。 
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【総括】 

2021年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの対応に取り組んだ一年であった。 

ワクチン接種の開始にあたり、感染管理担当師長である感染制御実践看護師が筋肉注射の手技指導を

行い、各担当ブースのマニュアルを作成し、注意事項等をスタッフへ周知した。会議やシミュレーション

を重ね病院職員が協力して、大きなトラブルなく職員や住民にワクチン接種を実施することができた。

また、静岡市や富士市の要請を受け、地域の集団接種会場に看護師を派遣し、ワクチン接種に貢献できた

と考える。 

感染患者の入院受け入れについては、ベッド数を10床まで増やし対応した。他にも発熱外来やメディ

カルチェックの患者を受け入れ、発熱患者・感染患者の対応にも貢献できた。 

人材育成・自己研鑽としては、コロナ禍ということもあり院外研修はまだ制限があったが、院内のラダ

ー研修、ズーム研修やeラーニングの活用により、多くの看護師が参加することができた。今年度は、認

知症看護認定看護師１名、皮膚・排泄ケア認定看護師１名、糖尿病看護認定看護師１名、計３名の認定看

護師が新たに誕生した。それぞれ専門分野の知識・技術を患者様に提供し、また看護師達への教育・指導

を通して、看護の質の向上に繋がるよう期待している。 

人事に関しては、４月に３名の新卒看護師が入職したが、ひとりも離職することなく看護師として順

調に成長している。本人達の努力はもちろんだが、教育担当者をはじめ各部署での指導の結果であると

考える。今年度の看護師の離職率は3.7％であり、昨年度より2.2％減となった。新型コロナウイルスの対

応に人員が必要なこともあり、今後も人材確保に努めていきたい。 

次年度は、診療報酬改定も控えており、患者様の安全を第一に考え柔軟に対応し、病院運営に協力して

いきたいと考える。 

（文責：小林 千也子） 

 

 

-80-



⑵  外来 

目標１．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・安全な看護が提供できる。 

経過・結果：スタッフ全員がｅラーニングを視聴し接遇力の向上を目指した。毎朝のカンファレンスで接遇標語を読

み合わせ接遇に対する意識づけを行った。しかし、看護師の患者対応に対しては、お誉めの言葉ばかりでなくお叱

りの言葉もいただく結果となった。 

今後も継続して接遇力を磨いていく。待ち時間対策では感染防護対策を取りながらの対応となったが、限られた

時間の中でも患者様に対し意識して関わるよう努めた。 

今年度、化学療法患者の担当制を導入したが、担当看護師が複数の科で勤務したり、担当患者の治療日が夜勤で

不在だったりと、担当患者を決めてケモを実施することが“外来”という環境下では難しいと実感した。診療科で

は担当責任者を決めることで患者情報を明確にしてスタッフ間での共有に繋げることができた。検査棟では内視鏡

技師免許を持つ看護師が中心となり、緊急カメラの対応やカメラを受ける受診者の心理について学習した。勉強会

を開催することでスタッフの知識が高まり検査説明の統一を図ることができた。 
 

目標２．予約外患者・救急患者を快く受け入れ、外来患者数330人⁄日以上を維持できる。 

経過・結果：外来患者数は平均326人/日と昨年より増加したが目標達成はできなかった。 

救急外来での対応を統一するために検査技師による心電図勉強会や臨床工学技士によるＤＣや人工呼吸器につ

いての勉強会を実施した。救急外来での各科受け入れ基準が明確化されておらず、スタッフが対応に苦慮する場面

があったため、次年度は医師との連携を更に図り“受け入れ基準”について検討していく。大腸内視鏡検査に関し

ては、主任を中心に外来と病棟のスタッフにアンケートを取り、話し合いの場を持ちながら業務改善を行った。リ

スクレポート提出により外来全体でリスクを共有できるよう朝カンファレンスで伝達した。職員満足度調査より

「社会性」項目で「医療の質」では「当院を利用したいか」「当院を患者さんや知人にすすめますか」の項目が上昇

していた。 
 

目標３．コスト意識を持ち適切な物品管理を行い不良在庫０を目指す。コスト漏れを防ぎ確実な算定に繋げる。 

経過・結果：診療科・検査棟共に診療材料シールの見直しを行った。シールの管理方法を見直したが、シール の紛失

が１枚あった。コスト表の流れを統一しダブルチェックを行いコスト漏れを防いだ。診療報酬改定や看護師間でコ

ストの取り方に違いがあるため、次年度勉強会を実施し更にコスト意識を高めていく必要がある。 
 

目標４．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：全員が年休５日以上を取得することができた。主任たちの協力を得て年３回の面談を実施することがで

きた。スタッフの要望や意見を把握しできる範囲内で人員の配置や業務改善を行った。体調不良や病欠による人員

不足によるスタッフの疲弊がみられた。フィッシュ活動については各チームで活動し、誕生日にお祝いの言葉がけ

やオリンピックにかけて「つながる輪」を目指し各個人の自己アピールをファイル化して共有することができた。

検査棟では一言メッセージをガウンに書き合うことで勇気づけられコミュニケーションを図ることができた。看護

補助者とのカンファレンスの実施はできなかったが、目標管理シートを作成し活動目標について共有することがで

きた。職員満足度調査では昨年度と比較し「雰囲気」が高くなっており、業務多忙で疲弊してはいたが職場内の環

境は良かったと言える。「勤務意欲」では上司に対する項目でコミュニケーションが下がっていたが「現場の意見に

耳を傾けていますか？」に対しては上昇していた。「やりがい」に関しては職務達成感が下がっており、承認実感を

与えることができずスタッフへの意思決定支援が万全ではなかったと考える。 
 

目標５．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：朝のミーティングで周知させることで全員がｅラーニングの視聴に取り組みテストを提出することがで

きた。特定行為のｅラーニング視聴２つ以上については、教育担当主任を中心に実施できた。目標管理面接を年３

回実施し、２月に３回目の目標管理面接を行い、自身の思いを表出させる機会とした。職務満足度調査では、「やり

がい」項目の「モチベーション」が下がっていたが「仕事の成果が正当に評価されている」と感じているスタッフ

もいた。今後も引き続きスタッフを認めながら目標達成できるよう支援していく。 
 

目標６．感染予防に努める。 

経過・結果：コロナ禍継続中につきＰＰＥ対応を継続した。コロナ感染症陽性患者は発熱外来・救急外来共に発生し

ていたが、職員への感染やクラスターになることはなかった。職員満足度調査でも「労働条件」の項目で「職場環

境」が上がっており、コロナウイルス感染予防対策について意識の変化がみられたと考える。 

（文責：山本 清美） 
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⑶  西２病棟（内科系、46床、急性期（ＤＰＣ）病棟、新型コロナウイルス感染症病症10床） 

目標１．チームとしての実践力を高め患者・家族にとって安心・安全な看護を提供する。 

経過・結果：今年度は３回の病棟移動を行い、部署名も「東２病棟」から「西２病棟」となったが、患者移動に伴う

事故の発生やクレームはなく終了することができた。令和３年度のリスクレポート提出件数は198件あった。委員を

中心にリスク内容を原因分析し、病棟全体で再発防止に取り組んだ結果、レベル３ｂ以上が昨年の３件から１件に

減らすことができた。褥瘡発生率は、昨年度の1.7％から0.8％へ軽減することができた。週１回カンファレンスを行

い、発赤等の危険因子に対し、ココロール貼付・個々に合わせた体位変換・マットレス交換等早期に対応し、予防

的に取り組めた結果だと考える。身体拘束率は、昨年度の平均20.2％から23.2％と軽減には至らなかった。日中の抑

制開放時間の確保、車椅子乗車による離床時間の確保を行う等、抑制解除に向けた取り組みを引き続き行っていく

必要がある。病棟に対する投書は０件であった。接遇力向上のため、ｅラーニング全員受講とチーム間での声かけ、

患者・家族・職員同士への挨拶に取り組んだ。疑似症患者の入院も受け入れていたが、病棟内感染を起こすことな

く経過できた。 
 

目標２．コスト意識を持ち病院経営に協力する。 

経過・結果：令和３年度の入院患者数1,007名、稼働率は58.4％で目標達成はできなかった。いつでも転棟調整ができ

るよう早めに看護要約の入力をし、受け持ち看護師としての役割強化に努め、病棟全体でＤＰＣを意識したベット

コントロールができるように取り組むことはできた。コスト漏れの指摘を受けることはなかった。排尿自立支援指

導料算定件数は、昨年の16件から59件へ増加できた。認知症ケア加算件数は、昨年度の37,250件から34,297件と増加

には至らなかった。節電は、電気のスイッチにシグナルを貼り、節電への意識づけ活動を行った。シール紛失は２

枚、不必要な在庫を抱えないよう、定数量の見直しを助手と連携して行った。引き続き病院経営に協力できるよう

取り組んでいく。 
 

目標３．温かく居心地の良い職場環境をつくる。 

経過・結果：新人・現任指導者を中心に、病棟全体で指導に取り組み離職者は０人であった。毎月１回はＮｏ残業デ

イが取得できるよう各チームで協力体制を取ることができた。毎月チーム会を実施し、掲げた目標が達成できるよ

う活溌なチーム活動が行えた結果、各チームの最終評価は平均「５」という結果であった。 

職員満足度調査は、昨年度より「やりがい」54点から62点、「雰囲気」60点から68点、「情報」56点から65 点とす

べてにおいて上昇することができた。次年度も更に上昇できるように取り組んで行く。部署目標達成に向け、パー

ト看護師、助手それぞれ担当主任と面接を行い、業務改善に繋げることができた。全職員の有休５日⁄年取得と、連

休を月に１回以上取得できるよう労務管理を行い、働き続けられる職場環境づくりに取り組んだ。 
 

目標４．個人目標にむけて自己研鑽し個々の役割が発揮できるよう支援する 

経過・結果：今年も感染状況により中止となった研修もあったが、オンライン研修、個々の課題に合わせた学研ｅラ

ーニングを2項目視聴し、自己学習に活用し視聴率増加にも貢献できた。目標管理面接は３回実施し、各自の目標管

理達成度については平均4.7であった。今後も一人一人に丁寧に向き合い、モチベーションUPにつながる目標管理面

接を行いたいと考える。ラダーの「集合研修が実践に活かせる」と回答した割合は86％であった。 

     （文責：後藤 ひさみ） 
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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。 

経過・結果： 認知症カンファレンスを活用し、身体拘束削減活動は前期が50%、後期は90%以上がほぼできているとい

う結果となった。転棟時に抑制ありの患者23%も退院時には17%と減少した。 

平均年齢78.2歳、認知症自立度（Ⅲ・Ⅳ・M）の患者が41.7%と高齢で認知症の患者が多く占めている中、抑制を

なくすことは難しかったが、減少につなげることはできた。複数で検討・評価することで患者の安全と安楽を考え

た環境づくりに繋がり、状況に応じて適切な抑制をしているか再検討を繰り返し行えた結果と考える。 

インシデントレポート提出は47枚、アクシデントレポート提出は０枚であった。リスク発生後の情報共有、振り

返りについて「大体できた」が前期57%、後期72%であり、「できている」が14%の結果となった。 

病棟移動時での事故発生はなかったが、地域包括ケア病棟の60日という入院期間に関しての家族理解が乏しい場

面もあったため、患者・家族への説明と同意は今後も継続が必要である。 

褥瘡発生率は0.2%と減少しているが、家庭からの持込の褥瘡保有者が増加している。 
 

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84.8%、在宅復帰率79.6%であった。レスパイト患者２～３名/月（年間20名）の受け入れやケ

アミックスの特徴を活かし、一般病棟・地域包括ケア病棟・療養病棟と話し合いをしながら患者移動をすすめた。

退院支援カンファレンスについての勉強会を実施し、カンファレンスに受け持ち看護師不在の場合は、情報や確認

事項をまとめ伝達することで、他のスタッフも同じ視点や情報量を持てるようにした。多職種で共有すべき情報を

提供でき、内容を充実させることで、退院だけに焦点を合わせるだけでなく、退院後も継続可能な生活を過ごすた

めに何が必要なのかを考えていくことができた。 

診療材料シールの紛失は０枚で、死蔵品削減ではコピー用紙は前年度比でＡ４が19%削減、Ａ３が50%削減でき、

棚卸しに関しても余剰品はなかった。 
 

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：アンケートを実施し、看護師間の協力体制・業務改善について意見を募り、各々曖昧であった点を日々

のカンファレンスやチーム会を用いて改善策をまとめた。チーム会毎の再検討を病棟の決定事項として文書提示し、

スタッフ全員に周知した。「業務の見直しができたか」に大体できたが100％という結果であった。昨年度作成の「環

境整備チェックリスト」の活用で、「環境整備」というまとまった時間を現状確保できていないが、個々でのラウン

ド時や患者移動時に、看護師・看護助手・介護士が整理整頓への意識付けや参考になったと思う。看護師・看護助

手・介護士との連携強化の１つとして、朝の送り内容に加え、必要時に看護師が意識して情報を提供した。病棟職

員の離職率は０%であった。  

職務満足度調査結果では、「勤務意欲」が高値であり、「社会性」が低値と昨年度と同様である。「やりがい」が他

分類よりアップしているため、職場環境は保たれていると判断したい。 

サンキューカードが届いたスタッフからは好意的な言葉を貰え、部署行事がコロナ渦で行えない中、少しでも気

分を明るく、部署全体で一人一人を意識しているという証の１つにはなったのではないだろうか。 
 

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：ｅラーニングの視講が多かったが、研修参加率は100%であった。ｅラーニング視聴研修が「自身のキャ

リアアップに活かせたか」に「活かせた」20%、「まあまあ活かせた」80%という結果であった。事例検討のグループ

ワーク研修では、他部署の症例を聞くことで参考になったとの意見あった。ＳＦＮＰ認定者としての活動は、主体

的活動への支援が必要と思われる。 

 （文責：伊藤 さゆり） 
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⑸  東３病棟（外科系、38床、急性期（ＤＰＣ）病棟） 

目標１：患者家族に寄り添い安全かつ安心できる質の高い看護を提供する。 

経過・結果：ｅラーニングや感染対策委員で企画した研修会、動画視聴率は100％であった。ＰＰＥ着脱テストは、約

半数のスタッフしか実施することができなかったので、次年度も継続して実践していく。新型コロナウイルスに対

する意識は高く、病棟内はもちろん院内発生ゼロを遵守できた。今年度、患者満足度調査は施行しなかったため、

次年度の目標に繋げていく。 

令和３年度の院内褥瘡推定発生率は2.8％であり、昨年度より若干減少している。皮膚排泄ケア認定看護師が常駐

していることが強みとなり、スキンケアの勉強会やケア方法などを積極的に学び実践した。 

身体拘束率は昨年度より0.5％程低下したが、これは入院患者数の低下と平均年齢が若干低かったことも要因であ

る。しかし、看護研究Ｂ班では身体拘束におけるスタッフの意識の変化について取り組んだため、抑制に対するス

タッフの意識向上に繋がったといえる。リスクレポート提出は260枚であり、昨年度は197枚であったため20％程度

増加した。委員が中心となりリスクはみんなで共有し経験から学ぶものであるという気持ちが根付いてきたといえ

る。３ａレベルが16件、３ｂレベルのリスクは２件であった。ゼロレベルでのレポート提出は40枚あり、スタッフ

のリスクへの意識は高いといえる。 
 

目標２：病床稼働率62％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：令和３年度の平均病床利用率54.1％であり目標の62％には届かなかった。９月に西２病棟の引越しが終

了となり、COVID病棟も西２病棟の管轄となったため病床数の割に患者数が低減していたことも理由である。 

排尿スクリーニングシートの入力はスタッフに定着し、主任・師長で確認作業をしたため、算定漏れがなかった。

毎週木曜日のラウンドにて評価しケアに繋げていくことができた。指導数は昨年が77件、今年度が157件と約２倍以

上増加したことから収益に貢献したといえる。引き続き算定漏れのないようにしていく。 

昨年度、診療材料シールやバーコードは、すべてファイル保管としダミーカードを作成した。昨年度はダミーカ

ードの紛失が５枚あり今年度の取り組みは物品へのダミーカードの運用を救急カートのみにして貼り替えをやめ

た。看護補助者で役割分担をして各担当が各々、請求をかけるようにした。使用頻度の少ない診療在庫は、使用時

に看護師が直接看護補助者に伝え物品請求した。ダミーカードの貼り替え作業もなくなり、大幅に業務改善に至る

ことができた。 

節電に関しては年末にアンケートを行わず、昨年同様、昼のカンファレンスで話し合った。節電への意識は高い

が実行になかなか移せていないことがわかった。次年度は解決策を見出し、実行に移していきたい。使用しないパ

ソコンはアルコール綿で消毒後、電源を切ることは当初は主任が啓蒙し習慣づけたが、時間の経過と共に薄れてい

る傾向にある。 
 

目標３：お互いを認め、常に相手の立場になって考え行動し、働きやすい職場風土を創る。 

経過・結果：言葉遣いや態度の面に関して必要時にその都度、個人やチームへフィードバックし対応した。患者さん

からのクレームはみんなで共有し改善した。ノー残業デイの取り組みを継続し、緊急入院の対応や急変時などは達

成できないが各々が月２回程度達成できている。次年度も継続して平等に取得できるようにしていく必要がある。

新人看護師も病棟に慣れ親しみ、看護師としてのスキルを身に付けながら日々成長している。東３病棟には新人や

現任対象の看護師の育成に力を入れ、温かく見守り育てる風土があることから離職防止に繋がっている。職務満足

度調査の結果『雰囲気』の項目は目標値より３点上の75点であり目標は達成された。次年度も良い職場風土も維持、

継続していきたい。 
 

目標４：各個人が「やりがい」を持てるよう働きかけ一人一人が成長できるよう支援する。 

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月に実施した。各個人のキャリア開発に役立てら

れるよう、やりたいことや興味を持っている事柄を引き出し、今後実現に向けての具体策などを話し合った。私生

活に主眼を置きメインであるため、私的な悩みの相談を受けることも多数あり、目標管理までに至らないこともあ

った。しかし、私生活が充実していないと良い仕事に繋がらないという師長の考えより、面接以外の時間を作って

は話を聴くように努めた。ラダー研修が受講できるように研修日程が出た時点で師長が勤務表に組み入れていたこ

とにより、各個人の自覚が薄れ、急な日程の変更などに対応できなかった。次年度は個人の意識を高めるためにも

自己管理とし、師長は勤務表にラダー日が正しく設定されているか確認を行っていく。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％であり、積極的に参加し自己啓発に努めることができた。各個人の「や

りがい」に寄り添い、共に成長できる職場を目指したい。 

（文責：井出 由佳）  
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⑹  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．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：インシデントレポートは260枚提出し前年を上回ることはできた。ストレッチャーからベッドへの移動時

にアクシデントレベル３ｂの事例が１件、褥瘡の新規発生は39件、身体拘束をゼロにすることはできなかった。ア

クシデント、新規褥瘡発生、身体拘束については引き続きカンファレンス等で皆の知恵を絞って、ゼロになるよう

に取り組んでいきたい。自らが感染しないようまた他の職員や患者が感染しないように、お互い注意し合い基本的

な感染対策を実施していった。結果インフルエンザ、疥癬等も含め、感染症の複数人の発症はなかった。また、面

会制限も継続されたためオンライン面会を引き続き実施し、延べ19人の患者に72回実施し10回実施した患者もいた。

患者家族の心情を理解しきめ細かな対応ができるようにしていきたい。 
 

目標２．年間を通じ病床稼働率98％以上、医療区分ⅡⅢ80％を維持するとともに、単価の増加と不要なコストの削減に

努める。 

経過・結果：病床可動率98.1％、医療区分Ⅱ及びⅢの該当患者は年間平均97.8％で目標を達成することができたが、１

日あたりの診療単価は19,758円と目標は達成できなかった。療養病棟は、稼働収益や稼働率をあげることには限界

があるが、転入を積極的に受け入れたり、医師と協力してＣＴ・ＭＲＩ検査を定期的に実施するなど、入院単価の

目標達成に努力していきたい。 

支出の面では使用頻度が低い物品や薬品は、物品請求にしたり東３病棟から譲渡してもらうなどして、不良在庫

を持たないよう調整した。施設物品課とも調整を図り適正な物品管理を行っていきたい。また、オムツの袋を再利

用したり、ロック式生理食塩水の使用方法について検討し経費削減に努めた。経営について正しい知識をもち必要

な支援を行うことで増収を図ると共に、経費の削減に引き続き努めていきたい。 
 

目標３．お互いを認め合う職場風土を創り、やりがいをもって働くことができる。 

経過・結果：身分切り替えになった職員が一人いたが、離職者はいなかった。面接は３回、中間のみ主任が実施した。

主任が面接を実施したことで、違った思いを聞くことができ人間関係の調整など効果的だったと考える。職務満足

度調査ではほとんどの項目が昨年より低い結果であった。業務方法の変更について充分相談を行わないまま実施し

たことも影響したと考える。一方、組織制度（処遇・情報共有）の項目については、昨年度より若干ではあるが上

昇がみられた。全体的に年休が昨年度より取得できたことが影響していると考えられるが、年休取得日数に個人差

がある。患者を看護師と介護福祉士のペアで受け持ち（バディ）ケアしているが、今年度は担当者名の表示をわり

やすくした。 

モチベーションが高められるような面接を実施し、より良い関係性が築け、お互いが成長しあえるような組織風

土の醸成に今後も努めていく。また業務整理を行ない、定時の出勤・帰宅、それぞれの生活スタイルを維持し健康

的で働きやすい職場となるように努めていきたい。看護師と介護福祉士が協働していることが療養病棟の特徴であ

る。患者の回復がなかなか見込めない療養病棟にあって、バディ活動を通して、自己肯定感ややりがいにつなげら

れるよう支援していきたい。 
 

目標４．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：ラダーレベル研修は、勤務交替をした都合で研修に参加できなかった看護師が１名（Ⅴ－２）いたが、

看護師の特定行為研修の共通科目２項目以上、看護補助者研修など、必修の研修も含めその他の研修は、対象者全

員が受講できた。必修の研修については受講できるように支援できたが、キャリアアップへの支援は不足していた。

一人一人の思いを聴きながらキャリアデザインを描けるように支援していきたい。 

（文責：若林 孝子） 
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⑺  東２病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護が協力し積極的に転入を受け入れ、患者・家族が穏やかに過ごせるように支援する。 

経過・結果：急性期・包括ケア病棟と調整を図り、182名の転入を受けたが病床稼働率が91.4％で目標達成できなかっ

た。コロナ禍にあり院内外からの受け入れもできない状況と療養対象患者がいなかったことから稼働率が低下した

と思われる。患者層の変化で死亡退院は103名だった。今後は、加算がとれる検査・処置を医師と協力し、患者一人

当りの診療単価を上げるよう努めたい。コロナ禍で面会制限があり主治医と連携を図り、状態悪化時には適宜面会

を許可したため、退院時の家族の受け入れもよくトラブルはなかった。また、西３病棟と共有の療養病棟オリエン

テーションを行いトラブルを予防した。 
 

目標２．安全な看護・介護を行い、快適な療養環境を提供する。 

経過・結果：新規褥瘡発生人数は、平均3.11人であり発生率は0.66％であった。チームに新規褥瘡発生予防について委

譲し、カンファレンスを行い対策を継続した結果、発生率を２％以下にできた。看護師全員から３件以上のリスク

レポートの提出ができ、リスクの多い事例についてカンファレンスを行い共有し周知できたが、リスク３ａ以上の

発生は、湯たんぽによる体温火傷が１件あった。身体拘束は使用率が24.2％と増加したが、毎週カンファレンスを

行い抑制時間の短縮・不必要な抑制を外せた。前回の引っ越しで経験したことをもとに、移送の順番・行動基準を

決め安全に移動できた。週に１度の家族の洗濯物の引き渡しの際には、患者様の状態等をわかりやすい言葉で丁寧

に話し、家族との信頼関係を得ている。面会できない患者・家族のために院内外のオンライン面会を33回⁄年行うこ

とができ患者様の顔を見ることで家族の安心感を得ることができた。 
 

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：３回の面接を行い、スタッフを承認し【やりがい感】を高めたが職務満足度調査では、昨年度75から65

に下がってしまった。夜勤業務のチェックリストを作成し、業務内容を可視化することで安全に業務することがで

きたと100％のスタッフが回答している。また、【安全に！】についてチーム会で話し合い、忙しいと安全確認がで

きないことがあり、患者様を第一に考えて落ち着いた行動を心掛けたい等の意見が挙がり、安全の重要性を再認識

できた。毎月受け持ち看護師が患者の状況をお便りにして家族と関わることで、患者様をよく観察し理解しようと

する姿勢がみられ、短時間でも関わることでコミュニケーションの大切さを知ることができた。面会に関しては、

家族の希望と看護師の患者様をみた判断で面会時期のズレが生じ面会ができなかった事例があった。 

病欠のスタッフは3人いたが、離職するスタッフはいなかった。全員が有給休暇を５日以上取得することができ

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：面接を３回⁄年実施した。院外研修はコロナ禍で中止になることが多く、１名の院外研修だけとなった。

院内研修は、勤務を調整しラダー研修・看護補者研修に100％の参加ができた。 
 

目標５．在庫管理を行い診療材料カードの紛失をゼロにする。 

経過・結果：今年度の診療材料シールは紛失０であった。引っ越しの際、死蔵品があり使用頻度の少ない物品は、使

用頻度の高い部署に使用してもらい期限切れを防いだ。今後、在庫を減らし物品請求者を決め、請求量の調整を図

っていくことで評価をしていく。 

（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．快適な療養生活を提供するため安全かつ看護・介護の質の維持、向上に努める。 

経過・結果： 院内参加必須研修及び各委員会の研修出席率は100％であった。リスクの事例検討ができなかったが、

タイムリーな注意喚起で同様のリスクを回避できた。リスクレポート３ｂ以上は０件だった。 

退院前カンファレンスに想定以上の時間を要した。カンファレンスへの準備、会の進行ができるよう看護師の育

成が今後の課題である。記録について、「地域包括ケア病棟用」のＤテンプレートを作成し、記録時間短縮に繋がっ

た。患者家族からのクレームは数件あり、病棟スタッフ、医師の対応についてであった。スタッフで情報共有し改

善策について話し合った。対応の不満内容は「説明が不十分」であり、看護師と医師の連携を十分に発揮し、看護

師が補足説明を行うことを改善策とした。新型コロナ感染については病棟内での発生やスタッフの健康上の問題が

生じることなく経過した。 
 

目標２．コスト管理を意識した看護介入を実施する。 

経過・結果：令和３年度の病床稼働率平均は80.4％、在宅復帰率79.8％、看護必要度ⅡＥFファイル17.5％で目標達成

できた。関係部署と連絡を密にし、患者受け入れを検討できた。今後、地域包括ケア病棟の体制が変わる中で、更

なるスタッフの理解と業務整理が必要である。最大入院期間を延長した患者は１名おり、退院への早期介入、多職

種連携の強化が更なる課題である。昨年度の課題であった主疾患以外の症状（既往症の悪化、排尿障害など）に関

しては、他科と連携し退院に向けての調整を行うことができた。排尿自立支援への介入は、昨年度と比較し算定件

数が100件ほど増えた。物品管理について、シール紛失なし。患者層の変化に伴い必要・不必要物品の取捨選択がで

き、死蔵品の発生はなかった。 
 

目標３．チーム間及び多職種との連携を強化し、地域包括ケア病棟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「組織制度（情報共有）」は昨年度より８点アップした。多職種間での情報伝達や情報共

有する方法を検討し統一した結果だと考える。チーム間の連携や応援体勢については今後の検討課題である。時間

外勤務増加への対応として、遅番業務を検討し実施した。状況に応じた対応で忙しい中でも安全な業務に繋げてい

くことができた。各種カンファレンスでは中心となるリーダーへの負担が大きかった。必要な情報を得て情報を活

用できるスタッフの育成、情報を周知する環境が今後の課題である。職員満足度調査の「雰囲気」は昨年度より８

点アップした。「スタッフ間の連携や話し合える雰囲気」が上昇したため、今後も話しやすい雰囲気を心がけ働きや

すい環境の整備を行っていきたい。 
 

目標４．看護師・介護職個々のキャリア開発を支援し、相互に成長実感が得られる。 

経過・結果：年３回の面談をスタッフ全員に行なった。病棟での役割やレベル相応の役割について説明していった。

個々のライフスタイルによる勤務調整に対してもスタッフの理解を得ながら対応できた。ラダーレベルやライフス

タイルを考慮した勤務により、職員満足度調査の「労働条件・職場環境」は昨年度よりアップした。「やりがい」は

昨年度より５点アップし、能力開発についてのサポート体制と役割への承認ができていたためと考える。新人教育

は、病棟全体で関わることができた。現任教育は、退院支援、急変時の対応等に焦点を当て指導を行った。継続的

に指導を行っていくことが今後も必要である。有給休暇については、全員が５日⁄年以上の取得ができた。 

（文責：桑原 和美） 
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⑼  人工透析センター 

目標１．専門的知識をもって心温かで安全な透析看護を提供する。 

経過・結果：①安全確保リスク対策について、抜針２件、風袋関連４件、注射関連４件、検査関連６件など、計29件

のインシデントが発生した。リスク委員を中心に、その都度原因追求とリスク対策を検討し周知徹底を行った。 

②個別性ある看護提供について、受持ち患者の看護や関わりをテーマに挙げ、ケースカンファレンスを行った。

様々な視点から意見やアドバイスがあり、新たな看護提供に繋げることができた。透析看護師として成長できる良

い機会であり、今後は計画的に実施できるよう調整していく。 

③ライフストーリーインタビューをテーマに挙げて看護研究に取り組んだ。生涯透析治療を行う患者の病みの軌

跡を理解することで、その時々で患者との関わり方が変わることを理解することができ、患者個々に心温かな看護

を提供することができた。 

④感染対策について、透析センターは入院・外来患者が混在し、４時間ワンフロアー内に滞在するため、水際対

策が重要な部署である。患者（家族）対象に感染対策の必要性についてパンフレットで繰り返し指導を行った。ス

タッフのＰＰＥ着脱練習をリンクナース中心に実施した。感染対策マニュアルに準じ、透析センター感染対策マニ

ュアルを作成した。ＣＯＶＩＤ感染疑いや濃厚接触疑いが１例ずつあり、感染対策マニュアルを活用することがで

きた。スタッフの手指消毒剤の使用量が他部署と比較し少なかったが、各自で手指消毒剤の使用量を測定し表記す

ることで意識改革に繋がった。今後は適時消毒剤使用が課題で対策の必要がある。 

⑤社会人基礎力のｅラーニング視聴が年度末になってしまったが、受持ち患者・家族との信頼関係は良好で苦情

は聞かれなかった。 
 

目標２．組織の一員との認識をもち、経営に参画する。 

経過・結果：①無駄をなくそう係が中心となり、透析回路内の回収後抜液方法を見直し、同一手技で抜液を実践した。

感染ゴミの軽量化を図ることができた。 

②アクションシールの提出は、看護助手が多く行っており、長期不在時に紛失が発生しやすいため、シールの管

理方法をスタッフと再確認した。使用頻度の高い物品は問題なく稼動しているが、数年間稼動しない物品のカード

紛失が１件あった。今年度は透析用カテーテルが変更となったが、サンプル品使用にて不良在庫なく切り換えがで

きた。 

③適宜入院の受け入れを行ったが、ハード面の問題（コロナ渦の影響でスケールベッドの納入が１年先送り）で

ＡＤＬが低下した患者のタイムリーな受け入れは困難だった。さらに定期レスパイトが減少した。シャント手術患

者は毎月数名あり、地域医療支援室や病棟と連携しながら受け入れが行えた。 
 

目標３．生き生きと風通しの良い職場風土を創る。 

経過・結果：師長会や委員会、患者の情報等は朝カンファレンスやリーダーを通じて適宜行った。職務満足度調査の

結果は、雰囲気70点（前年度と同じ）やりがい67点（前年度＋２点）だった。次年度はスタッフ面談の時間を有効

に活用していく。応援体制は指定期間行えた。継続して病棟応援が行えるよう検討が必要である。 
 

目標４．ひとりひとりが、能力目標に向けて成長できる。 

経過・結果：目標値が実能力より低めに設定されている場合はアドバイスし修正を行った。看護研究はスタッフのモ

チベーションアップにも繋がり、透析看護を生き生きと実践できた。ｅラーニングの視聴は院内研修を含め10項目

は達成できた。 

（文責：手塚 紀代美） 
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⑽  手術室 

目標１．安全で信頼される質の高い心温かな手術室看護が提供できる。 

経過・結果：チーム活動の中で、各種パンフレット作成、勉強会を実施した。具体的には全身麻酔パンフレットの内

容変更、眼科白内障手術の流れについてポスターを作成した。 

勉強会では手術室に関係する学研ｅラーニング視聴の他、放射線科技師長、透析看護認定看護師による勉強会も

開催し知識の向上に努めた。 

リスクレポートは年間140枚の提出があり、昨年度比較で90枚の増加となった。リスク委員が中心となり、部署内

で提出されたレポートを共有することで同様のリスクがなくなるなど、この取り組みがレベル３ｂ以上のアクシデ

ントゼロに繋がったと考える。 
 

目標２．お互いを認め合い、働きやすい風土で勤務できる。 

経過・結果：毎月の担当者がコラムを作成しトイレ内に掲示した。これは担当者が自由に題材を決めて作成しており、

「アロマセラピー」「雑学」「パーソナルカラー診断」「芸能人」「クッキング」「身体に良い食事」等、毎月更新され

た。忙しい業務の中でもホッとできる瞬間であり、担当者の新しい一面を知ることができる活動であった。 

職員満足度調査結果、「やりがい」は昨年度比較で２点減、「雰囲気」は２点増、「当院では必要な情報を知らせて

いますか」は２点増であった。次年度は「やりがい」がアップできるよう目標に向かって努力していきたい。 
 

目標３．病院経営を考えた手術室運営ができる。 

経過・結果：診療材料シールは１枚の紛失があった。チーム活動の中でバーコード管理表を作成し倉庫に掲示してか

らは紛失なく管理できている。期限切れ等の不良在庫は、手術症例の少ない器械、縫合糸等があり、不良在庫ゼロ

は達成できなかった。しかし、コピー用紙の使用状況は昨年度比較で2,500枚の削減となった。スタッフひとりひと

りが、裏紙で可能な印刷物は裏紙の使用を心がけた結果である。また、ニトリル手袋とプラスチック手袋を使い分

けた。具体的には血管確保等では高価なニトリル手袋を使用し、出血量カウント、清掃等では安価なプラスチック

手袋を使用した。その結果、昨年度比較でニトリル手袋を4,200枚削減できた。今後も取り組みを継続していきたい。 
 

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。 

学研ｅラーニングでは手術室に関連するテーマ「初めての手術室～見て渡して覚える器械出し看護」をスタッフ

の100％が視聴できた。また、「興味のあるテーマを１人10項目視聴する」という目標に対しては、目標値を大きく

上回る１人平均33項目視聴できた。 

特定行為共通科目についても、目標値の３項目以上を上回る１人平均10項目視聴できた。この結果から、業務時

間を有効に活用し自己研鑽ができたと考える。 

（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：利用者からの苦情やリスクは１件⁄年と昨年度よりも減少した。利用者家族から看護師の対応についての

ご指摘であったが、事実を受け止め対応検討し支援継続できた。２年に１回実施される静岡県訪問看護ステーショ

ン協議会での利用者満足度調査では、「満足・ほぼ満足」が97.1％と前回調査時よりも高い結果となった。チーム活

動では、在宅でのポート利用者へ取り扱いパンフレットを作成し、対象患者２名に使用した。スタッフからは、わ

かりやすく説明しやすかったとの感想がきかれた。利用者もトラブルなく安全に手技が行えた。対象患者が少なか

ったため、引き続き使用し評価していきたい。サテライトでは患者カンファレンスが定例化し、意見が出し合える

ようになった。患者や家族が安心して過ごせるように今後も活動していきたい。退院前カンファレンスは15件参加

し、カンファレンス以外でも他部署との連携を継続し支援が繋がるように働きかけた。 
 

目標２．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） 

経過・結果：訪問件数は１日平均42人であった。新規依頼は月平均８人であり、その内３割はターミナル患者依頼で

訪問期間は１か月未満で終了している。短期間での関わりであっても、ターミナル期のケアは頻回の訪問や意思決

定をする場面での支援など、本人やご家族との信頼関係が構築されやすく、２件の利用者より寄付のお申し出をい

ただいた。今年度より、予防訪問看護の看護体制強化加算の届出を行い算定維持している。ターミナルケア加算は

９件、退院時指導共同加算は12件あり、他院でのカンファレンス参加も増加している。レスパイト利用者は年間13

人で、定期利用者は６人となっている。在宅療養を継続するためには、レスパイトやショート利用が必要である。

訪問時に介護者とのコミュニケーションを良好に図り、介護疲労や介護うつなどを予防し支援継続できるように働

きかけた。 
 

目標３．業務内容を見直し働きやすい職場環境を創る。 

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：時間外勤務について本館は平均20時間⁄月、サテライトは17時間⁄月と昨年度より増加している。点滴や

継続処置により土日の当番対応が増加した。平日休暇が均等に取れるように調整し、有休消化率は平均13％だった。

職員満足度調査の結果では、職場環境や勤務意欲などで昨年度より点数が下がった。時間外勤務の増加やコロナ感

染拡大などにより不安を抱えながら業務遂行しているため、今後も環境改善をしていく必要がある。本館からサテ

ライトへの応援は12回、サテライトから本館への応援は３回実施し、基準通りにはできなかったが協力応援はでき

た。サテライトとWｅb会議を実施し、コロナ禍で交流機会は少ないが、今後も継続して相互理解を深めたい。本館

ではスタッフの誕生日にそれぞれが希望するお弁当を用意し、誕生日を祝うことができた。職場でお祝いして貰え

ることで個々のモチベーションも上がり、スタッフ同士良好な関係が築けた。 
 

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の遂行ができる。 

経過・結果：目標管理達成度は80％以上獲得できた。職員満足度調査の結果では、雰囲気とやりがいの点数が上がっ

た。個人の能力に合わせ、受け持ち患者を選別し担当できるように調整した。１人ではなくチームでサポートする

体制があるため増点に繋がったと考える。面談は年３回実施できた。面談以外でもスタッフとのコミュニケーショ

ンを良好に保ち、いつでも相談できるように対応した。コロナ禍でありながらも研修参加はできた。在宅看護学学

会、精神訪問看護研修、暮らしを繋げる看護職員、コロナ禍における癌治療、重度心身障害者対応研修など様々な

研修に参加することで看護や利用者への理解を深め、一人一人が責任を持った看護を提供することができた。今後

も自己研鑽を持続できるように適切な支援・指導ができるようにする。 

（文責：野村 万里江） 
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⑿  健康診断センター 

目標１．安全で信頼される質の高い健康診断を提供する。 

経過・結果：安全で信頼される健康診断を実施するため、①感染予防の徹底②ホスピタリティーあふれる接遇③健診

事後フォローの体制強化について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を発生させないことを目標とし、健診センター多職

種で感染対策を徹底しながら健診を実施した。緊急事態宣言発令時には、受診者の院内滞在時間を短くするために、

ドックを午前中で終わらせるなどの対応を行い、年間を通して健診での集団感染は発生しなかった。また、感染予

防対策の一環として、住民の新型コロナウイルスワクチン接種業務に最大限の協力を行い、健診を実施している事

業所の職域接種にも協力することができた。 

接遇については、日 「々受けて良かった」「来年も受けたい」と思ってもらえるような接遇を目指して取り組んだ。

健診センターに設置されたご意見箱に寄せられたものは、全て接遇や健診の流れについて好意的な意見がみられ、

接遇についての苦情はなかった。 

健診事後フォロー体制については、チームで活動を行い、集団健診受診者で特に重症度の高い人への迅速な受診

勧奨を確実に行うことができ、当院を含めた医療へ繋げることができた事例は受診勧奨した人のうち66％だった。

協会けんぽの受診勧奨業務は220件の依頼があり、そのうち受診の確認がとれて、受託料の請求が出来たのは108件

（49％）だった。 
 

目標２．特定保健指導、健康相談の実施件数を増やすことで、病院経営に貢献する。  

経過・結果：今年度の特定保健指導実施件数は744件で、目標の900件には達しなかった。これは、感染予防対策を優

先する必要があったため、出張健診先での特定保健指導を見合わせた事業所が多かったことや緊急事態宣言発令時

にドックを短縮したことで、ドック当日に実施する保健指導ができなかったことが影響している。 

総数は目標値に達しなかったが、出張健診先で健診当日に特定保健指導と健康相談を実施した事業所は23ヶ所、

初回面談分割実施件数は128件で目標の100件に達することができた。また、協会けんぽ受託事業である健康相談実

施件数は、ドックと集団健診合わせて3397件であった。 

また、特定保健指導の改善率（体重２㎏以上減少、または腹囲２㎝以上減少、またはHbA1c改善）は32％であり、

目標値35％はわずかに下回ったが、全国平均（約25％）に比べて高い改善率となった。 

コロナ禍において、ＺＯＯＭ等を利用した遠隔での保健指導面談への依頼が少しずつ増えてきており、実施体制

を整えるためにマニュアルの作成を行った。今年度の遠隔面談実施件数は4件にとどまったが、今後さらに遠隔面談

への要望が増加することが予想される。そのための実施体制をさらに強化していきたい。 
 

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：産業保健に関する勉強会を３回、保健指導カンファレンスは10回開催した。学研ナーシングサポートの

ｅラーニングの視聴は平均16項目で、中には30以上視聴したスタッフもおり、自己学習のツールとして利用できた。

職務満足度調査の結果、「やりがい」70点、「地域社会から評価されていると思うか」75点であり、目標値を達成し

た。ただ、今年度、前年度より点数が下がった項目もあったため、部署内でのコミュニケーションや指導、支援の

あり方について見直しを行い、来年度の課題としたい。 

（文責：大川 香） 
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２  看護部教育 
⑴  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 ５/11～12 災害支援ナース育成研修 1名 

静岡県看護協会 
６ /１～７/29

のうち23日間 
認定看護管理者教育課程ファーストレベル 1名 

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 ６/25 災害看護一般研修 1名 

静岡県看護協会 
７/13～ 14 ､８

月､９月､１月 
暮らしをつなげる看護職員のための研修プログラム 3名 

静岡県看護協会 
８/７､10/３､ 

10/21､11/11 
認知症対応力向上研修（半日）（Web開催） 19名 

聖路加国際看護大学 
８/９～９/４

のうち23日間 
認定看護管理者教育課程ファーストレベル（Web開催） 1名 

静岡県看護協会 
８/14､９/２､ 

11/４ 
看護の質向上促進研修（半日コース）スキンケア・感染予防策（Web開催） 4名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 
９/14､９/21､ 

10/８ 
医療機関の看護師研修 1名 

静岡県看護協会 
10/７､ 

10/16～10/17 
静岡県看護職員認知症対応力向上研修－認知症ケア実践推進者研修（Web開催） 1名 

静岡県看護協会 10/23､１/22 元気になろう 副看護師長（Web開催） 2名 

静岡県看護協会 

10/25～10/26､ 

11/10､11/11､ 

１/７ 

新人看護職員指導者研修 教育担当者研修 1名 

静岡県看護協会 

10/25～10/26､ 

11/10､11/17､ 

11/24 

新人看護職員指導者研修 実地指導者研修 1名 

静岡県看護協会 

10/25～10/26､ 

11/10､11/19､ 

11/26 

新人看護職員指導者研修 研修責任者研修 1名 

静岡県看護協会 11/11､12/２ 中間管理職研修会 2名 

静岡県看護協会 11/12 災害看護フォーラム（Web開催） 7名 

静岡県看護協会 11/18 看護補助者促進のための看護管理者研修 1名 

静岡県看護協会 11/20 緩和ケアスペシャリストに学ぶ看取り（Web開催） 4名 

静岡県看護協会 11/20 緩和ケアスペシャリストに学ぶ看取り（Web開催） 5名 

静岡県看護協会 12/２ 
看護の質向上促進研修（１日コース）医療安全対策、フィジカルアセスメント、

意志決定支援                                   
2名 

静岡県看護協会 12/10 安全対策と最新見守り機器（Web開催） 2名 

静岡県看護協会 １/12 特定行為に係わる交流会～特定行為修了者が現場にいるメリット～（Web開催） 10名 

静岡県看護協会 ３/１ 
～もうすぐ新年度、新人看護職員と一緒に看護し、いっしょに成長しよう～（Web

開催） 
6名 

 

⑵  院内ｅラーニング 

主催 月日 内容（目的） 
参加 

人数 

静岡県看護協会 
８/７､10/３ 

10/21､11/11 
認知症対応力向上研修（半日） 19名 

静岡県看護協会 
８/14､９/２､ 

11/４ 
看護の質向上促進研修（半日コース）スキンケア・感染予防策 4名 

静岡県看護協会 
10/７､ 

10/16～10/17 
静岡県看護職員認知症対応力向上研修－認知症ケア実践推進者研修 2名 

静岡県看護協会 10/23, 元気になろう 副看護師長 2名 
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３  院内看護研究会（令和４年３月動画発表） 
⑴  せん妄発症後の看護介入の実態と課題 

～急性期内科病棟入院中の高齢患者に対して～ 

西２病棟 ○佐野 未佳、比嘉 澄怜茉、篠原 鈴巳 

 

⑵  身体抑制減少に向けた取り組み 

～ガイドラインを用いた勉強会前後での看護師の意識変化～ 

東３病棟 ○望月 雛、前嶋 彩花、青名畑 知美 

 

⑶  急性期病棟での整形外科患者に関わる退院支援の看護介入の現状 

東３病棟 ○小川 恵璃、永井 千賀、阿部 聡美 

 

⑷  地域包括ケア病棟スタッフの排泄動作に対する意識と課題 

～排尿動作を把握する視点の変化～ 

新３病棟 ○後藤 典子、地田 和希、稲葉 映、村松 友美子 

 

⑸  ソフトナースを使用した人工骨頭挿入術における側臥位の体圧分散方法検討 

～肩峰部・腋窩部・側胸部の体圧 30㎜ Hg以下を目指して～ 

手術室 ○有永 久美子、佐野 絢子、勝又 さとみ 

 

⑹  病みとともに生きてきた長期透析患者のライフストーリー 

透析センター ○池上 まり、佐藤 由紀、松熊 幸子、谷沢 美恵子 
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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５日  「感染予防の正しい知識」 

イ プレシャスナース     ４月６日 「針刺し・切創血液暴露防止対策」 

ウ 新人           ４月12日 「標準予防策：個人防護具の選択」 

エ 新人           ５月19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 新人           ６月16日 「清潔・不潔 ゾーニング」 

キ 看護学生         １月20日 「院内の感染対策について」 

ク ラダーレベルマネジメント  ２月16日 「感染管理」 

 

② 院外研修講師 

ア  芙蓉の丘職員  12月10日  新型コロナウイルス感染対策の実践 

「入所者の感染に対応する：ゾーニング」 

 

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への参加 

イ 厚生労働省 院内感染対策講習会 12月～３月（WEB開催） 

ウ 日本病院会 感染対策担当のためのセミナー ７月・11月・１月（WEB開催） 

エ 北里大学感染制御研究機構 病院感染制御担当者育成研修 ７月～12月（WEB開催） 

 

④ 院内活動 

ア 院内感染対策委員会（ICC）：毎月１回 

イ 感染対策チーム（ICT）：毎月２回 

・週１回  環境ラウンド及び耐性菌検出患者ベッドサイド環境ラウンド 

・院内感染対策研修会（前期・後期） 

・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」：感染対策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 

９月29日 富士宮市立病院より評価を受ける 

10月21日 富士市立中央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病院で感染対策連携カンファレンスを

実施 

５月12日 聖隷富士病院にて「新型コロナウイルスワクチン接種について」 

８月25日 聖隷富士病院・川村病院と「新型コロナウイルス対策：クラスター発生時

の対応」WEB開催 

11月10日 聖隷富士病院にて「新型コロナウイルス感染症対応で困った事例」 

２月９日  聖隷富士病院・川村病院と「手指衛生への取り組み」WEB開催 

ウ  看護部環境感染対策委員会：毎月１回 

エ 感染マニュアル・作成（１項目）・改訂（６項目） 

オ 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 

・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）実施 

・排尿ケアチームへカテーテル関連尿路感染データの情報提供 

カ 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55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 薬剤曝露防止        新人看護師研修  ７月28日 

 

② 院外研修講師 

ア  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13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20日 

ウ  がん看護アセスメント、放射線看護  JA静岡厚生連するが看護専門学校  ２月３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） 

 

⑦  学会 

第26回 日本緩和医療学会学術集会 論文共著者 

テーマ：ケアミックス型病院における緩和ケアチームの活動と今後の課題 

６月18日～６月19日 

（文責：松永 光代） 
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⑶  透析看護認定看護師 

 令和３年度の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。 

 共立蒲原病院の腎臓病を持つ患者・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。 

 透析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 透析看護の基本  透析センター  ４月15日 

イ 透析看護    透析センター  ９月15日 

 

② 院外研修講師 

腎不全・透析看護 

ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 

５月６日、６月３日 

 

③ コンサルテーション 

 

④ 認定看護師会（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 フィジカルアセスメント              新人看護師研修      ６月３日 

イ 廃用症候群の予防、関節可動域訓練ポジショニング  新人看護師研修      ６月７日 

ウ リハビリテーション看護             ラダーレベルⅢ研修  ８月２日 

 

②  脳卒中リハビリテーション看護に関する自己研鑽 

ア 日本離床学会 全国学術大会  ６月12日 

イ 日本離床学会 セミナー    ３月12日 

 

③  院内委員会活動 

ア 排尿ケア委員会（毎月１回開催） 

イ 排尿ケアチームによる院内ラウンド  １回⁄週 

ウ 院内研修会  １回⁄年 

 

④ コンサルテーション 

 

⑤ 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 高齢者の理解  新人看護師研修   ５月27日 

イ 認知症ケア  ラダーレベルⅡ研修  ６月10日 

 

② 院外活動 

ア 富士市認知症施策推進検討会  ６月15日、11月、２月（11月、２月は紙面開催） 

イ 認知症予防講座 

「認知症予防講座」  静岡市清水区保健センター由比分館  12月９日 

「認知症について」  蒲原生涯学習交流館        ３月４日 

 

③  認知症看護に関する自己研鑽 

ア 老年看護学会 学術集会                        ６月11日 

イ 一般病院における身体拘束最小化（認知症の緩和ケアに関する研究会）  ７月14日 

ウ 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（静岡県看護協会）  ８月17日 

エ 認知症の人の人生寄り添う医療（国際医療大学看護生涯学習センター） ９月26日 

オ 認知症の人に寄り添うチームケア（認知症看護認定看護師会）     10月10日 

カ 認知症高齢者のせん妄予防ケア（老年看護学会）           11月27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「認知症患者の看護に必要な医療安全」  １回⁄年開催 

ウ 院内デイケア                  ６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 

苦痛の緩和に繋げるリラクゼーション  新人看護師研修  ６月17日 

 

②  緩和ケアに関する自己研鑽 

ア  日本緩和医療学会  第３回  東海・北陸支部学術大会  10月９日 

イ  「看護師・コメディカル・事務局のがん看護研修会 

～多職種のためのがんゲノム医療～」  12月12日 

ウ  第６回 広島放射線治療チーム医療研修会（Web）  １月29日 

エ  第36回  日本がん看護学会学術集会  ２月19日～20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） 

 

⑦ 学会 

第26回 日本緩和医療学会学術集会 ポスター発表 

テーマ：ケアミックス型病院における緩和ケアチームの活動と今後の課題 

６月18日～19日 

（文責：鈴木 千惠） 
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⑺  訪問看護認定看護師 

① 院外活動 

ア  富士圏域訪問看護ステーション連絡会（毎月１回） 

イ 在宅看取りを実践できる訪問看護師育成事業 実行委員 

「一緒に学ぼう在宅看取りの第１歩」 

ウ 第17回日本訪問看護認定看護師協議会  東海北陸ブロック会  講師  １月22日 

「最期まで家で過ごしたいを支えるために･･･」 

 

② 訪問看護認定看護師に関する自己研鑽 

ア 第12回日本訪問看護認定看護師協議会 東海北陸ブロック会  ８月21日 

「対象者の行動変容につながる医療コミュニケーション」 

イ 訪問看護認定看護師フォローアップ研修会                  ９月23日 

ウ 日本訪問看護財団「在宅医療の臨床倫理」          12月11日 

 

③ 訪問看護に関する自己研鑽 

ア 静岡県看護協会  「組織における看護施策構築研修」                 ７月13日 

イ 富士市立看護専門学校「新カリキュラムの特徴と臨床判断能力の育成」  ８月３日 

ウ 重度心身障害児（者）対応看護従事者養成研修                      11月25日 

エ 訪問看護管理者スキルアップ研修                              １月29日 

「管理者の孤独とやりがいを語り合い、つなごう」  

 

④ コンサルテーション 

ア 富士社会福祉協議会・富士地区：ケアマネ・介護福祉士など 

イ 院内退院支援カンファレンス（毎週月曜日） 新２病棟・新３病棟 

 

⑤ 認定看護師会（毎月１回開催） 

（文責：石原 英子） 
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