
Ⅴ  看護部 
【看護部総括】 

平成26年４月の診療報酬改定に伴い内科病棟を再編、７月には地域包括ケア病棟が開設された。

５病棟中、４病棟が移動した形となったが、各病棟看護師長・主任がリーダーシップを発揮し、病

院全職員の多大な協力体制のもとトラブルもなく行えた。 

再編後は一般・地域包括ケア・療養と３つの機能を最大限に活かした病床管理が求められること

となり、地域医療支援室・各病棟看護師長を中心に多職種が連携してベッド調整を行っている。現

場では、クリニカルラダー教育に組み入れた「経営学」が徐々に浸透してきており、今後も、患者

さんがどこで療養するのが最善なのかを最優先に、経営にも貢献できるよう病床管理に協力してい

きたい。 

人材確保については、看護師６名、看護助手３名が増え、離職率も定年退職者も含め7.2％と３年

連続で減少傾向にある。今年度、初めて外部委託で行った職務満足度調査の結果も、全国比で満足

度が高いという評価だった。ワークライフバランスを保つことができる職場を目指し、働きやすい

環境づくりに取り組んだ努力が結果となって表れてきていると考える。 

認定看護師は２名がそれぞれの教育課程を卒業し、感染管理・救急看護・がん化学療法・皮膚排

泄ケアに加え、平成27年度は新たな分野の認定看護師誕生を期待している。院内認定のSFNP（専門

分野の看護実践者）も退院支援分野で４名誕生し、計15名となった。研修を受け専門的な知識を有

し、組織横断的な活動を展開することで、看護の質向上に貢献できたと思う。 

（文責 今井 碧） 

１  各部署の年間目標に対する評価 
⑴  看護部 

視点 部門目標 具体的計画 目標値 評価 

財務 病院中期経営計画の

平成26年度目標を達成

させる。 

①  入院患者さんをス

ムーズに受け入れら

れるようベッドコン

トロールを行う。 

②  地域医療連携室と

協力し、すべての病

床をうまく稼働させ

る。 

病床利用率、一般病

棟88％療養病棟95％以

上とする。 

外来患者数393/日を

目指す。病棟編成があ

った場合は、再度目標

値を設定する。 

７月開設の地域包括

ケア病棟稼働目標値：

95％ 

一般急性期76％ 

東２：85.6％  東３：65.9％ 

新３(地域包括ケア)：75.3％ 

療養病棟90.7％ 

西３：82.9％  本４：98.5％ 

外来患者数：344人/日 

数値的な結果は目標値の80％から95％だっ

た。病棟間では診療科を越えて患者受け入れ

の協力をした。地域包括ケア病棟の開始によ

って連携室を通じて近隣施設からの患者をス

ムーズに受け入れる体制を整え看護も協力し

た。 

 ヒト・モノ・カネ・

知恵を意識して活用し

経済効果を出す。 

①  部署間の応援体制

を維持、促進する。 

 

 

②  用度システムを機

能させ、在庫管理及

び診材請求漏れをな

くす。 

①  人材の有効活用で

診療報酬加算が算定

できるものを可能と

する。 

②  死蔵品及び診療報

酬請求漏れを０とす

る。 

①  夜間看護配置加算は病棟再編後の７、８

月を落としたが、その後は維持できている。 

 

 

②  用度システムの変更があり、従来の請求

カードから一部シール運用を導入したが、

シール紛失が45件あるなど運用に関して十

分な管理ができなかった。 

死蔵品に関しては、年２回実施する棚お

ろしに合わせて期限切れが近いもの、使用

しない診療材料を引き上げ、活用の検討を

するなど用度課の協力を得、棚卸前後で

408,555円削減することができた。 

 診療報酬改定に伴う

病棟編成 (地域包括ケ

ア病棟)に協力する。 

看護師確保に努力し

病棟をオープンできる

体制を整える。 

地域包括ケア病棟を

稼働させることができ

る。 

H26年６月から準備期間とし、７月から地域

包括ケア病棟を稼働した。毎週月曜日ベッド

調整会議を実施し、DPC期間を踏まえて地域

包括ケア病棟への移動調整・地域連携パス患

者の受け入れも含め他施設からの転院、療養

病棟への受け入れ等、待機患者についても随

時病棟間の調整を行った。 

結果、一般病棟の７：１は継続でき、更に

DPCを考慮した地域包括ケア病棟への患者移

動により、H26年９月から12月までにおいて月           
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    平均450万円の増収となった。地域包括ケア在

宅復帰率については平均87％が維持できた。 

顧客 患者さん及び家族を

尊重し、自らの看護実

践について理解と同意

を得るために十分な説

明を行い、結果に責任

を持つことを通して信

頼関係を築く。 

ウォーキングカンフ

ァレンスを充実し、患

者さんに十分な説明と

同意を得て、看護を実

践する。 

看護ケアに対する苦

情を0とする。 

投書内容で看護ケアに対する苦情はなかっ

た。医師や環境その他に対しての投書が15件

あった。 

・予約しているのに待ち時間が長い。(９月) 

病棟の反省からは13件の苦情があった。内

容としては、医師の説明不足２件、医師の言

葉遣いが悪い１件、診療への不満１件、環境・

設備への不満３件、看護ケアへの不満１件、

看護師の接遇が悪い３件、誠意がない１件、

看護師の処置中の言動１件等が挙げられた。 

外来では３件の苦情があり、いずれも採血

室や診療時の待ち時間の長さに対する苦情で

あった。その都度カンファレンスを行い対策

を講じ対応していった。しかし、そのような

中でも入院患者から接遇に対して感謝の手紙

が届くなど評価を得た病棟もあった。 

内部 

プロセス 

他職種と連携・協働

し、患者及び家族に安

心・安全なケアを提供

する。 

①  他職種（病棟配置

の薬剤師・栄養士）

の専門性を活用して

患者家族に必要な指

導をする。 

 

 

 

 

②   SFNP退院支援ナ

ースが中心となり、

入院時から退院後

(施設への転院も含

めて )を見据えた看

護が展開できる。 

①  薬剤師・栄養士の

介入事例を入院患者

の30％は実施する 

 

 

 

 

 

 

②  介護支援連携指導

料算定 

在宅へ退院 (短期

検査入院は除く)す

る患者の12％ 

 

③  患者満足度調査で

「退院支援に満足・

やや満足」との回答

が70％ 

①  薬剤師の病棟での指導件数：1,817件(H26

年４月～12月分、地域包括ケア等指導件数

260件含む) 

栄養士の病棟での指導件数：314件 

H25年度と比較すると薬剤師指導件数

266件減、栄養士指導件数28件減となった。 

薬剤部の減となった理由としては、薬剤

師の退職が重なり病棟配置が困難となった

ことが大きかった。 

②  介護支援連携指導料については、131件(Ｈ

26年５月～Ｈ27年１月)算定できた。これは

在宅へ退院した患者の13.8％に当たる。介護

支援連携指導料の算定に繋げられるよう地

域医療支援室が啓蒙し、各病棟も意識して

行動できたためと考える。 

③  患者満足度調査では「退院手続きのわか

りやすさ」についての質問項目になってい

るため「退院支援」についての内容満足度

の数値的な評価はできない。 

しかし、今年度よりSFNP委員会の発足に

より退院支援ナースの活躍が期待され、地

域連携室看護師・MSWと共に病棟において

退院調整カンファレンスを実施し、患者・

家族の意向を中心に働きかけていくことが

でき、安心して退院を迎えるよう看護の関

わりを継続していくことができた。 

 患者満足度の向上を

図る。 

①  患者満足度調査に

協力する。 

 

 

 

②  病院を利用するす

べての人に対し接遇

を良くする。各部署

師長・主任を通して

接遇研修への参加を

促す。 

①  患者満足度調査の

結果から接遇に関す

るマイナスな意見が

H25年度より減少す

る。 

②  接遇研修参加率：

60％以上 

①  患者満足度調査に協力できた。 

 

 

 

 

②  接遇に関する評価では、H25年度と比較し

て「満足」の項目で外来△0.5％、各部署で

は△3.4％のマイナス評価となった。患者の

自由記載からは言葉の遣い方の悪さに対す

る苦情１件、対応がいい加減、元気明るさ

がない、声が大きいなど接遇に関する苦情

が３件あった。 

 看護力アップのた

め、職員の働く環境を

改善し、離職者を減ら

す。 

①  職務満足度調査を

行う（5.6月）。調査

結果を分析し課題を

明確にして解決に向

けて取り組む。 

②  時間外労働の削減

に向けて、業務改善と

管理体制化の指導を行

う。 

①   離職率を昨年度

(7.3％ )より低くす

る。 

 

 

②  時間外労働を昨年

度 (763 時 間 ) よ り

10％減少させる。 

①  外部業者に委託し10月に実施した。全体

の結果を公表し病棟評価については師長と

面談しフィードバックした。 

離職率7.2％ 

 

②  時間外労働はH26年４月からH27年１月

までの総合計は9,385時間であり、平成25年

度と比較して1,750時間増となり、目標値を

大幅に上回ってしまった。 

病棟再編による影響が大きかったと考え

る。 

 快適な臨地実習及び臨

床研修環境を提供す 

任務を与えられた人

だけでなく、スタッフ 

①  実習生の80％以上

から当院が実習病院 

①  臨床指導者会最終評価より 

アンケートの結果から全質問において 
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 る。(看護学生、医師、

救急救命士) 

全員が実習生及び研修

生に気配りをし、学び

やすい環境をつくる。 

対象：看護学生、医

師、救急救命士 

医師用オリエンテー

ション用紙「指示の出

し方」について、解り

やすく改善する。 

で良かったと評価

をもらうことがで

きる。 

 

 

 

 

②  研修環境に関する

苦情を0とする。 

「とてもよかった」「よかった」を合わせ

て86.2～98.1％の評価を得た。指導者やス

タッフ、他部門のスタッフについても優し

く対応してくれ、部署の雰囲気が良く聞き

やすかったなど高評価を得た。各々の部署

で実習生が学びやすい環境づくりが提供で

きている。 

②   研修環境に関する苦情は聞かれなかっ

た。 

学習・成長 ラダー各領域での看

護活動ができる看護師

を支援し、看護の質を

向上させる。 

①  クリニカルラダー

の教育プログラムに

沿って確実に実施す

る。 

②  固定チームナーシ

ングを機能させチー

ム員全員で新人看護

師の教育・指導に関

わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  既卒採用者 (プレ

シャスナース )がス

ムーズに職場環境に

適応できるよう指導

的な関わりを持つ。 

④  認定看護師の育成 

 

 

⑤   SFNPを目指す人

の発掘とH26年度看

護部目標認定申請ま

でを支援し SFNP認

定者を増やすことが

できる。 

⑥SFNPが活動しやす

い環境の整備 

①  レベル毎の研修参

加率を95％以上とす

る。 

 

②－１  新人研修ガイ

ドライン修正に沿っ

た院内指導の修正を

行い、院内へ浸透さ

せる。 

 

 

②－２  新人看護師が

研修到達目標に到達

することができる 

 

 

 

 

③－１  新人看護師の

離職率を0とする。 

③－２  プレシャスナ

ースの退職率を0と

する。 

④  認定看護師養成研

修への受験者を１名

以上つくる。 

⑤SFNP認定者を３名

とする。(退院支援ナ

ースの養成は今年度

も継続して行う。) 

 

 

⑥   SFNP目標達成度

を４以上とする。 

①  全レベルの平均出席率は96.7％ 

 

 

 

②－１  病棟に「新人看護職員研修ファイル」

及びチェックリスト運用基準についての説

明を行い、円滑な運用ができた。しかし、

困難な問題は委員会で情報共有し、解決策

を検討して病棟へ返したが、現場での解決

には結びつかない状況もあり困難さを感じ

た。 

②－２  看護技術を実践した日には、新人と

実地指導者が集合し振り返りを行うことが

浸透し、有意義な評価を実施することがで

きた。また、３ヵ月毎の振り返り研修でも

教育担当者とマンツーマンの評価ができ、

進捗度を明確にすることができ、新人看護

師の到達目標到達率は平均72.5％であった。 

③－１  新人看護師の離職率は16.6％ 

 

③－２  プレシャスナースの退職率 8.3％ 

 

 

④  平成26年度は脳卒中リハビリテーション

看護・認知症看護認定看護師養成研修へ１

名ずつ進学し、全教育課程を修了した。 

⑤  H26年度も引き続き退院支援ナース養成

にむけて研修を組み入れた。実践発表を終

了し４名認定。 

 

 

 

⑥   H25年度認定を受けた７名の退院支援

SFNPは「退院調整委員会」を立ち上げ１回/

２W実施。各病棟の退院支援ナースと地域医

療支援室長を交えて病棟の退院支援カンフ

ァレンスを導入し、システムの修正等検討

していくことができた。部署の退院調整カ

ンファレンスにはSFNPとMSWが同席し患

者の退院支援に向けての情報交換を積極的

に行った。 

エンゼルケアSFNPは各病棟のスタッフ

を人選し動機づけを行い、スタッフを介し

て物品の配布、病棟の統一を図ることがで

きた。しかし、マニュアルが完成したが確

認までは達成できなかった。 

 固定チームナーシン

グ・目標管理・クリニ

カルラダーをうまく機

能させ、看護師一人ひ

とりがやりがい感を持

つことができる。 

固定チームナーシン

グ目標達成のために活

動し、やりがい感(達成

感 )を味わうことがで

きる。 

固定チームナーシン

グ実践報告会 

①  固定チームナーシ

ング活動報告会を年

度末に行う。 

②  看護のやりがい感

があるという看護師

が70％とする。 

①  固定チームナーシング活動報告会H27年

２月28日実施 

 

②  「看護のやりがい感」に関するアンケー

ト調査は、一年間の活動を終了した時期に

実施とした。結果、「やりがいを感じてい

る」と回答した看護師は66％でありH25年度

と比較すると3.9％下回った。 

今年度は病棟再編があり、例年よりチー

ム活動が遅れ十分な活動期間が持てない部

署があった。それに伴う看護師の異動もあ

り、チーム作りに時間を要したことも一因

となったと考える。 
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⑵  外来 

目標１．他職種との連携を図り、外来での継続看護を実践する。 

経過・結果：Ｂチームでは、患者の問題点にどのように対応したらよいのかを話し合い、その

中で化学療法導入時やターミナル期の患者への難しさを改めて感じた。外科外来では化学療

法患者について、整形外科外来ではフォルテオ導入患者について事例検討をすることができ

た。他職種に依頼して継続看護についての勉強会を計画していたが、日々の業務が中心とな

り実施できなかった。内科外来では、予約・予約外患者が共に増加していること、１日の電

話対応数が多いことにより、チーム全体で受け持ち患者の検討する時間を定期的に設けるこ

とが困難であった。そのため、受け持ち患者の情報をチームノートに記載することにより、

情報共有をしていった。今後は、限られた時間の中で患者や家族と積極的にコミュニケーシ

ョンを取ること、入院中から退院後の外来通院に向けての病棟看護師との情報交換、また訪

問看護師との連携を図りながら、より良い継続看護を行っていきたい。 

評価：３ 

 

目標２．患者への説明および対応に責任を持ち、安心・安全な看護を提供する。 

経過・結果：Aチームでは、内科外来で昨年度作成した問診票を見直し、飲酒歴や喫煙歴、身

長・体重、渡航歴、妊娠の有無を追加し内容を修正した。トリアージに関して、新しく外来

に配属されたスタッフからトリアージの方法がわからない、緊急度に合わせた判断が難しく

不安だという声が聞かれたため、内科外来受診患者の実際に起きた２事例(大動脈解離を併発

した患者）について事例検討を行い、トリアージについての振り返りや情報の共有を行った。

内視鏡室では、胃内視鏡の方法として経口と経鼻の２つについて説明した掲示物を作成した。

患者に掲示物について聞き取り調査を行ったが、受診者の87％から「わかりやすい」と好評

を得た。しかし、「検査の所要時間の記入」や「字を大きく」などの意見があったため、内容

の検討・修正を行い再掲示した。この掲示物は医師からも高評価であった。一方で「掲示物

を見なかった」との意見もあり、次年度は掲示場所の検討と個人用のパンフレット作成も必

要かと考える。 

評価：４ 

 

目標３．各自、知識・技術・接遇のスキルアップに努め、外来看護の質を向上させる。 

経過・結果：内科外来では、担当者を決め専門外来・診察介助・検査説明等の看護手順30種類

を作成し、見直し修正を行った。変更事項に関しては申し送りノートやカンファレンスを行

うことで共有することができた。胃内視鏡（経鼻）の応援マニュアルを作成することができ

たが、実際に他部署から応援に入る機会がなく活用できなかったため次年度に活用していき

たい。その他、気管支鏡検査のマニュアルも作成し、現在使用中のマニュアルについては、

その都度修正することができた。そして、マニュアルを活用し、新人看護師がひとりで各検

査の準備ができるようになった。また、内視鏡室勤務一年目看護師の教育にスタッフ全員で

関わることで、スタッフそれぞれが自己の振り返りを行い、知識・技術を見直し再確認する

ことができた。 

今年度は３件の投書があり、いずれも採血室や診療時の待ち時間に関するものであった。

その都度、関係部署で話し合い解決策を検討していった。 

評価：４ 

（文責：小林 千也子） 
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⑶  救急外来 

目標１．安心・安全なケア提供のため、知識と実践力の向上に努める。 

経過・結果：救急外来を担当する看護師は、外来勤務３年目位が中心的なメンバーである。救

急外来の対応は、緊急度・重症度の判断、迅速な対応、多職種との連携、電話対応などもあ

り、観察力・判断力・コミュニケーション力・医師他職種との調整力など、様々な力量が必

要である。しかし、救急外来の患者数の減少に伴い、経験する症例も少ない中、たまに稀な

症例や重症患者などを１人で対応しなければならない現状があるため、不安が大きい中での

勤務となる。そこで、目標を掲げ、救急外来の教育を年間計画とした。今年度は、救急外来

２年目の看護師２名、１年目看護師４名を中心に必要と思われる、CPAの対応・循環器疾患

の対応・外傷看護などの勉強会を、１・２年目は必須とし、できるだけ多くの外来スタッフ

が参加できるよう各２回にわたり開催した。また、熱中症の季節に合わせて新聞を発行し、

発熱とうつ熱の違いについての記事を掲載した。 

勉強会等の評価として、対象者17名のアンケート調査結果より、CPA92％、循環器疾患91％、

外傷看護35％、熱中症93％が実践で役立つと回答された。外傷看護の35％に関しては、アン

ケート調査時期までの期間が長期であること、実際に高エネルギー事故の対応をすることが

ないことから、低値になったのではないかと考える。勤務している中で不安に思うことは何

かとい質問に対し、CPAの対応・循環器疾患患者の対応・情報収集と判断・不慣れな処置（整

形外科・トロッカー）等が不安であることがわかった。CPAや循環器疾患の対応については、

勉強会を実施しても不安は軽減しないことがわかる。緊急度･重症度が高く、命にかかわる

状態での対応は、誰しもが不安を抱くことであると考える。企画してほしい勉強会では、循

環器疾患心電図の読み方・救急車対応における実践・整形やトロッカーなどの処置等のニー

ズがあることがわかった。今後も１人夜勤における不安を少しでも軽減できるよう、アンケ

ートのニーズも参考にして、知識と実践力の向上に努めていきたいと考える。しかし、Off The 

Job Trainingだけでは限界があるため、On The Job Trainingができる体制を模索することが、

今後の課題であると考える。 

評価：4 

（文責 河村 香苗） 
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⑷  東２病棟（内科系、60床、急性期（DPC）病棟） 

目標１．個々の患者に責任をもった看護を実施する。 

経過・結果：看護部の目標である『結果に責任を持ち、信頼関係を築く』より、受け持ち看護

師の看護に視点をあてチームで活動を実施した。 

Ａチームでは受け持ち患者の情報交換、ケアの統一がされにくい、入院中の方向性が不明

確であるという課題から、情報共有の場所として受け持ち看護師中心のカンファレンスの定

着を図る活動を行った。情報共有用紙を検討しながらカンファレンスを実施、少しずつ定着

しつつあるが日々リーダーに委ねられている傾向にあり、カンファレンスへの受け持ち意識

の改革の必要性を感じる。看護計画へ反映されていないため継続的な活動が必要である。 

Ｂチームでは個別性をふまえた在宅酸素導入の指導を実施、パンフレットの活用、個々の

受け持ちが個々の患者に合わせたパンフレットの作成を行い、指導を実施した。スタッフア

ンケートの結果、55％はまだ指導に不安を抱えているという結果であったが、少しずつ受け

持ち看護師が個別性をもち指導に生かすことができている。 

Ｃチームはターミナルにおける患者・家族へ視点を向け活動を実施した。30例中27例の受

け持ち看護師を中心にデスカンファレンスを実施し、看護の振り返りをし、患者の状態を考

えた看護・ケアの見直しを行った。カンファレンスを通しお互いの意識の共有を図りチーム

への統一につながったと思われる。また病棟体制の変更のため統一された看護の実施に向け、

検査マニュアルの見直しを実施し、新しいスタッフを含めた処置の統一を図ることができた。 

各チームそれぞれの活動を実施できたと思われる。しかし、病棟編成後忙しさのなか業務

に流され看護が継続されていないと感じる部分もあった。カンファレンスの定着も図られ、

個別性のある看護が展開できているが、計画へ反映されていない現状もあり、受け持ち意識

の向上につがったかは判断しにくい。その為活動の継続が必要である。また、患者に寄り添

った看護を心がけ、信頼関係を築けるよう活動を行ってきたが、患者・家族よりケアに対す

る看護師の姿勢について３例ほど指摘があった。タイムリーにカンファレンスを開き、共有

を行ったが、まだまだ不十分な部分もある。今後も患者との信頼関係を築くことができるよ

うな関わりをこころがけ日々の看護を行っていきたい。  

評価：4 

 

目標２．アセスメントシートを活用した関わりをもつことができ、カンファレンスを定着する。 

経過・結果：７月から地域医療支援室を含めた退院支援カンファレンスを実施し、時間や場所

の調整を行った。病棟の状況で、入退院が激しく患者情報を収集することが困難な時もあり、

スムーズな退院支援カンファレンスが実施できない時もあった。現在火・木曜日週２回実施

し、チーム毎患者情報の共有を行いながら事前に話し合いを行い、退院支援カンファレンス

に望んでいる。SFNPのアンケートからもスタッフは必要性を理解しているが、カンファレン

スに必要な情報収集ができているかについては38％ができていないと答えている。カンファ

レンス内容が２号用紙に反映されているかについては、44％が継続されていないという現状

であった。活動を進めていく中でカンファレンスは定着し、その日に合わせた情報の共有も

図られつつある。しかし日々リーダーに委ねられている部分もあり、受け持ちの関わりが不

足していると感じる。退院支援様式２への活用を含め継続し実施していかなければならない。

まだまだ情報共有の不足も感じるため、現在病棟としての用紙の検討を実施している。今後

もカンファレンスを通したアセスメントシートの活用を充実させ、看護に活かしていけるよ

う、継続して取り組んでいきたい。 

評価：4 

 （文責：高井 裕美） 
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⑸  東３病棟（外科系、46床、急性期（DPC）病棟） 

目標１．年間を通じて一般病床88％（40床）を維持出来る。 

経過・結果：６月より60床から46床へ病床数が減少し、６月から11月までの６ヵ月間の病床稼

働率は64.8％であった。地域包括ケア病棟への転出は65名（外科25名、脳外科13名、整形外

科27名）、療養病棟への転出は７名（外科６名、脳外科１名）であった。急性期病棟の特徴で

ある限られた入院期間をスタッフひとりひとりが意識し、患者家族と関わった結果がスムー

ズな転出へ繋がったと思う。 

今年度は目標値の稼働率88％達成は難しかったが、次年度も引き続き、入院の受け入れ、

他院からの受け入れに協力していきたい。 

評価：４ 

 

目標２．看護実践において、患者・家族へは節度を持った態度で接し、看護に責任を持つ。 

経過・結果：チーム活動のなかで３回にわたり接遇・マナー勉強会を実施し、日々の患者・家

族に対する接遇の振り返りと意識づけを行った。勉強会では、当日から実践できる接遇・マ

ナー方法を学習し、アンケート結果から100％のスタッフが接遇に対する意識の向上と自己の

振り返りができた。今年度、接遇についての投書はなく、患者家族より退院時に「手厚い看

護をしていただきありがとうございました」「優しくしていただけて助かりました」「笑顔が

素敵ですね」などの言葉や手紙をいただいた。 

次年度は接遇に対するケーススタディを行い、更なる接遇の向上を目指していきたい。 

評価：５ 

 

目標３．多職種と連携し、受け持ち看護師が中心となって個々の患者に適した支援を行う。 

経過・結果：各チームで円滑な退院支援ができることを目標に、カンファレンスを充実させる

取り組みを行った。前期、中間アンケートの結果から、ワークシートと退院支援ファイルの

重複している項目を削除し、新しくケア会議の項目を追加した。カンファレンスについては

メンバー全員が意識づけできるよう勤務表に担当者の印をつけた。その結果、担当者が積極

的にカンファレンスを意識し、声かけができるようになり、月３回のカンファレンスが、週

３回行われるようになった。アンケート結果からも「カンファレンスに積極的に参加できて

いますか」に対し「はい」が80％「個々の受け持ち患者に対して退院支援を意識して積極的

に関われる」に対し「はい」が90％を占めていた。カンファレンスの充実により、受け持ち

患者の退院支援をチーム全体で共有することができた。また今年度から地域医療支援室、

MSWと多職種で週１回退院支援カンファレンスを行い、情報共有を行うことができた。今年

度はチーム活動で退院支援に取り組み、両チームともにカンファレンスの充実ができた。受

け持ち患者をチーム全体で共有することで方向性が統一され、より一層、退院支援を充実す

ることができたと考える。 

当院は高齢者地域であり核家族化や高齢者の独居等、患者はさまざまな問題を抱えている

ことが多い。他院からの受け入れ患者も増加傾向にあり、多職種と連携した退院支援の充実

は今後も継続していく必要がある。受け持ち看護師が中心となり、患者家族そしてスタッフ

が満足した看護、退院支援ができるよう今後もチーム活動を充実していくことが必要である。 

評価：４ 

 

目標４．ラダー教育の各領域でのスタッフ一人ひとりの看護活動を支援する。 

経過・結果：院内ラダー教育研修は参加することができたが、開始時間に５分ほど遅れること

があり、研修担当者から病棟に連絡がくることがあった。研修については朝の申し送りの際

に参加者が研修時間について発表し、日勤者全員が周知し開始時間に出席できるよう声かけ

を行っているが、実際の業務に追われてしまう現状があった。 

院外研修においては、個々で興味のある研修に参加することができた。 

評価：４ 

（文責：松永 光代）  
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⑹  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護の協力の下、年間を通じて病床利用率95％以上を維持できる。 

経過・結果：今年度から始まったベッド調整会議での情報交換、DPC期間・在院日数も考慮し、

各病棟の師長と連携を図りながら転入を受け入れた。スタッフは、スムーズに患者の受け入

れが出来た。しかし、待機病棟での入院基本料や、院内発生患者の転入を優先した結果、年

間を通じて病床利用率は83.7％で、目標値には至らなかった。 

しかし、昨年からの課題であった転入前訪問を計画・実施出来た。次年度も継続予定であ

る。 

評価：１ 

 

目標２．患者・家族の想いを尊重しながら信頼関係を築き、安心・安全な看護・介護を提供する。 

経過・結果：急変時と看取り確認時の対応について、家族からクレームが発生した。状況確認

後、対策を講じ、その後クレームはない。ウォーキングカンファレンスは、看護配置の問題

で毎日は実施出来なかったが、意識して週２～３日実施することができた。バディ活動によ

り、受け持ち患者を意識してケアを行う他、少しでも療養生活に変化をもたらすよう、バー

スディカード作成や、カレンダーの作成を行った。普段反応が薄い患者が、涙を流すなどの

反応が見られ、家族からもカードは好評であった。次年度も患者・家族に寄り添ったケアが

出来るようにしていきたい。 

評価：３ 

 

目標３．他職種・NST看護師と連携し、個々の患者に適した支援を実践する。 

経過・結果：各チームが他職種に勉強会を依頼し、年間を通じてＡチーム３回、Ｂチーム７回

の勉強会を計画・実施できた。当日は希望者が全員参加できるよう、時間調整・場所等に配

慮できた。勉強会は、コストについて、おむつの当て方など、すぐに実践と結びつくもので

あり、勉強会で得た知識や技術を、不参加のスタッフにも伝達し、現場で実践出来た。 

評価：５ 

 

目標４．ラダー教育において、各レベルの到達目標が達成できるよう支援し、各スタッフの看護

の質向上を目指す。 

経過・結果：院内のラダー教育において、対象のスタッフに対しては、勤務調整をして参加で

きるように配慮した。しかし、研修担当の各主任は、当日職場内での勤務調整がつかず、担

当できない研修もあった。院外研修においては、ほぼ全スタッフが参加できるように、研修

募集要項に沿って人選し、参加出来た。退院支援ナースについては１名の対象者がおり、１

年間の研修スケジュールはこなし、１月23日に事例発表会を行った。 

評価：５ 

 

目標５．病院経営を意識した物品管理ができる。 

経過・結果：物品アクションカードがシールに変更となり、シールの紛失が４件あった。物品

収納場所に物品名に定数を付け加え、注意喚起の張り出しをした。棚卸時には再度定数確認

と、払い出しが少ない物品に関しては定数を減らすようにした。死蔵品・日切れガーゼ等に

関しては、「０」であった。 

評価：４ 

（文責：麻布 香苗） 
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⑺  本４病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護が協力し他病棟からの転入をスムーズに受け入れ、平均病床利用率95％とす

る。 

経過・結果：今年度も、ベッドが空き次第、他病棟より患者を受け入れ、看護師・介護職が協

力し受け病床利用率98％を維持することができた。 

ベッドコントロール調整会議や地域医療支援室と連携を取り、チームで協力し、いつでも

受け入れが出来るように患者の情報があれば早期に対応し調整を行った。 

評価：４ 

 

目標２．看護介護がバディを組み患者家族が安心して療養生活が送れるよう責任を持ってケアを

実践し信頼関係を築いていく。 

経過・結果：看護部倫理委員会の委員が中心となり事例を通しての勉強会で、スタッフ間のコ

ミュニケーション・患者家族との信頼関係を築く事の大切さを再確認できた。入院患者様の

家族とのコミュニケーションの手段として「すみれノート」を考案し、患者の元気な頃の情

報や、家族も現在の患者状況を知ることができる情報交換の場となった。病棟でのカンファ

レンスにおいても看護師・介護職が参加して情報共有に活用できケアの充実につながった。 

評価：５ 

 

目標３．固定チームナーシングを機能させ他職種と連携・協同し個々の患者に合ったケアの提供

とチーム員の能力向上を図る。 

経過・結果：今年度は朝のウォーキンカンファレンスが療養病棟で機能していない事に着目し、

チームに投げかけた。 

Ａチームはチーム目標に挙げていたが、20対１の看護配置の中で実施できる日が少なかっ

た。そこで、２人以上いれば、いつでもどこでもでも出来る「ちょっと来てカンファレンス」

をとりいれ、情報を共有し患者ケアの改善につながることができた。 

Ｂチームはチーム会でもウォーキングカンファレンスの必要性について話し合いを持ち、

７月より実施した。また午後の合同カンファレンスは業務に追われてしまい時間が取れず、

定期的に合同カンファレンスを持てない事が多かった。来年度はチーム間でも協力体制を強

化して、必ずその時間にはカンファレンスが行えるように、病棟の体制を整え情報共有し、

日々の看護の振り返りが出来るようにしていきたい。 

評価：３ 

 

目標４．ラダー教育にて各レベルの到達目標が達成できるよう、看護活動とやりがいを支援し看

護の質の向上を目指す。 

経過・結果：ラダー教育においては初回面談においてラダー参加を促した。勤務表にもラダー

研修の希望を取り入れ、ラダー研修を優先した。その結果１名だけ病気で参加できなかった

がそれ以外はスタッフ全員が参加できた。スタッフの院外研修においても認知症・褥創・胃

瘻・ポジショニングなど研修参加し、チーム会での勉強会で知識・技術伝達し、チーム活動

に貢献した。また今年度はリーダーの研修を終えたスタッフがおり、チームで日々リーダー

指導を行い、その結果評価が80％以上あり達成できたと考える。 

評価：５ 

（文責：山島 明美） 
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⑻  新３病棟（37床、地域包括ケア病棟） 

目標１．対象患者の転棟・転院をスムーズに受け入れ、病床利用率95％（35床）を目指す。 

経過・結果：「地域包括ケア病棟」の運営について全体会で説明し役割の認識をした。患者の転

棟や他病院からの転院も地域医療支援室や他病棟の協力のもと行えた。平均病床利用率時は

95％以上を目標としていたが、７月より平均75％だった。しかし、施設基準としての在宅復

帰率は６カ月平均87％（看護必要度のＡ項目も10％以上）保つ状態となっており60日以上超

えの入院もなかったため今後は退院を見越しての受け入れを行う必要があると考える。 

評価：４ 

 

目標２．患者・家族が療養生活及び退院後の生活が安心・安全に送れるよう責任を持ってケアを

実践し信頼関係を築いていく。 

経過・結果：業務調整がつかず勉強会の開催は行えなかった。しかし、倫理委員が委員活動の

一つとして、各チームで病棟での事例をもとにチーム会でディスカッションを行った。接遇

に対するクレームは５件あり、１件は入浴時間に対してのことだったため、病棟で話し合い

入浴時間を個別に合わせて設定することとした。４件は看護師の接遇に対しての内容だった

ため、看護師の態度で患者が傷ついたことをスタッフへ伝達し患者の立場に立って考えてい

くということを再認識してきた。また、看護師個人に対しては、その時の状況や気持ちなど

聞きながらどのような態度で接すればよかったかなど話し合った。看護ケアや患者・家族と

のコミュニケーションを図り信頼関係が回復できるように病棟全体の問題と捉え、接遇に対

しての振り返りをする必要がある。 

評価：３ 

 

目標３．固定チームナーシングを機能させ、受け持ち看護師が中心となり患者・家族に関わる他

職種と連携・協働し個々の患者に合ったケアの提供とチーム員の能力向上を図る。 

経過・結果：７月より「地域包括ケア病棟」となり看護師の異動があった。チーム構成も６月

に再編成したため、目標立案が遅く活動期間が少なかったと思う。リハビリ目的の患者が多

くリハビリテーション科に患者評価（B.Iなど）の方法、退院支援ナースには退院支援・退院

調整の看護師の役割について、MSWからは介護保険の仕組みや申請についての勉強会の開催

ができた。PSG目的の患者も昨年より入院が多くあり、検査科と話し合いながら新しいマニ

ュアルの作成ができた。患者層が変わりトランス援助が多く腰痛を訴えるスタッフがでてき

ており、腰痛予防についての講習もリハビリテーション科に依頼し行ってもらった。１月よ

り病棟薬剤師が不在となったため、薬剤師に任せていた業務を看護師がすることとなり、業

務改善が行われたがまだ慣れず今後も業務改善の必要がある。 

評価：５ 

 

目標４．ラダー教育にて各レベルの到達目標が達成できるように、一人一人の看護活動とやりが

いを支援し看護の質向上を目指す。 

経過・結果：ラダー研修参加率は各レベル100％だった。アンケート結果よりキャリア発達につ

いて「できた」「だいたいできた」が70％「あまりできなかった」が30％ありスタッフ個人が

キャリア発達できなかったと考える理由を面接で把握していきたい。退院支援のSFNPに１

名・マネジメント１名の受講ができた。さらに、NSTへの研修参加に１名決定している。退

院支援の実践報告を１名行えた。また、退院支援のSFNPより転棟後の退院支援計画を病棟ス

タッフが行う方が良いのではとの提案に対し、病棟で話し合い退院支援計画を担当看護師が

責任を持って計画・実践していく方向性ができた。それに伴い様式の変更なども行うことが

できた。 

評価：４ 

（文責：鈴木 智子） 
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⑼  人工透析センター 

目標１．足病変の理解を深め、異常の早期発見につとめ、患者個々に応じ、悪化しないようなケ

アを実施する。 

経過・結果：透析患者は様々な理由から、足病変に罹患する割合が高く、フットケアが重要と

なる。今までは患者からの訴えがあってから対処していたが、異常の早期発見や予防的な対

応の必要性を感じた。フットケアの研修を受けている看護師に勉強会の講師を依頼し、スタ

ッフ全員でフットケアについての理解を深めた。その後フットケアのアセスメントシートを

作成し、協力の得られた36名の足の観察を行った。乾燥している患者が多く、保湿剤塗布の

指導をしたり、陥入爪の患者には皮膚科受診をすすめた。 

評価：作成したアセスメントシートを用いて一通り患者の足の状態をアセスメントすることが

できたが、作成したアセスメント用紙をどのように活用してアセスメントを行っていくのか、

異常が見られた時にどのように対処していくのか等決定していない。今後、定期的にアセス

メントを実施し早期に看護介入できるような方法やセルフケアできるような指導の方法を検

討していきたい。 

 

目標２．患者指導が自信をもって実施できるようにする。 

経過・結果： 患者指導の中でも特に体重管理についての指導は、日々の援助の中で特に難しさ

を感じている。ドライウエイトや合併症等、具体的に説明しているが行動変容にはいたって

いない患者がほとんどである。その要因の一つとして、内容は同じでも、スタッフが違う言

葉を用いて説明していることがある。そのため、ドライウエイトについて患者に説明するた

めの方法を考案したいと考え取り組んだ。ドライウエイトの考え方について勉強会を開催し

たが、患者指導用のツールの作成までには至っていない。 

評価：ドライウエイトについてスタッフ間で共通の理解を得られたことはよかった。今後は、

スタッフで同じ説明ができるようなツールの作成をしていきたい。また、ドライウエイトだ

けでなく、食事や運動についてもセルフケアにむけた患者指導が自信をもって行えるように

してきたい。 

 

目標３．防災訓練を通し災害時に適応する能力を身につける。 

経過・結果：昨年からの検討事項であったスタッフ、患者向けの防災訓練をそれぞれ実施した。

また、自助についてのDVDを定期的に視聴できるようにしたり、NTTの災害用伝言板を体験

してもらうようなインフォメーションを行った。訓練を実施したあと患者から「掛物が重い

ため頭部保護ができない」「止血ベルトが地震の揺れで落ちてしまいそうで心配」「スリッパ

より靴のほうが避難が安全なのではないか」等の意見があがった。そのため、軽い掛物を検

討したり、止血ベルトはベッド柵にかけたり靴での入室ができるように調整した。 

評価：ここ数年取り組んできた災害対策であるが、実際に患者にも災害時の対処方法を訓練と

して体験してもらうことで、患者の意識を高めるとともに今まで気づかなかったことにも気

づくことができた。引き続きスタッフ、患者への指導を定期的に実施していきたい。 

 

目標４．職員一人当たりの収益が昨年を下回らない。 

経過・結果：昨年の状況から１日の患者数が20名になることを目標にした。地域包括ケア病棟

の透析入院患者が多かったこと、第一クリニックの移転に伴う通院困難な患者の申し込みが

あったこと、台風災害時の他院患者の受け入れがあったこと等で１日当たりの透析患者数は

昨年よりも増加となっている。そのため１日当たりの診療単価、１日当たりの透析稼働収益・

稼働率ともに昨年よりも増加がみられた。透析液を変更したり診療材料も必要なものを精選

したりした。また透析だけでなく白血球除去療法なども行った。 

評価：スタッフが１名増員となっているため職員１人当たりの収益として昨年との比較はでき

ないが、患者数が増加したことで収益の改善がみられているのではないかと思う。このよう

な結果が把握できたのは、今まで外来としてまとめて報告されていた稼働収益等を、透析と

して単独で算出してもらうようにしてもらい可視化できたからだ。スタッフも経営への意識
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が高まり、モチベーションアップにもつながっていると感じた。まだまだ改善の余地がある

と感じるので、スタッフ一丸となって取り組んできたい。 

（文責：若林 孝子） 
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⑽  手術室 

Heart（思いやり）・Head（知識）・Hand（技術）を発揮する 

目標１．自らの感性を磨き、自覚を持って患者・家族への説明と同意が行える。 

経過・結果：手術室看護師は、患者の代弁者として、患者の尊厳を守る為に高い倫理観と、豊

かな人間性が求められる。前年度評価より、担当看護師が主体となり議題提議できるよう意

識付ける必要性があると考え、チーム目標として症例カンファレンスの充実があがった。カ

ンファレンススキル向上のため、評価表を活用して現状の確認を行い、カンファレンスに対

する態度や注意点、司会の技術などを学習した。同時に時間設定・実際時間・結果欄・未解

決・再検討欄を新たに加えた用紙の見直しをした。また、カンファレンス議題検討日を設け、

一人一人が自ら議題提議出来る機会を意識付けした。周手術期看護を念頭に置き、看護研究

も含め術中訪問に焦点を当てた。昨年度より廊下と待合室の間につい立を置くなど環境調整

に努めてきたが、術中訪問を始めたことで、訪室回数が増えており、時間経過を見ながら、

今まで以上に待合室で待機している家族を気にする言動がみられるようになった。関わりも

増え、患者・家族から対応や説明に対しての苦情等も発生しなかった。 

用紙の見直しから、決定事項がわかりやすくなり、時間管理や振り返りもしやすくなった。

カンファレンスでは、患者対応での気付きから、患者を受け入れる環境の整備、外来患者の

手術室オリエンテーション用紙の作成に繋がった。チーム内で協働と情報の共有は重要であ

り、術中訪問を行うことは、家族のニーズにこたえるとともに、看護師側にとっての成果も

生み出していたと考える。 

評価：５ 

 

目標２．実践的・臨床的知識を高め、患者のニーズに対応した看護ケアを提供する。 

経過・結果：患者の安全・安楽を図り円滑な手術が行えるように援助することが大原則であり、

「手術看護は、予防看護で何も起こらないことが評価されるので、看護が見えにくい」こと

から、より個別性に沿った看護実践を記録に反映することができるようにした。既存のクリ

ニカルパスと、術前訪問から得た情報から、術中に予測される問題点・実施内容・評価・術

中訪問時の内容をSOAP形式で記載をした。循環・体温・神経障害・精神面に対して各担当者

が学びを皆に伝達し、問題点が起こる可能性と対処法を考え、更に記録後のパスを共有する

ことで、実践のケア評価に活かすことができた。 

手術中の患者は、意識の有無に関わらず同一体位を強いられるため、神経障害を考慮した

ポジショニングができ、コストを意識した行動をとれるよう、WOC認定看護師へ勉強会を依

頼し、褥瘡ハイリスクケア加算について学ぶ。患者体験を通し、適切なピロー選択・支持器

の位置・固定方法の見直しに繋がった。 

個別の研修参加を含め、勉強会を通して、常に変化を予測し、状況に応じた適切な判断力

と看護力を身に付ける意識が高まり、術中に行ったケアにより、何も問題が起こらなく帰室

できたことを記録に残せるようになったと考える。 

上肢固定法は３年目に入り、手技の安定性と神経障害を意識してポジショニングができた

と言う100%の回答を得られた。 

評価：4 

 

手洗い法の変更・実施に向けた関係医師との交渉、検査室・事務・ICTとの関わり、常勤の麻

酔科医退職に伴い非常勤医師達と協働への関わりや、外来・病棟・放射線科・事務などの他部門

との横断的関わりが多い一年であった。 

（文責：伊藤 さゆり） 
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⑾  訪問看護ステーション 

目標１．在宅移行支援に関わり、訪問看護の利用件数を増加させる。 

経過・結果：毎月定期的に介護事業所への挨拶を継続している。今年度は新たに５か所の居宅

介護事業所から新規利用者の依頼があった。今後もケアマネージャーとの良い関係を築き、

対外的な広報活動を継続していく。また、既存の訪問看護のパンフレットとポスターの内容

を修正し、院内８か所にポスターを掲示、パンフレットを配布し、院内における広報活動を

実施した。その結果、平成26年度訪問看護延べ件数（訪問リハビリを除く）は3,326件であり、

昨年度と比較し266件増加した。しかし、１日当たりの利用者件数は13.6件であり、目標の14

件を達成することができなかった。また、在宅移行患者は51人であり、その内26人（50％）

の退院前調整会議に出席した。内訳は当院17人（内３人は複数回）、富士市立中央病院３人、

静岡県立総合病院３人、静岡市立病院１人、静岡富士病院１人、米山病院１人であり、当院

における出席率が増加している。しかし、在宅療養に移行し、間も無く再入院した患者や、

終末期において患者・家族の意向と担当医の方針に食い違いあった例もあり、退院前調整会

議の内容に課題が残ると考える。 

来年度は退院支援看護師との関わりを深め、更に在宅移行支援を強化していきたい。 

評価：評点４ 

 

目標２．家族の生活を尊重しつつ、個々の患者の療養生活に適した看護ケアを実施する。 

経過・結果：午前の訪問終了後、出勤者全員でカンファレンスを実施している。パート雇用の

看護師からも発言や問題提議があり、積極的に意見交換が行われ、患者情報の共有が図られ

ている。また、今年度は理学療法士や多職種との連携を強化する活動を実施した。理学療法

士と合同カンファレンスを行ったことで、理学療法士の視点を生かし、個々の患者の状態に

合わせたケアができたと考える。そして、チーム活動最終評価より、「大体出来た」を得るこ

とができた。勉強会は、計画通り「緩和ケア：モルヒネによる薬物療法」「訪問看護事故対応

策」「認知症看護」「感染対策」について実施できた。その他、精神科訪問看護研修に参加し

たスタッフより「精神科訪問看護」についての勉強会も実施した。スタッフの知識を向上さ

せる取り組みを実施してきたが、家族から１件の苦情を頂いた。 

次年度もスタッフの訪問看護師としての資質を向上させる為の取り組みを実施していく。

また、患者・家族が安心して在宅療養が継続できるよう、引き続き多職種との連携を強化し

ていく。 

評価：評点４ 

（文責：吉野 深雪） 
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⑿  地域医療支援室 

目標１．患者さんが安心して療養するための退院支援ができる。 

経過・結果：上記の目標を達成するために、昨年から引き続きスクリーニング・アセスメント

シートのチェック行っているが、提出に関してはほぼ定着されているが、シートを活用した

退院支援がなかなかできていない現状であり、今年度から地域医療支援室長、MSWと病棟看

護師と共に各病棟で定期的に退院カンファレンスが行なわれたことで、患者様の情報の共有

もでき効果的な退院支援ができていると感じている。各病棟に退院調整看護師が誕生してい

ることも大きな要因になっていると思うが、引き続き連携は必要であり、来年度へ向けて、

支援室の介入は必要不可欠と考える。また、退院調整会議を医事経営課と看護師で行うこと

で、経営の面からもサポートができるようになり、急性期病棟・地域包括ケア病棟・療養病

棟を円滑に使用できるようにはなったと感じている。医療相談カンファレンスへの参加は毎

回できており、事例検討や、様々な問題を共有し問題解決へのカンファレンスが支援室の中

でできている。 

評価：４ 

 

目標２．目標の病床利用率を達成するために支援ができる。 

経過・結果：今年度から、急性期病棟・療養病棟に加え、地域包括ケア病棟が開設され、整形

外科では大腿骨骨折の地域連携パスを富士市立中央病院と結び導入されたことで、転院の依

頼は、ターミナル期の入院加療・療養病棟での療養・リハビリ目的の包括ケア病棟への転院

と多岐にわたり、煩雑した業務に追われ、転院の依頼に対して、速やかに対応できたかは、

疑問に残るところである。対応してくださる医師によっても対応がまちまちであるため申込

み順番での対応は出来ずに依頼先へも満足のいくものであったかは判断できない。今後も引

き続き転院の申し込みに対しては、速やかに対応できるように患者家族との面談なども計画

的に行っていきたいと考える。毎週退院調整会議を行うことで、院内の病床の利用が円滑に

できたと感じたと感じているが、病床利用率の減少した月もあり、来年度の課題としたい。 

評価：３ 

（文責：太田 まゆみ） 
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⒀  健康診断センター 

目標１．要精密検査者の精密検査受診率の向上 

経過・結果：昨年度に引き続き、便潜血陽性で要精密検査となった受診者に対しての活動を行

った。今年度は人間ドック受診者へのアプローチに加え、集団健診受診者へのアプローチも

実施した。健診結果に大腸内視鏡についてのパンフレットを入れるなどして、受診勧奨を行

った。精密検査受診率では、人間ドック48.5％（昨年度45％）、集団健診17.5％（昨年度12.9％）

であり、受診率の向上がみられた。昨年度からの継続した取り組みの成果が出てきている。

今後も継続して精密検査受診率の向上のための活動を行っていきたい。 

評価：４ 

 

目標２．健診受診者への生活習慣病予防の保健指導の充実 

経過・結果：昨年度に引き続き、ドック受診者で、糖代謝の検査において、境界型糖尿病域、

糖尿病域にある方への保健指導を実施した。昨年度から実施した保健指導の記録を基に、今

年度も受診した方には、昨年度の指導の経過を踏まえた指導が行うことができた。日々のカ

ンファレンスでその日に実施した保健指導について報告し、事例検討を行うことで、保健指

導の力量の向上につながったと考えられる。糖代謝の改善事例もみられ、継続して取り組む

ことでの成果も見えてきている。部署全体での勉強会は実施できなかったので、来年度は定

期的に実施していきたい。 

評価：4 

 

目標３．特定保健指導の実施件数の増加と質の担保 

経過・結果：今年度、初回面談を実施した特定保健指導の件数は379件であり、昨年度に比べて

73件減少し、目標件数に達しなかった。これは継続実施している対象者が増加している中で、

保健指導を希望しない方の増加や、部署内のマンパワーの影響が関係していると考えられる。

今年度、評価を実施した335件中データが得られた276件のうち、体重３㎏以上減少または、

腹囲３㎝以上減少したケースは、71件で25.2％であった。目標値には達しなかったが、約８

割のケースでは行動変容がみられていた。特定保健指導制度は、今後も継続して行われる予

定であり、より成果の出る保健指導を目指して、技術の向上に取り組んでいく必要がある。 

評価：３ 

 

目標４．新人保健師教育体制の構築 

経過・結果：今年度より、改めて健診の配属となった新人保健師１名に対して、[特定保健指導

を実施できる]というところを目標に指導を実施した。病態生理についてや保健指導技術につ

いての理解を深められるような指導を行った。８月から特定保健指導の実施を始めて、一年

で25事例の特定保健指導を実施することができた。正式な新人保健師指導プログラムは作成

できなかったが、今後の課題としたい。 

評価：４ 

 

目標５．他職種と連携、協働し、健診の精度管理の向上、快適な健診環境の向上に努める。 

経過・結果：他職種との定期的な話し合いの場で、精度管理に関する問題点、改善点について

提言を行い、話し合いを行った。視力検査・聴力検査のマニュアルを作成し、事務職対象に

研修会を実施するなど、健診の精度管理の向上のための取り組みを行った。健康診断は、法

律の改正や時代の変化、受診者の要望などにより、常に新しい情報を取り入れて、変化して

いかなければならない。今後も他職種と協同し、受診者、社会のニーズに合った健康診断を

提供していけるような組織作りを行っていきたい。 

評価：３ 

（文責：大川 香） 
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２  看護部教育研修 
⑴  院内研修 

①  レベルⅠ－１ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

５月16日 リフレッシュ研修 
新人看護師の交流と親睦を深めると共に、日々の緊張感やストレスの緩和と

今後に向けての意欲を高める。 

５月28日 スマイル面談 
自身の気づかない心の疲れと向き合い、それを癒すためのアドバイスをいた

だき、これからの心の健康維持に役立てる。 

６月３日 

感染管理 

必要な防護用具の選択ができる。 

洗浄・消毒・滅菌の適切な選択ができる。 

動脈血採血の準備と検体の取り扱いがわかる。 

固定チームナーシング 

「メンバーシップ」 

チームメンバーとしての役割が理解できる。 

受け持ち看護師としての役割を自覚し、チーム活動ができる 

６月18日 
フィジカルアセスメント 基本的な観察ポイントがわかり、具体的な方法を学ぶ。 

創傷（褥瘡）処置 創傷及び褥瘡における看護師が実施するケアの方法と根拠がわかる。 

６月27日 蕾研修（振り返り） 

３ヶ月を振り返り、できることできないことを明確にし、明日からの課題を

みつける。 

３ヶ月の歩みを同期と共有し、明日からのがんばりに継げる。 

７月７日 救急看護 

患者の異常の早期発見、意識レベルの把握ができ、応援を呼ぶことができる。 

先輩ナースの指示に従って行動できる。 

演習において救急蘇生の一連の行動がとれる。 

７月11日 事例のまとめ方 

事例のまとめ方を学ぶ。事例検討としてまとめることで、自己の看護を振り

返り、フィードバックすることができることを理解する。 

受け持ち看護師として自己の看護に責任を持つことを学ぶ。 

８月８日 

リスクマネジメント 
患者誤認防止のための具体策を学ぶ。 

転倒転落の危険性がわかり、防止策について学ぶ 

リスクマネジメント「薬剤暴露」 
抗がん剤取り扱い時のリスクと暴露防止策を理解する。 

誤投与防止のための私達の責任を認識することができる。 

リスクマネジメント 

「放射線暴露」 
放射線の基礎知識を学び、被ばくによるリスクとその防護策を理解する。 

９月26日 彩り研修（振り返り） 
チェックリストによる「できること」「できないこと」の確認および６ヶ月

間を振り返り、後期の目標設定をする。 

10月16日 看護倫理 現場での倫理的問題に気づき、その原因を明らかにする方法を学ぶ。 

１月９日 美咲研修（振り返り） 
１年間の看護実践を振り返り、２年目の自分をイメージする 

次年度の課題を明確にする。 

 

②  レベルⅠ－２ 

月  日 研  修  名 ね  ら  い 

５月28日 フィジカルアセスメント 
呼吸音の正しい聴診方法を理解する。 

異常呼吸音を聞き分け、正しい表現で表すことを学ぶ。 

６月11日 

セルフコントロール面談 
ストレスについて理解し、自分流のストレス解消法を考えるとともに、自己

管理の必要性を知る。 

看護倫理 
倫理とは何か、そして倫理がなぜ私達看護師に求められるのかと言うことを

理解する。また、倫理と看護実践の結びつきを理解する。 

７月23日 感染管理 
標準予防策を学ぶ。 

指示の下必要な対策が実施できるよう、感染経路別予防策を理解する。 

７月30日 救急看護 
院内での急変時に主体的な行動がとれるようにACLSを学ぶ。転倒転落など

による外傷への対応(止血方法)を学ぶ。 

８月８日 

リスクマネジメント「薬剤暴露」 

「誤投与防止」 

抗がん剤取り扱い時のリスクと暴露防止策を理解する。 

誤投与防止のための私達の責任を認識することができる。 

リスクマネジメント「放射線暴露」 放射線の基礎知識を学び、被ばくによるリスクとその防護策を理解する。 

９月10日 褥瘡ケア 褥瘡についての知識とケアの方法、予防法を学ぶ。 

９月10日 煌き研修（振り返り） 
新人看護職員到達目標チェックリストによる評価を行い、現時点で自分がで

きることできないことを明確にし、今後行うべきことを計画する。 

10月31日 
固定チームナーシング 

「メンバーシップ」 

固定チームナーシングの意義とチームメンバーとしての役割と業務を理解

する。個々が、チームの一員としての責任を果たすことで、チームの活性化・

チームの看護力に繋がることがわかる受け持ち患者の個別性を考慮した看護

計画が立案できる。 

11月27日 

看護経営学 

病院経済の流れ（物流・物品請求と補充）を知り、コスト意識を身につける。 

また、自己の行動が病院経営の一端を担っていることを理解する。（身の回り

のこと、日常的なことで、コスト削減に繋がることはないか考える。） 

看護必要度と記録 
看護必要度の修正箇所を含めた基礎知識を学習し、看護必要度評価を裏付け

る記録の書き方を学ぶ。 

12月22日 羽ばたき研修（振り返り） 
自身の看護実践を振り返り３年目の自分をイメージする（次年度の課題を明

確にする） 
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③  レベルⅡ 

月  日 研 修 名 ね  ら  い 

６月30日 

看護経営学 
保険診療の流れと診療報酬について理解し、病院経済を考慮した自分の行動

を考える。 

事例研究のまとめ方 
看護研究の前段階として、事例研究について概要を理解する。 

論文形式による事例のまとめ方がわかる。 

７月29日 看護倫理 
なぜ、看護に倫理が求められるのかが理解できる。倫理の視点から、看護実

践を振り返り、今後の自分のあり方を導き出すことができる。 

８月27日 
褥瘡ケア 褥瘡ケアに関する新しい知識を学び、実践に活かすことができる。 

フィジカルアセスメント 症状・徴候から患者の状態を判断することを学ぶ。 

９月29日 救急看護 
院内の急変に対し、主体的に行動ができるようにACLSを学ぶ。 

急変時にチームとしての配慮や家族への配慮ができるような姿勢を学ぶ。 

10月27日 看護必要度と記録 修正箇所を含め、看護必要度を再学習し、患者・看護の見える記録ができる。 

11月26日 感染管理 感染防止をふまえた検体の取り扱い方がわかる。 

12月16日 事例検討（発表） 
看護研究の前段階として、主体的に事例検討に取り組み、論文形式で事例を

まとめ発表する。 

１月13日 巣立ち研修 

ラダー研修での学びと実践での活用などを含めた１年間の自身を振返る。中

でも、本年度初めて体験した日々リーダーについて振り返り、次年度の自身の

あるべき姿をイメージする。 

 

④  レベルⅢ 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

５月30日 看護研究の基礎理論 

有用な看護研究を行うために、研究のプロセスおよび文献クリティークにつ

いて学ぶ。 

研究計画書の書き方を理解する。 

７月９日 
固定チームナーシング 

「日々リーダー」 

固定チームナーシングにおける日々リーダーの役割・業務を理解し、実践で

きる。 

８月５日 

看護経営学 
当院の入院費について知識を得学び、看護の視点から病院経営に参画するこ

と、その中で自分ができることは何かを考える。 

感染管理 
代表的な感染症に関する知識を持ち、感染対策マニュアルに沿って経路別予

防策が実践できる。 

９月９日 看護倫理 
事例検討を通し、患者の人権尊重について理解を深めると共に、自分の看護

を振り返り、今後の実践につなげることができる。 

10月８日 
褥瘡ケア 褥瘡ケアにおける新しい知識を知り、実践に活かす 

救急看護 急変時の患者への対応において、リーダーシップをとることができる。 

１月５日 

９日 
はぐくみ研修 

他部署の同期あるいは同年代の看護師同士、グループワークを行う中で、看

護実践における自らの経験を語り合い、共有し、個々の看護の原点をさぐる。 

自身の看護観を表現する。 

２月14日 看護研究（発表） 
Ⅲ認定を目指し、個人あるいはチームで、看護の質を上げるための課題を見

つけ、看護研究に取り組み、院内発表する。 

 

⑤  レベルⅣ 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

６月６日 

看護経営学 

病院経営についての理解を深め、組織の中で中堅看護師である私達が経営参

画するということはどういうことなのか、どういう役割が求められているのか

理解する。 

記録の監査 

「看護必要度を踏まえて」 

「患者の状態がわかり、看護が見える記録」を目指して、看護必要度評価を

裏付ける記録監査の方法を学ぶ。 

７月15日 後輩育成 

「人を育てる」ことの意義を考える。 

プレシャスナース（中途採用看護師）に対するかかわり方のポイントを理解

する。 

８月12日 
救急看護 

家族・危機理論 

救急および急変時の患者家族の心理状況を理解し、看護介入の方法を学ぶ。

また、後輩のモデルとして看護介入の実践ができる。 

９月25日 
褥瘡ケア 褥瘡に関する知識を深め、ケアの最新情報を学ぶ。 

看護倫理 看護場面での倫理問題を明確化し分析するための方法及び原則を理解する。 

10月６日 感染管理 
（所属部署におけるリンクナースの役割ができる）所属部署において主体的な

実践ができるよう感染に関する正しい知識を学ぶ。 

10月21日 リーダー学 
スタッフとのコミュニケーションを良好にし、チームをまとめ、あらゆる場

面でリーダーシップをとることができる。 

11月28日 
固定チームナーシング 

｢チームリーダー・サブリーダー｣ 

固定チームナーシングにおけるチームリーダー・サブリーダーの役割を理解

する。 

チームのやりたい看護達成のためのリーダーとしての役割を考える。 

12月８日 

15日 
輝きⅠ研修 

自分の歩んできた道のりを振り返ることで自身と向き合い、今後のキャリア

デザインを考える。ここで得られたものを次年度の目標に繋げる。 
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⑥  レベルⅣ認定 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

６月25日 

７月８日 

24日 

看護倫理 

事例を使って倫理的問題検討を行い、倫理的問題を明確化し分析する4分割

法を身につけ、所属部署においても倫理的問題を解決するためのリーダーシッ

プを取ることができる。 

８月29日 

９月22日 

30日 

感染管理 
（所属部署におけるリンクナースの役割ができる）所属部署において主体的に

実践することができるよう、感染に関する正しい知識を学ぶ。 

10月３日 

24日 

11月７日 

後輩育成 

後輩の経営的視点を育てるための関わりを考える 

当院の現状と経営方針を理解し、スタッフ全員が経営参画を意識した行動が

とれるよう、後輩を育成するための示唆を得る。      

12月11日 

25日 

１月６日 

輝きⅡ研修 

自分のやってきた看護を振り返り、後輩に語り継いでいきたい、伝えていき

たい看護を語り合う。 

認め合い・共感・共有・学びを得、明日からの英気を養う。 

 

⑦  リスク 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

７月31日 医療ガスについて 医療ガスについての知識を深め、正しく安全な使用ができる。 

８月８日 

放射線暴露 
抗がん剤取り扱い時のリスクと暴露防止策を学び、現状で危険回避するため

の方策を考える。 

薬剤暴露 

誤投与防止 
放射線の基礎知識を学び、被ばくによるリスクとその防護策を理解する。 

９月４日 転倒転落 患者を転倒転落から守るための介助方法（トランスファー技術）を学ぶ。 

10月29日 人工呼吸器について 
人工呼吸器のメカニズムを学び、モードの設定や蛇腹の組み立てに挑戦する

ことで、リスクマネジメントの視点での知識を深める。 

 

⑧  VM 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

６月３日 

病院指針 

医療看護の動向 

組織心理 

医療、看護の動向を知り、病院機能を理解し視野を広げると共に看護の役

割・期待を理解する。 

組織目的達成のため組織集団の基本的概念を学び、組織の中での自分の立場

を確認し役割を明確にする。 

病院経済 病院経済の仕組みを知り、看護の視点から経営参画への姿勢を考える。 

医療保険制度 

診療報酬のしくみ 
医療保険制度、診療報酬の仕組みと看護の結びつきを理解する。 

７月１日 

組織の分析と評価 
組織の分析および評価をすることの意味と方法を学ぶ。 

現状分析から課題を導き出す方法を学ぶ。 

キャリア開発 キャリア開発の意義を理解し人材育成のために必要な知識と方法を学ぶ。 

コミュニケーション 看護管理実践にけるコミュニケーションの重要性を学ぶ。 

９月２日 

看護体制と看護方式 

固定チームナーシングにおける師長

主任の役割 

看護体制の示す意味と経済との関わりを理解する。 

固定チームナーシングを機能させ、患者中心の看護の実践をするとともに、

スタッフのやりたい看護実現のための師長主任の役割を学ぶ。 

看護管理 

目標管理 

看護管理の原理原則を理解し、管理のあり方、管理者の役割を学ぶ。 

目標管理の意義を理解し、個々のスタッフのやりがい支援や人材育成の方法

としてどう活かしていくかを学ぶ。 

師長の役割 

主任の役割 
師長・主任としての役割を学び、管理的な視点を理解する。 

10月７日 

看護倫理 

看護師として自らの倫理観を研ぎ澄ませ倫理調整能力を養い、日々の看護実

践や医療の中で、倫理問題に気づき声をあげることができる。また、そのよう

なチーム文化を醸成するための管理者の役割を学ぶ。 

感染管理 
医療の現場において看護の質の向上を図るとともに、感染に関するマネジメ

ント能力を養う。 

11月４日 

在宅・退院調整 

地域支援室の役割 

地域医療支援室の役割を理解し、看護の視点から患者・家族が不安なく退院

後の生活を送るための関わりを考える。 

社会福祉制度 

医療、福祉の動向を知り、患者・家族が地域や家庭で自律した生活が送れる

よう問題の解決・調整を図るための他部門との連携を含めた看護の役割を考え

る。 

在宅・退院調整 

訪問看護師の役割 

在宅・退院調整における訪問看護師の役割を理解し、入院医療から在宅医療

への移行支援の関わり方（看護介入）が理解できる。 

12月２日 リスクマネジメント 

医療の現場において看護の質の向上を図るとともに、安全に関するマネジメ

ント能力を養う。 

リスクの分析手法を学び、自部署で主体的に実践することができる。 
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⑨  退院支援 SFNP 

月 日 研 修 名 ね  ら  い 

６月20日 

退院支援の基本的な考え方 

・退院支援が求められる背景 

・退院支援が必要な患者 

・退院支援のプロセス 

診療報酬やDPC等の経営面もふまえた退院支援の必要性を学び、退院支援の

基本を理解する。 

社会資源の基礎知識 

・退院支援に利用できる社会制度(介

護保険制度、障害者自立支援制度、

難病患者等居宅生活支援事業等) 

・退院支援における看護師とMSWの

協働 

退院支援に利用できる社会資源の知識を学び、ケースワーカーと協働し、チ

ームで退院支援に関わることの必要性と、看護師の役割を考える。 

退院支援に関わる他職種の役割と

連携 

介護保険制度とケアマネージャー

との連携 

退院支援のために必要な介護保険制度の知識を学ぶとともに、ケアマネージ

ャーの役割を知り、連携の必要性とその方法を考える。 

７月３日 芙蓉の丘見学実習 老人施設実習を通し、退院調整に必要な知識を学ぶ。 

８月７日 

在宅に向けた排泄ケア 

・排泄ケアの特徴 

・排泄障害のタイプ別症状 

・在宅に向けた排泄ケア 

・オムツや尿とりパットの使い方 

在宅療養における排泄ケアのポイントを学び、患者個々に合った退院支援に

活かす。 

在宅に向けた栄養管理 

・栄養評価方法 

・訪問看護における栄養管理 

・地域連携と院内連携 

在宅に向けた栄養管理の考え方と方法を学び、退院支援に活かす。 

退院支援の実際 
他院の退院支援への取り組みを知り、当院あるいは自部署に不足しているも

のは何か、課題をみつけるとともに自身の役割を考える。 

９月４日 

５日 

10月30日 

31日 

（２日間

ずつ） 

訪問看護の実際(実習) 

・訪問看護の内容 

・継続看護のための情報 

・訪問看護の実際 

訪問看護に同行し、在宅療養者とその家族の姿、生活の場で展開される看護

の実際に触れ、「退院支援」を考える。 

11月６日 

退院支援における意思決定支援 

・療養場所・方法の意思決定支援 

・退院支援で直面する倫理的問題 

退院支援・退院調整における意思決定を支えるための関わり方、また倫理的

問題を考える。 

グループワーク「意思決定支援」 

事例を通して 

①  選択肢のメリット・デメリッ

トの検討 

②  意思決定支援の検討 

事例を通して意思決定支援のあり方を考える。 

グループワーク「退院支援計画立

案」 

午前と同じ事例で 

①  退院支援計画を立案する 

②  退院前カンファレンスの目的 

内容検討 

今まで学んできた全ての知識を活用し、事例で退院支援計画の立案を行い、

今後の実践に役立てる。 

１月23日 事例のまとめ発表 
研修での学びを活用して実践した退院支援の事例をまとめ発表し、他者評価

を受けることで次へのフィードバックとする。 

 

⑩  管理ラダー研修 

研 修 名 ね  ら  い 月 日 レベル 

病院経済 
病院経済の仕組みを知り、看護の視点から経営参

画への姿勢を考える。 

10月31日 Ⅰ・Ⅱ 
社会・看護の動向／組織について／病院の理念・方

針／看護部の理念・方針／看護部としての病院経営 

社会や看護の動向を知り、今組織として、あるい

は看護部として取り組まなければならない経済上の

課題を知り、自部署のマネジメントを考える。 

職場の現状を分析する SWOT分析 
職場の現状を分析する意義とその方法を学び、マ

ネジメントに活かす。 

看護実践における看護管理 

看護実践の中で看護管理者として意識しなければ

ならないこと、必要とされる姿勢を学び、病院経営

への参画を考える。 

11月11日 Ⅰ・Ⅱ 
ナースのための管理指標Main2 

Main２を知り、自身の管理の評価ならびに今後の

看護管理の指標として活用できることを理解する。 

コミュニケーション 
看護管理実践におけるコミュニケーションの重要

性を学ぶ     
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目標管理とラダー教育のつながり 

目標管理とラダー教育のつながりを理解し、スタ

ッフが目標達成に向けた行動をとれるよう働きかけ

ることができる。 

12月19日 Ⅰ 
医療事故防止について 

医療の現場で、看護の質向上を図るための安全に

関するマネジメントを学ぶ 

日々の実践における主任の役割 
先輩主任看護師の体験談を聴き、自身のこれから

を考え、あるべき姿を見出す。 

目標管理と面接技法 

目標管理について理解し、スタッフ個々の目標設

定から達成に結び付けるための効果的な面接技法

（師長としての関わり方・姿勢）を学ぶ。 

12月19日 Ⅱ 
キャリア開発とラダー教育のつながり 

キャリア開発とラダー教育のつながりを理解し、

人材の育成・活用に活かす 

日々の実践における師長の役割 
先輩師長の体験談を聴き、自身のこれからを考え、

あるべき姿を見出す。 

看護倫理 

【レベルⅠ】 

１．倫理的課題に気づき、支援を受けながら倫理的

課題に取り組むことができる。 

２．支援を受けながら、倫理問題を話し合える職場

環境作りができる。 

【レベルⅡ・Ⅲ】 

１．倫理的課題に気づき、解決に向けて主体的に取

り組むことができる。 

２．管理的視点から倫理問題を考えることができる。

（職場風土など環境の醸成を図ることができ

る。） 

１月17日 Ⅰ～Ⅲ 

私の課題 
研修での学びを活かし、次年度の実践課題を挙げ

る。 

１月26日 

１月29日 

Ⅱ 

Ⅰ 

他部門を知ろう 

「他部門を知ろう～主任同士語り合おう～」をテ

ーマに、他部門の主任の役割にある職員の協力を得、

「チーム医療」「連携」をキーワードとしたフリート

ーキングを実施。 

１月29日 Ⅰ 
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⑵  院外研修 

研修会名 開催月日 内 容（目的） 
参加 

人数 

日本看護協会出版会 

「シミュレーション教育における効

果的な指導（プレ・ベーシック）」 

５月17日 

～18日 

教育改革の中注目されているシミュレーション教育の基本を

学び、実際の教育を動画で紹介しイメージ化する。 
2名 

富士市医師会 

富士在宅医療ネットワーク 

「在宅症例検討会」 

５月22日 

今困っている事例のディスカッション 

胃瘻・経鼻胃管・気管切開・尿道カテの管理とトラブルについ

て 

基調講演 

「訪問診療・訪問看護における医療処置の再考」 

1名 

静岡県看護協会 

ファーストレベル教育課程（前期） 

５月22日～ 

７月22日 

（27日間） 

管理に必要な基本的知識・技術・態度の習得 1名 

静岡県看護協会 

トピックス研修 
５月28日 

アメリカで補完代替療法として開発された「ヒーリングタッ

チ」を通してホリスティック看護を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

看護と倫理Ⅰ 
６月11日 看護倫理の必要性と倫理的行動のための基礎知識を理解する。 4名 

静岡県看護協会 

看護研究の第一歩 
６月20日 

看護研究の意義、概要、看護実践の中での研究疑問、看護研究

のテーマの絞り込み 
3名 

静岡県看護協会 

認知症患者の看護Ⅰ 

－知っておきたい知識－ 

６月30日 
認知症についての理解を深め、看護に必要な知識・技術・態度

など具体的援助方法を学ぶ。 
3名 

静岡県看護協会 

教育の担当者研修 

－シミュレーション教育－ 

７月３日 

～４日 

９月30日 

体験学習の一つであるシミュレーション教育について、意義・

教育プログラムの立案・具体的な方法と評価の仕方を学び、一連

の教育方法を理解する。 

1名 

静岡県看護協会 

労働環境に関する研修会 
７月５日 

「働き甲斐のある職場づくり～現場の管理者が創る看護のやり

がい～」 
2名 

日本光電南関東㈱静岡営業所 

看護師のためのモニタ講習会 

７月７日 

～８日 
代表的な不整脈の見方とドクターコールの基準 1名 

日本看護協会 

災害医療と看護(基礎編) 

７月10日 

～11日 

災害看護の基礎編と位置づけ、災害支援に必要な災害医療・看

護の基礎知識及び災害発生時の対応から長期的支援について学

ぶ。 

4名 

静岡県糖尿病看護研究会 ７月12日 糖尿病とこころのケア がん患者のこころのケア 3名 

静岡県看護協会 

医療安全管理署養成研修 

公開講座(聴講) 

７月17日 

８月４日 

医療安全管理者として必要な基礎的知識や医療機器と医薬品

管理を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

看護研究の基礎 

－研究計画書にトライ－ 

７月18日 

25日 

９月３日 

看護実践に活かす看護研究の意義や研究に向かう姿勢を理解

し、研究のプロセスを学ぶ。 
1名 

聖隷クリストファー大学同窓会 

退院支援を体系化しよう 
７月19日 

退院支援・退院調整とは／退院支援・退院調整を理解するため

の3段階プロセス／院内のシステム構築 

患者状態別の移行支援を体系化する／外来患者への在宅療養

支援／地域とのネットワーク構築 

5名 

富士市役所総務部 

プレゼンテーション研修 

７月24日 

～25日 

プレゼンテーションの基本的かつ実践的なスキル、意思疎通能

力と対応能力を身に付ける。 
3名 

静岡県看護協会 

ファシリテーター研修 

８月５日 

～８日 

９月２日 

10月18日 

～19日 

看護専門職に必要な自律性・主体性を育む「支援」と「促進」

を実践するために必要なファシリテーション技法を繰り返し演

習しながら習得する。 

4名 

パーソナリティ研究所 

リスクフォーラム 
８月10日 

医療現場におけるリスクマネジメントの実務とパーソナリテ

ィトレーニング 
1名 

静岡県看護協会 

褥瘡ケアの基礎 
８月19日 

褥瘡の予防方法からケアの実際までを学び、日々の看護ケアに

活かすことができる看護師の育成。 
5名 

静岡県看護協会 

“家で暮らしたい”を支援する－在宅

移行を支援する看護師の育成－ 

８月21日 

～22日 

10月３日 

患者が安心して地域に戻れるように、在宅移行の課題を理解

し、退院時の状況を予測したアセスメント、効果的なチームアプ

ローチの方法を学ぶと共に、実践を通して課題の解決の具体的方

法を考える 

5名 

(内３名

は１日

のみ) 

静岡県看護協会 

災害支援ナース登録者研修 
８月25日 

災害支援ナースとしての心構えを学ぶことにより円滑な災害

派遣に繋げる。 
5名 

静岡県看護協会 

感染管理Ⅱ 

－感染リンクナース研修－ 

８月27日 

～28日 

感染管理の重要性を理解し、感染対策に関わる最新の知識・技

術を学び、感染リンクナースとして活躍できるよう、必要な実践

能力の習得。 

2名 

S-QUE研究会 

日本臨床看護マネージメント学会 

重症度、医療・看護必要度評価者院内

指導者研修 

８月31日 重症度、医療・看護必要度評価のための院内指導者育成 4名 

    

- 111 -



    
富士市立中央病院看護部教育委員会 

訪問看護 
９月３日 訪問看護認定看護師より訪問看護について講義 5名 

静岡県看護協会 

リーダーナース養成研修 

－問題解決技法－ 

９月４日 

～５日 

12月10日 

看護管理に関する基礎知識に基づき、役割における重点課題と

その解決策を導き出すプロセスをKJ法を通し体験的に学ぶ。 
1名 

㈱メディカ出版 

誰も教えてくれなかった！看護研究

抄録の書き方 常識・非常識 

９月６日 看護研究抄録の書き方 1名 

静岡県看護協会 

ナラティブリーダー研修 

－ナラティブ・アプローチを使用し看

護を語る風土を作る 

９月６日 

10月24日 

11月17日 

12月15日 

１月26日 

看護を語り合うことができる元気な職場づくりの応援のため

に、ナラティブ・アプローチを用いて、看護の「語り」の意味を

深め、看護実践をより豊かにする方法を学び、メンバーの語りの

傾聴と支援の仕方を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

リーダーナース育成研修 

９月11日 

～12日 

リーダーの役割理解し、自己の傾向を知りコミュニケーション

能力を高める。管理的視点を意識し看護サービスの質向上や後輩

育成能力の向上を図る。 

2名 

静岡県看護協会 

事例で学ぶフィジカルアセスメント 
９月26日 

健康問題やその要因を明確にし、適切な看護を提供するため

に、ある症状を持つ患者のフィジカルアセスメントをするための

基本技術と判断の過程について事例を通して学習する。 

2名 

静岡県健康福祉部 

静岡がんセンター 

がん専門看護研修会 

10月４日 

「症状緩和のためのナーシングケア～疼痛・呼吸困難・全身倦怠

感があるときにどう対応するか～」 

具体的、実践的な看護を学ぶ。 

3名 

静岡県看護協会 

摂食・嚥下障害患者の看護－応用編－ 

10月６日 

～７日 

摂食・嚥下障害の基本知識・技術を応用し、症例に合わせた摂

食・嚥下の機能評価・リハビリテーション・栄養管理等について

具体的な援助方法を学ぶ 

2名 

日本看護協会 

認知症高齢者の理解と看護 

基礎編 

10月９日 
増加し続ける認知症高齢者に対し、適切に対応するため、認知

症の正しい理解に基づいた看護について学ぶ。 
7名 

静岡県看護協会富士地区支部 

スキルアップ研修 
10月15日 

「共に学ぼう、医療コミュニケ-ション」 

医療現場に活かすコミュニケーションを学ぶ。 

他施設との仲間の語り合いネットワーク作り。 

自己を振り返り、1人1人が明日の元気につながる行動指針を見

出す。 

1名 

(公)全国自治体病院協議会 

看護管理者研修 

10月15日 

～17日 

看護職としての社会人基礎力の育て方 

ナースマネージャーのための看護管理講座 

看護管理者の役割 等 

1名 

富士市立中央病院市民公開講座 10月31日 
「胃腸の仕組みと病気－後進発達臓器“脳”にだまされない健康

管理－」 
2名 

静岡県看護協会 

中堅看護職研修 
11月４日 50歳以上の職員対象「豊かなセカンドライフを送るために」 1名 

静岡県看護協会 

認知症患者の看護Ⅱ 

－具体的な援助方法を学ぼう－ 

11月６日 

認知症の基礎知識を理解した者が、認知症患者の問題解決プロ

セスを学び、認知症についてのより深い理解と具体的な援助の方

法を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

効果的なプレゼンテーション技法 
11月８日 

プレゼンテーションの基礎知識と技術を学び、目的に合ったプ

レゼンテーションの方法を理解する。看護研究を発表するための

スキルを学ぶ。 

2名 

静岡県健康福祉部 

静岡がんセンター 

看護師のための緩和ケア研修会 

11月８日 
「症状マネージメントと看護展開」 

緩和ケアの基礎から家族ケアまで 
4名 

日本看護協会 

がん患者・家族の臨死期のケアと看取

り 

11月13日 
病院や在宅など、様々な場におけるがん患者とその家族の臨死

期のケアと看取りについて 
6名 

東部リスクマネジメント研修会 11月21日 

医療安全における５Ｓ活動の取り組み方法（テルモの工場見学

を含めて） 

チームSTEPPSについて 

1名 

静岡県看護管理者会 

中間管理者研修会 

11月25日 

～27日 

職場において管理・監督の任務を遂行するために、必要な知

識・技術の習得。 

管理の仕方とは 

1名 

愛知県立大学看護実践センター 

看護研究における理論 
12月１日 

看護倫理の世界的権威アン・デービス氏を迎え、看護研究を行

う際に大切な倫理的配慮を学ぶ。 
4名 

静岡県看護 

糖尿病重症化予防のフットケア 

12月３日 

～５日 

糖尿病の治療や看護に関する最新の知識とセルフコントロー

ルに向けた援助、およびフットケアの必要な対象について理解

し、専門的な援助技術の習得 

1名 

静岡県健康福祉部医療健康局 

看護補助者活用推進のための研修会 
12月６日 

急性期医療を担う医療機関における看護師等と看護補助者の

業務分担について 
1名 

(公)静岡県病院協会 

感染対策地域支援委員会 

感染対策支援セミナー 

12月７日 
インフルエンザ対策／結核感染対策／尿路感染対策／処置別

感染対策／機材・器具の処理とハウスキーピング 
2名 
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静岡県看護協会 

新人看護職員指導者研修会 

研修責任者研修 

12月12日 

20日 

21日 

１月15日 

20日 

研修責任者の役割、新人看護職員研修企画・運営・実施・評価

に必要な知識と能力を学ぶ。 
1名 

静岡県看護協会 

新人看護職員指導者研修会 

教育担当者研修 

12月12日 

20日 

21日 

１月22日 

23日 

教育担当者の役割、部署における計画的な新人看護職員研修を

行うために必要な知識と能力、実地指導者および新人看護職員へ

の指導･評価の方法を学ぶ。 

1名 

静岡県看護協会 

新人看護職員指導者研修会 

実地指導者研修 

12月12日 

20日 

21日 

１月16日 

21日 

実地指導者の役割の理解と求められる臨床実践に関する実地

指導・評価等の能力の育成。 
3名 

静岡県看護連盟 

看護教育者・中間管理者セミナー 
12月12日 

国の医療・看護施策の進むべき方向の理解。静岡県の医療の実

態と課題を知り、看護職は何を担うべきか考える。 
3名 

S-QUE研究会 

日本臨床看護マネージメント学会 

重症度、医療・看護必要度評価者院内

指導者研修 

12月14日 重症度、医療・看護必要度評価のための院内指導者育成 3名 

全自病静岡県支部看護部長会 

H26年度第1回看護部長部会研修会 
12月25日 

自分もまわりも元気になるワンランクアップのコミュニケー

ション術 
2名 

静岡県看護協会 

がん看護－在宅支援－ 
１月30日 

がん患者が人生を穏やかに過ごせるように、退院に向けた患

者・家族の支援・調整の方法を理解し退院時の支援の在り方を学

ぶ。 

3名 

静岡県東部地区呼吸不全懇話会 

学術講演会 
２月７日 

COPD高齢者を支える地域連携訪問看護ステーションの役割

／COPD患者の栄養管理と身体活動性 
2名 

全自病静岡県支部看護部長会 

H26年度第2回看護部長部会研修会 
２月９日 「組織の一員として生き生き自分らしく輝くために」 3名 

静岡県看護協会 

小論文・レポートの書き方講座 
２月13日 

自己の主張や組織の課題等について裏付けをもって論理的に

表現するために、レポート作成の基本的知識とword機能を活用し

たレポートの書き方を学ぶ。 

1名 

富士市立中央病院看護部教育委員会 

退院調整 
２月16日 退院調整院内認定看護師より講義 7名 

静岡県看護協会 

災害支援ナース育成研修 

２月18日 

～20日 

看護専門職の災害支援者として、被災地や被災者にとって有効

に機能できる実践的能力を備える災害支援ナースとしての知識

を習得する。 

1名 

静岡県看護協会 

地域連携へのパラダイムシフトをリ

ードする看護管理者のための研修 

２月23日 

地域包括ケアにおける看護職の役割と看護管理者への期待／

地域包括ケアシステムをリードする看護管理者のとりくみ／他

施設との地域連携における課題を明確にする 

2名 

静岡県看護協会 

静岡県看護連盟 

合同研修会 

３月３日 看護職が知っておきたい睡眠のメカニズムについて 5名 

看護人間科学研究所・現認教育支援セ

ンター 

看取りを導き支えるケア 

３月14日 

３月15日 

家族が、患者と共に意味のある過ごし方を持てる支援、気持ち

を通わせつつ心を満たせる時間づくりの支援、旅立ちを見送れる

支援の探求。 

2名 

静岡県看護管理者会 

研修会情報交換会 
３月２日 

「看護マネージメント」 

職場におけるハラスメントと対応 

今看護管理者に求められる交渉力 

2名 
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３  院内看護研究会 
⑴  「定義に沿ったウォーキングカンファレンスの実践と看護」 

～患者参画型の看護の充実を目指して～ 

東３病棟 ○山田 佳奈美 

 

⑵  「療養病棟における看取りケア」 

～看取りパンフレットを使用しての効果検証～ 

西３病棟 ○高木 未名 

  

⑶  「外来化学療法患者の潜在的ニーズと求められる看護師の役割」 

外来 ○遠藤 和代 

 

⑷  「術中訪問の現状把握と検討」 

手術室 ○澤木 薫 

 

⑸  「人間ドックにおける生活習慣予防につながる保健指導の在り方」 

～糖尿病予防のための保健指導を実施した111例の分析を元に～ 

健康診断センター ○大畑 真理 

 

⑹  「療養病棟における患者家族への試み」 

～連絡ノートを用いた家族との関わりを通して～ 

本４病棟 ○望月 隆正 

 

⑺  「退院支援ファイルに対する意識調査と活用状況の把握」 

～看護師へのインタビューから退院支援ファイルの必要性を考える～ 

東２病棟 ○地田 和希 
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４  認定看護師の活動報告 
⑴  感染管理認定看護師 

ICNとして６年目の活動の年であり、また初めての認定更新の年でもあった。昨年同様、実践

の目的は、 

①  感染から患者を守る 

②  医療スタッフの安全を守る 

③  科学的根拠に基づく対応が感染率を低減し経済効果に繋がる 

と考え、基本姿勢をベースとした積極的な取り組みを行いたいと考え活動した。 

また、今年は２年に１回の診療報酬改定の年でもあった。 

診療報酬改定によって、１月にJANISサーベイランス（検査部門）が導入でき、また、医療機関

同士が連携して院内感染予防に努め、感染防止対策に臨んだ。 

昨年度の反省（平成25年度活動報告に記載）を生かしながら、当院の方針（上記）を意識し、

看護部教育委員会に協力でき、来年度の方向性を見出すことができたので、項目別評価にて活動

報告する。 

 

①  感染管理システムの構築とプログラム立案 

ア  院内感染対策委員会（ICC） 

審議・承認をされたのは、 

 清拭泡状の除菌洗浄剤（ジアエンフォーム）の採用 

 ロール式粘着クリーナー（コロコロ）と携帯用ハンドクリーナーの採用 

 マニュアル作成、および改訂 

デングウイルス（2014年10月）エボラ出血熱：暫定的（2014年12月） 

 抗HIV薬の変更によるための、針刺し・切創、皮膚・粘膜曝露時の対応と防止対策（2014

年11月） 

イ  感染対策チーム（ICT） 

 ICTラウンド（患者の病床周囲；東2・東3・西3・本4・新3病棟・透析センターの6部門） 

 健康フェスタ（11月15日）にて、マスクを配布し、インフルエンザワクチンの推進運動

を実施した。 

 全職員の研修会を２回開催 

前期：６月/11日（水）・18日（水） 

小児科部長奥田医師による「最新のワクチン情報」について」 

後期：11月26日・12月３日 

佐藤ICNと薬局主任による「医療機関における感染制御の基本・抗HIV薬の改訂」 

 感染防止対策加算「1・2」に係る地域連携カンファレンス実施。 

１－１（富士市立中央病院・富士宮市立病院）に関しては、感染防止対策地域連携加算

チェック項目表を使用し、11月12日・12月２日の２回開催した。 

１－２（国立病院機構静岡富士病院、新富士病院）に関しては、５月13日（血液・体液

暴露時における感染対策）・８月12日（新富士病院のラウンド）・11月11日（当院のリ

ンクナース委員会の活動報告)・２月10日（当院のラウンド、インフルエンザの発生状

況）の４回開催した。 

ウ  看護部リンクナース委員会 

ICTとの連携を執りながら、「患者の病床周囲の環境整備（方法）をマスターしよう」「患

者の病床周囲の環境整備ができるための、手順を作成しよう」の２項目をテーマに活動した。 

  

②  院内感染サーベイランス 

３部署（東２病棟・東３病棟・新３病棟）のCA-UTI（カテーテル関連尿路感染）サーベイラ

ンスを実施した。 
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③  感染防止技術・感染防止教育 

   ア  看護部研修会講師 
NO 日 付 時 間 依頼部署 研修内容 

1 ４月２日 10:30～12:00 病院：新採用者オリエンテーション 感染予防の正しい知識 

2 ４月８日 
10:00～12:00 看護部；教育委員会：プレシャスナース 

標準予防策、血液曝露感染対策、洗浄・

消毒・滅菌 

3 ５月２日 
10:00～12:00 看護部；教育委員会：プレシャスナース 

標準予防策、血液曝露感染対策、洗浄・

消毒・滅菌 

4 ５月20日 
15:40～16:40 看護部；教育委員会：ラダーⅠの１ 

安全な注射の手技（感染管理の視点か

ら） 

5 ６月３日 

13:00～14:50 
看護部；教育委員会：ラダーⅠの１・プレシャ

スナース 

必要に応じた個人防具の選択 

検査検体を取り扱う際の感染対策 

洗浄・消毒・滅菌の適切な選択 

6 ６月４日 ９:45～11:00 看護部；教育委員会：プレシャスナース 血液暴露感染対策 

7 ７月23日 13:15～14:45 看護部；教育委員会：Ⅰの２ 経路別予防策 

8 ７月25日 15:15～16:00 看護部；高校生１日ナース体験 高校生１日ナース体験 

9 ８月５日 14:25～15:55 看護部；教育委員会：ラダーⅢ 結核患者への対応は大丈夫ですか？ 

10 ８月29日 

９月22日・30日 
15:00～16:30 看護部；教育委員会：Ⅳ認定 結核患者への対応は大丈夫ですか？ 

11 ９月１日 14:40～15:40 看護部；教育委員会：プレシャスナース 針刺し事故について 

12 10月６日 15:00～16:30 看護部；教育委員会：ラダーⅣ 結核患者への対応は大丈夫ですか？ 

13 

 

10月７日 10:00～12:00 

13:00～14:30 
看護部；教育委員会：ラダーⅤ-M 感染対策「対応は大丈夫ですか？」 

14 11月４日 
13:00～16:00 看護部；教育委員会：プレシャスナース 

標準予防策、血液曝露感染対策、洗浄・

消毒・滅菌 

15 11月26日 13:15～14:15 看護部；教育委員会：ラダーⅡ 培養検体の採取方法 

16 1月28日 14:00～15:30 看護部（看護助手） 感染防止対策「手洗い」「標準予防策」 

イ  院外 

静岡県看護協会富士地区支部からの依頼により、小規模多機能型ホーム富士の里(グループ

ホームと小規模多機能型居宅介護事業所)での利用者30名の研修会を実施した。 

 

④  職業感染管理 

ICC・ICT・リンクナース委員会、またはインフルエンザ対策（呼吸器衛生/咳エチケットの

PR）においてインフォメーションを実施した。 

 

⑤  感染管理コンサルテーション 

   ア  院内 

多方面（外来・病棟、手術室、薬局、放射線科、栄養管理室、健診等 ）にわたり実施し

た。 

イ  院外 

９月に社団法人：静岡県病院協会主催の「平成25年度 第１回感染対策セミナー」でICN

による相談コーナーを担当した。 

また、地域連携カンファレンスの活動の一環とし、電話ならびにメール等で多くのコンサ

ルテーションを実施した。 

⑥  自己研鑽 

ア  静岡県中部感染対策ネットワーク：５月16日、６月６日、７月４日、８月１日、９月５日、

10月３日、11月７日、12月５日、２月６日、３月６日 

イ  北里大学感染制御研修会：東京 ８月９日、９月13日、10月11日、12月20日 

ウ  静岡県感染対策セミナー：静岡 10月19日、12月７日 

エ  結核予防技術者地区別講習会（東海北陸ブロック）：静岡 ７月31日、８月１日 

オ  平成26年度結核コホート検討会：静岡 ２月５日 

カ  第30回日本環境感染学会総会：神戸 ２月20日～21日 

（文責  佐藤 八千代） 
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⑵  救急看護認定看護師 

①  臨床現場における救急看護・蘇生技術の向上を目指して、教育活動を行う 

ア  看護部院内ラダー研修講師 

新採用職員オリエンテーション 「救急蘇生」 ４月４日  18名 

Ⅰ－１ フィジカルアセスメント ６月18日 

救急看護 ７月７日 

１－２ フィジカルアセスメント ５月28日 

救急看護 ７月30日 

Ⅱ     フィジカルアセスメント  ８月27日 

救急看護 ９月29日 

Ⅲ    救急看護 10月９日 

Ⅳ    救急看護 「家族・危機理論」  ８月12日 

イ  外来看護師勉強会 

外傷初期看護 ６月５日 

循環器疾患の対応 

ウ  高校生体験ナース 

「救急蘇生をやってみよう」  ７月２日  10名 

エ  院外講師活動 

「フィジカルアセスメント基礎講座」 

株式会社デー・ピー・シー  薬剤師32名 ６月15日 

「災害看護地区研修」静岡県看護協会富士地区支部 11月６日 

「フィジカルアセスメント基礎講座」岡外科胃腸科医院  介護職 10名 ２月18日 

 

②  救急看護に関する自己研鑽 

ア  日本救急看護学会学術集会 演題発表  大阪  10月10日～11日 

「地域２次病院における救急救命士 訪問看護実習の意義について」 

イ  日本救急看護認定看護師会ブラッシュアップセミナー 東京  9/20 

 

③  救急業務委員会・救急部会活動 

ア  救急部会にて救急業務マニュアルの読み上げ、部員による各部署へ啓蒙活動 

イ  院内急変対応について・ショックについて勉強会開催 

ウ  救急カート院内ラウンド 

エ  院内BLS研修会企画開催 

 

④  防災部会活動 

ア  10月本部立ち上げ訓練企画 

被害状況報告書作成・本部組織図と役割分担表の叩き台作成し、防災管理委員会において

承認を受ける。それらを実際に使用して訓練実施 

イ  12月 静岡市傷病者受け入れ訓練企画（本部立ち上げ訓練時のシナリオを使用する） 

アクションカード作成・トランシーバーによる本部との訓練実施 

 

⑤  実習受け入れ 

救急救命士 就業前実習 1名 

就業後実習 富士市10名 静岡市６名 

消防学校救急科 ２名 

（文責  河村 香苗） 
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⑶  がん化学療法看護認定看護師 

①  院内研修 

ア リスクマネジメント研修「薬剤曝露」  ８月８日 

イ 「レミケード®点滴治療について」     ２月27日 

 

②  学会発表 

第52回 日本癌治療学会学術集会  ８月28日～30日  パシフィコ横浜 

『腕上輸液加温法』：オキサリプラチン末梢投与時の温罨法 - 輸液加温法変法の提案 

 

③  がん化学療法看護に関する自己研鑽 

ア 第53回 静岡県病院学会  ２月15日  グランシップ静岡 

  「最新のがん治療への取組み」 

イ 第52回 日本癌治療学会学術集会  ８月28日～30日  パシフィコ横浜 

ウ  がん化学療法看護認定看護師 スキルアップセミナー2014 

「新規内服抗がん薬のトピックスと服薬コンコーダンス」 

  「経口抗がん薬のマネジメント 

      ～がん化学療法看護認定看護師の各施設での取り組みと課題～」 

10月18日  聖路加国際大学 

エ 公益社団法人 日本理学療法士協会 「がんのリハビリテーション研修会」 

                     10月25日～26日  ツインメッセ静岡 

オ 第29回 日本がん看護学会学術集会   ２月28日～３月１日  パシフィコ横浜 

  「抗がん薬を取り扱う看護師の職業性曝露リスクと予防対策 

               －効果的な曝露予防対策を導入するためには－」 

カ 静岡県がん化学療法看護認定看護師会  ５月24日  ７月26日  11月８日  ２月７日 

 

④  外来化学療法委員会活動 

ア 抗がん剤曝露防止に関する材料新規導入についての検討 

  閉鎖式接続器具の導入決定  ２月９日 

イ ケモカンファレンス  ５月28日  ８月13日  ２月６日 

 

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 松永 光代） 
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⑷  皮膚・排泄ケア認定看護師 

①  褥瘡専従看護師 

ア 褥瘡ハイリスク患者ケア実施件数：235件 

褥瘡リスクアセスメント実施件数：235件 

褥瘡予防治療計画件数：235件 

イ 療養病棟における褥瘡評価実施加算に関する治療・ケアの確認リスト作成と記載 

ウ 褥瘡対策に関する診療計画書への介入と予防を含むケアの実施 

 褥瘡に関する危険因子の評価件数：1573件 

 褥瘡に関する診療計画書作成患者件数：836件 

 褥瘡に関する診療計画を実施・評価した患者件数：836件 

エ 褥瘡患者ラウンド（実践） 

オ 体圧分散寝具管理（静止型・圧切り替え型） 

カ 体圧分散寝具の購入選定と決定 

ステージア10枚（エアマットレス） 

ミント MINTNB(14)  MINTNC(4)  MINTND(4)  MINTNF(14)（ポジショニングピロー）を

導入 

キ 皮膚科医師に同行し褥瘡・熱傷・下肢潰瘍ケア実施 

非常勤医師への情報提供と往診介助（毎週木曜日） 

ク 褥瘡対策委員会主催の院内研修会講師「明日からできるスキンケア」 

ケ 褥瘡を有する患者状況 

 褥瘡有病率 褥瘡推定発生率 

一般病棟 5.85％ 1.07％ 

療養病棟 14.18％ 8.76％ 

全  体 9.46％ 4.46％ 

 

②  皮膚・排泄ケア認定看護師 

ア 看護部院内ラダー研修講師 

ラダーⅠ－１  ６月18日 「創傷・褥瘡ケア」 

ラダーⅠ－２ ９月10日 「褥瘡と褥瘡予防」 

ラダーⅡ      ８月27日 「褥瘡予防と褥瘡評価」 

ラダーⅢ   10月８日 「褥瘡予防と除圧用品」 

ラダーⅣ   ９月25日 「実践あるのみ褥瘡ケア」 

ＳＦＮＰ   ８月７日 「在宅に向けた排泄ケア」 

看護助手    12月24日  「患者に合った環境づくり」 

プレシャスナース 11月5日 「褥瘡と褥瘡予防」 

イ 看護の日  「在宅でできる褥瘡予防」講演  ５月17日 

富士いきいき病院  「スキンケア」講師  ７月９日・18日 

本４（療養）病棟 「体位変換による摩擦とズレ」・「ポジショニング」 

講師 ７月10日・10月29日 

オストミー協会  「退院後の生活」講師  ７月19日 

高校生一日ナース体験  「入院患者の環境について～床ずれ面から～」講師  ７月25日 

ウ 人工肛門造設患者への介入（ストーマサイトマーキング・装具選択・指導・外来患者への

対応など） 

エ DVT予防への介入（弾性ストッキングの見直し：アンシルクプロJ導入） 

オ 失禁ケアによる皮膚障害への対応と予防 
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カ おむつの検討と見直し 

 

③  皮膚・排泄ケアに関する自己研鑽 

ア JSPENトレーニングセミナー京都 ５月24日～25日 

イ JSPENトレーニングセミナー東京 ７月20日～21日 

ウ がん看護エクセレントプログラム参加 ８月19日 

エ 中部褥瘡学会 「在宅褥瘡セミナー」 ８月23日 

オ 日本褥瘡学会総会（名古屋）   ８月29日～30日 

カ 日本排泄リハビリテーション学会 ２月27日～28日 

 

④  褥瘡・NST委員会活動 

ア 褥瘡対策に関する診療計画書の徹底 

イ 褥瘡評価方法の徹底（DESIGN-R経過表・写真撮影） 

ウ 褥瘡処置に対する疼痛緩和 

エ 正しいおむつ装着方法 

 

⑤  褥瘡対策委員会活動 

ア 褥瘡・ポジショニング回診（１回/月） 

イ 委員会主催の研修会開催（２回/年） 

「明日からできるスキンケア」 ８月20日・８月27日 

「正しい理解ができていますか？」 

～オムツ着用・体圧分散・ポジショニング～  10月22日・10月29日 

 

⑥  コンサルテーション 

 

⑦  認定看護師会（毎月１回開催） 

（文責  久保 美咲） 
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