
 

Ⅴ  看護部 
【看護部総括】 

看護部では、地域中核病院として機能を果たすため、理念にも挙げているように「心温かな看護・

信頼される質の高い看護」が提供できるよう心がけている。患者が安全に安心して療養するために

は、機能に応じた看護配置に対応できる人員の確保と、質を担保するための教育が必要と考え尽力

してきた。 

平成27年度は看護職員数263名でスタートし、看護師４名、看護助手２名が増となった。しかし、

離職率が9.5％と上昇しており、これは育児休暇明けに夜勤従事が困難という理由で、正規職員から

臨時職員への身分切り替えが過去５年間で最多だったことが大きな要因と考える。今後も産休・育

休取得者が増えていくことが予想され、院内保育園の充実や部分休業等の取得を推進し、看護職が

安心して働き続けられる職場環境の整備が急務である。 

看護の質担保に大きな貢献をしている認定看護師は、新たに脳卒中リハビリテーション看護・認

知症看護の分野に合格、透析看護認定看護師の採用もあり、計８分野８名となった。院内はもちろ

ん、地域からの要請にも対応し活動範囲が拡大している。院内では、SFNP（専門分野の看護実践者）

退院支援ナースが３名増え、３分野計16名となった。2025年に向け地域包括ケアシステムが推進さ

れる中で、患者がどこで療養するのが最適か、患者の視点に立って支援する退院支援ナースが果た

す役割は大きい。今後も訪問看護や認知症看護といった、地域や時代のニーズに合った看護師の育

成に努めていきたい。 

平成27年８月には東海北陸厚生局の適時調査が行われ返還はなく、基準・手順をはじめ、患者ケ

アプロセスを見直す良い機会となった。また、15年ぶりに隣接する介護老人保健施設「芙蓉の丘」

と人事交流を行い、副看護部長及び看護師長を配置したことで、顔の見える関係性が深まった。更

に芙蓉の丘が、在宅復帰・在宅療養支援機能加算算定施設（加算型）を取得したことは、病院の在

宅復帰率に好影響を与え経営にも貢献できた。 

（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

Ｈ27年度目標を達成さ

せる 

①  患者の病状を最優

先に、経営貢献にも

つながる病床管理を

行う。 

・スムーズな患者移

動入院とともに退

院調整ベッド会議

(毎月曜日16:15～ )

地域連携室・各病棟

師長・医事経営課・

リハビリ・芙蓉の

丘・看護部・在院日

数18日未満をクリ

アするため、日々ベ

ッド調整を行う。 

②  入院・転入・転院

患者を気持ちよく受

け入れる。 

病床稼働率、一般病

棟88％、地域包括ケア

病棟 95％、療棟病棟

95％以上とする。 

外来患者393人/日を

目指す。 

在院日数18日未満を

目指す。 

一般急性期：77.5％ 

東２：83.2％  東３：70.1％ 

地域包括ケア(新３)：80.1％ 

療養病棟：95.5％ 

西３：95.1％  本４：95.9％ 

外来患者数：333人/月 

在院日数：15.3日 

 

①②稼働率目標は療養病棟が達成できた。

「このまま患者さんが減ると病棟の目標達成

ができません！」と宣言し、積極的に患者受

け入れを行ってくれた。一般急性期・地域包

括ケアの稼働率は目標値には届かなかった

が、ベッドコントロール、患者受け入れに最

大の協力があったからこそ、年間を通して在

院日数18日以内が維持でき、在宅復帰率の要

件もクリアできたと考える。また、訪問看護・

健診センターの収支は累積では黒字で経過、

透析室の予算達成率は94.6％、手術件数は７月

から眼科白内障の手術が始まったこともあり

増加傾向で、全体では病院経営にも貢献でき

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。 

 

 

 

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。 

夜間看護配置加 

①  各部署管理・スタッフの協力があり、夜

間看護配置加算は一年を通して算定でき

た。 
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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。 

算をＨ26年度より

多く算出する（Ｈ26

年度10ヶ月） 

②  死蔵品及び診療報

酬請求漏れシールの

紛失数を０とする。 

 

 

 

②  死蔵品はなかった。 

診療材料シールの紛失数：44枚(Ｈ27年

度) 

昨年同時期と比較して1.3倍になる。外

来・救外が13枚、東２が11枚、東３が8枚と

緊急を要する部署での紛失が多い。 

 介護報酬改定に伴う

病院組合(老健)の変革

に最大限の協力をす

る。 

①  機能強化型老健を

目指すことを前提

に、「施設内看取り」

「エンゼルケア」等

の教育に協力する。 

②  ケアミックス型病

院として最大の効果

を出すため看護管理

部門の人事交流を行

う。 

①②  老健が機能強化

型を取れる。 

８月に介護長として副看護部長、一般棟に

看護師長、外来看護師１名が異動した。 

芙蓉の丘では職員への動機づけを行うため

に看取り委員会を復活させ、職員に向けては

エンゼルケアの研修を計画、病院から院内認

定看護師を派遣し研修会を実施した。施設内

看取りは5件行った。しかし、施設の意向と職

員の看取りに対する認識の違いなど今後の検

討課題も残った。 

機能強化型に関しては、在宅復帰率が３～

８月の６ヶ月平均が32.7％、ベッド回転率6％、

重度者の６～８月平均39％と、全てが条件を

満たし９月から在宅復帰、在宅療養支援機能

加算算定施設（加算型）となった。 

顧客 患者及び家族を尊重

した看護実践を行い、

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・看護職員

の接遇に対する苦情を

０とする。 

病院に寄せられる投

書内容で評価する。 

病院に寄せられた投書内容で、看護ケアに

関する苦情はなかった。 

病棟の反省からは接遇に関するものが、６

件/５病棟、説明不足に関連するものが３件挙

がった。それぞれの部署で、苦情に対してタ

イムリーにカンファレンスを持ち、役割モデ

ルである主任とも協力しながら対応している

ことが読み取れる。 

 院内外の他職種と連

携・協働し、いつでも

どこでも患者および家

族に安心・安全なケア

の提供ができる。 

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。(看護サマリーの検

討・説明等) 

退院調整委員会で評

価：対象となる患者の

50％以上が「退院支援

に満足した」を目指す。 

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15％を目指す。 

退院調整委員会での評価は、看護部からの

動機づけが不十分だったため、評価はできな

かった。 

介護支援連携指導料算定（H27年４月～H28

年１月までの集計）：181件（包括を除く）在

宅への退院患者(CSを除く)の23％に当たる。 

退院支援ナースを中心に、各部署で医療と

介護をつなぐ役割を認識し看護展開ができた

と評価する。 

薬剤師の病棟での指導件数：1,013件(地域包

括ケア指導件数126件含む) (Ｈ26年同時期：

1,817件） 

栄養士の病棟での指導件数：222件(Ｈ26年同

時期：314件) 

 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。 

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Ｈ26年

度より減少する。 

接遇研修参加率：

60％以上 

①   ５月に患者満足度調査を実施協力でき

た。 

②  接遇に対する評価では、Ｈ26年度と比較

すると外来診療については、医師・看護師

の説明、リハビリ治療の説明、話しやすさ、

親しみやすさなど多くの項目で「満足」が

2.2～5.2％上回ったが、入院では上記すべて

の項目で「満足」が0.8～17.4％のマイナス

評価となった。 

職員の接遇に対する評価では看護師・看護

スタッフをみると、外来は「満足・やや満

足」が96.2％で昨年度より0.8％上昇し、入

院では「満足・やや満足」が98.6％の結果

であり2.8％上昇がみられた。 

ただし「満足」のみでは11.8％下がって

おり次年度の課題としたい。 

患者の自由記載からは、看護に関連した

内容を挙げると、「職員の言葉遣い、スタ

ッフの笑顔がない」「看護師の私語が気に

なる」といった意見が聞かれた。 

その他としては「医師、看護師が優しい、

親切である」「看護師の対応がとても良い」

「一人ひとりを大事に対応してくれる」「看

護師の皆様はいつも素晴らしい対応をして 
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    くれる」など、感謝の意見も聞かれた。 

Ｈ26年度と比較してストレートな非難の

意見が減少しており、改善したと評価する。 

内部 

プロセス 

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

行い(10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  定時に終業できる

よう各部署で業務改

善に取り組む。 

例） 

・入院が集中する時

間帯に合わせ、看

護の遅番勤務時

間の導入 

・研修・委員会の時

間設定を検討 

①   離職率を前年度

(7.2％ )より低くす

る。 

 

 

 

 

 

 

②  退職理由に「時間

外が多くて大変」と

いう言葉が挙がらな

いよう、時間外勤務

を前年度より10％減

少できる。 

①  離職率：9.5％(前年度比：2.3％の増) 

退職者14名中４名が臨時・パート職員へ

の身分切替、うち75％が育休明けに夜勤が

できないとの理由だった。 

当院看護職員の76.5％が家庭を持ってお

り、今後も数値が上がってくると予想する。

看護職が働き続けられる職場環境を考える

と、院内保育園の充実や部分休業等の取得

を推進する必要がある。 

②  時間外勤務について今年度は9,334時間、

前年度比51時間の減少となった。 

退職理由に「時間外が多くて大変」はな

かったが、緊急入院を受けいれる部署の時

間外が多い。部署によっては「ノー残業デ

イ」を継続する計画を立案してくれたが日

勤で22時を過ぎる日もあり、労働衛生上の

問題を指摘される可能性がある。 

時間外が多くなる理由として、今年度は

薬剤師２名が退職し、薬剤師の病棟配置が

なくなったことによる業務が負担増になっ

ていること、緊急入院が15時過ぎに集中し

ていることが挙げられる。 

次年度はラダー教育の内容、研修の時間

設定を見直し、委員会のスリム化をして改

善していきたい。 

 快適な臨地実習及び

臨床研修環境を提供す

る。(看護学生、救急救

命士、研修医) 

任務を与えられた人

だけでなく、スタッフ

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、救急

救命士、研修医) 

実習生の80％以上か

ら当院が実習病院で良

かったと評価をもらう

ことができる。 

研修環境に関する苦

情を０とする。 

実習指導者会評価より 

実習指導に対するアンケーと結果では「そ

う思う」「とてもそう思う」｢とてもよかった」

「よかった」が、項目別にみると70～100％、

実習別にみると 88.3～100％、平均すると

97.6％と、学生は当院の実習指導を高く評価し

ていた。「分かりやすく丁寧で熱心な指導」

「自分を気にかけ尊重してくれる姿勢」「で

きていることだけでなくできていないことも

示唆してくれるところ」「様々な体験の機会

を与えてくれ一緒に考え、行動してくれると

ころ」などを良いと評価していた。 

また、病棟全体で受け入れてもらえている

雰囲気や職員全員の関わりについてなどもよ

かったこととして挙がっていた。 

学生休憩室の１階トイレは設備上の問題(配

管が使用不可)で使用できない状況となってい

るが、使用を希望する意見があった。常時使

用しているわけではなく管理も行き届きにく

く衛生上の問題もあるが、学校側と調整をは

かり実習がしやすい環境を整えていきたい。 

学習・成長 ラダー各領域での看

護活動ができる看護師

を支援する。 

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。 

 

 

①  レベル毎の研修参

加率を95％以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

②－１  スタッフ個々

に実地指導者の役割を

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。 

 

①  全レベルの平均出席率は97.5％であっ

た。予定されていた研修であったが、その

日の部署の状況によって研修を延期せざる

を得ないことがあった。出席人数が多いラ

ダーレベルの研修では、一部署から多数の

スタッフが研修に参加しなければならず、

病棟運営に支障をきたしてしまっている状

況もある。業務に影響を及ぼさないように

工夫しながら、研修を企画実施していくこ

とが必要である。 

②－１  各部署へ新人看護職員研修委員を通

じて説明し、振り返り評価に実地指導者も

参加することができた。しかし、スタッフ

個々に実地指導者の役割を浸透させる段階

までには至っていない。 

②－２  12月時点でのチェックリストの確認

では、目標到達率は57％～80％、平均で70％

であった。部署の状況や新人看護師の状況

にもよるが、できるだけ目標達成できるよ

うに他部署の協力を得ていく必要がある。 
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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  認定看護師を育成

する。 

 

 

 

⑤   SFNPを目指す人

の発掘とＨ27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。 

⑥   SFNPが活動しや

すい環境を整備す

る。 

②－３  新人看護師の

離職率を０とする。 

③  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。 

 

 

⑤   SFNP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。 

②－３  新人看護師の離職率は25％(１名)で

あった。 

③  プレシャスナースの退職率は8.3％(1名)

であった。 

 

 

 

④  Ｈ27年度は緩和ケアへ１名進学した。 

認定看護師養成課程への受験希望者が２

名あったが、１名は私事都合により延期、

もう１名は小規模部署のため、次年度以降

へ持越しとなっている。 

⑤  申込者がなかったため、部署に働きかけ

３名選出され、年間を通して研修を実施し

た。SFNP認定者は２名(退院支援)が誕生予

定である。 

 

 

⑥  エンゼルケアは計画通りに実践していた

が、マニュアルを整備しエンゼルケアの方

法が浸透できるような工夫が今後の課題で

ある。 

NSTや退院支援は委員会を通して活動で

きていた。今年度SFNP認定保留の方への働

きかけができなかったので次年度は認定に

向けた支援をしていきたい。 

アンケートのキャリア発達のためにどん

な研修が必要か尋ねた項目の回答の中に

「中途半端すぎてやる気がしない」「いか

せる場がない」という意見があった。SFNP

認定ナースが、病院で認定を受けた専門分

野での看護実践者としての役割を認識し、

積極的に活動できるような支援の方法を検

討していく必要がある。 

目標達成度としては４であった。 

 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 

アンケートの時期、内

容の検討 

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  Ｈ27年度は２月27日に実施した。 

 

 

②  看護のやりがい感は79％が「ある」と回

答した。昨年度比13％上昇した。病棟編成

もなく年度初めからやりたい看護の実践に

入ることができたこと、各部署の目標に「ス

タッフのやりがいを支援」「一人一人の看

護活動を支援」等が多く、師長・主任の関

わりが大きかったと評価する。 
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⑵  外来 

目標１．患者および家族を尊重し、一人一人に寄り添う看護を実践する。 

経過・結果：各チームで環境整備・業務の見直しを行い患者の側へ行くことが出来る時間を作

ること、カンファレンスで共有した情報を患者へ還元することを目標に活動を行った。 

医師毎の診察介助のマニュアル作成、診察環境の整備、マニュアルを使用した指導など実

施する事が出来た。また、カンファレンスを定期的に実施するよう計画を立案し取り組み、

外来状況により実施出来ない場合があったが、ノートの活用や少人数での“ちょっときてカ

ンファレンス”を実施した。 

アンケート結果から80％の看護師がスタッフ同士情報を共有し、患者へ還元することがで

きたと回答しており、患者の側へ行くという意識付けになったのではないかと考える。 
 

目標２．他職種と連携し、病棟および地域との継続看護を実践する。 

経過・結果：病棟との継続看護を目標にチームで活動を行った。 

外来抗癌剤治療の患者のカンファレンスを実施、また、内科・外科合同でのカンファレン

スも実施し患者理解に努めた。また、数年間見直しが行われていなかった申し送り用紙の改

善を行った。外来・病棟の申し送りについての考えをアンケート調査し、結果94.3％は申し

送り用紙が必要であるとの回答であった。一方、必要がないと言う意見も聞かれた。 

スタッフへ負担をかけない範囲での記入方法など検討し、用紙をチェック方式で作成した。

しかし、作成することは出来たが活用まで至っていない。その為、基準作成を行うことが出

来なかった。今後も外来として申し送り用紙の必要性を理解してもらえるような活動を行い、

退院支援看護師の活動とともに、継続看護を考えていきたい。 
 

目標３．個々がラダー研修に積極的に参加し、看護実践に活かすことができる。 

経過・結果：ラダー研修では毎月の全体会で主任から声をかけ、また日々の業務の中で時間調

整を行い、ラダー研修の周知に努めた。しかし、個人のラダー研修参加に対する意識の差が

あり、参加を忘れてしまうスタッフもいた。全体会での声かけのみでなく、さらなる意識の

向上へ向けた関わりが必要である。 

看護実践においては師長・主任のサポートとして個々の課題に勤務表や週間スケジュール

などで活動できる時間作りを心がけ関わることが出来た。しかし、個々の実践課題の達成は

80％の達成であったが、詳細な部分への関わりが不足していたと考える。その背景には、外

来業務の見直しが必要であり、課題に取り組む環境を師長・主任として作りスタッフへ関わ

って行くことが必要である。 
 

目標４．診療材料への意識が向上する。 

経過・結果：各チーム担当者を決め毎月各部署の定数の確認を実施した。結果４月から12月ま

での間に13枚のカードの紛失（救急外来含む）があった。紛失の報告を受けた都度、各外来

で提出カードの確認、物品が届いた時の照合、毎月の定数確認の実施、カードを出した際の

箱への日付・名前を明記するなど対策を検討、実施し徹底を図った。 

その結果、各外来の定数確認は徹底され、紛失のあった外来において新たな紛失を防ぐこ

とができた。また、物品管理に対する意識は100％と高く、今後も確認方法の検討・徹底の

継続が必要である。 
 

目標５．残業時間を減少することができる。 

経過・結果：残業時間・内容の調査を実施、内訳は救急外来での患者対応、外来CSの対応、医

師の診察時間の延長であった。また、１日の検査の件数が増加し、時間内で終了することが

難しく、検査後の片付けが残務となっていた。 

師長・主任で日々リーダーの調整の際、スタッフの残りの仕事量・内容の確認を行い、夜

勤帯への委譲、スタッフの指名を行い対応した。検査棟においては早番を導入し対応した。 

その結果、残業時間は約105時間減少した。今後も外来業務の確認をし、継続して見直し

を行っていく必要がある。 

（文責：高井 裕美）  
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⑶  東２病棟（内科系、60床、急性期（DPC）病棟） 

目標１．患者の思いに気付く事ができ、看護計画に反映する。 

経過・結果：１）各チームでウォーキングカンファレンスの現状についてアンケート調査を実

施し、問題点を抽出した。チーム毎に問題解決の為の実践的な対策を立て、患者参画型の

効果的なウォーキングカンファレンスが実施できる様に各々が計画的に日々実践出来た。

また、日々リーダーだけでカンファレンスを実施して情報共有に努めた。 

２）チームの疾患の特殊性を踏まえた専門的な知識・技術の向上を図る為に、勉強会の開催

や検査マニュアル・退院指導に必要な呼吸器類のマニュアルや指導案を見直した。更にチ

ームカンファレンスの中で情報共有し、各々の知識や技術の向上に努めた。接遇に関する

苦情は３件（注射技術・言葉遣い・患者対応）あり、その都度看護師に伝え、接遇の改善

に努めた。 
 

目標２．スタッフのやりがい支援をし、職場環境を整える。 

経過・結果：１）５年目を対象に、カンファレンスの進め方、カンファレンスにおけるチェッ

ク項目の指導、自己のカンファレンスの進め方についての振り返りを行った。また、チー

ムリーダーに働きかけ、カンファレンスの持ち方についての意識付けを行う事が出来た。

カンファレンスの内容は、ノートやカーデックスにその場で記載され、内容確認が出来た。

退院支援カンファレンスの持ち方も病棟全体で統一でき、全員参加の風土と、時間の意識

も出来た。新人指導は各チームの指導者を中心に技術指導、看護展開、事例についての指

導が行え、ラダーの目標値は２名ともクリア、事例発表も期限内に出来た。チーム内の指

導者となる看護師に病棟全体へ向けた指導の進行状況の周知が今後の課題である。 

２）遅番業務基準を作成・説明後、４月から３か月間実施した。アンケートから「必要17％」

「どちらでもない55％」の結果から、日勤業務を充実させる為に７月から廃止した。NO

残業日については５月から実施、全員にNO残業日をつけたが、緊急入院や処置対応等に追

われ実際に定時で終われる日が少なかった。 

次年度も「定時で帰る」という意識付けと業務改善等は今後の課題である。  
 

目標３．退院支援看護師と共にスムーズな退院支援を行う。 

経過・結果：１）定期的に開催されたベッドコントロール会議には、事前に情報を集め積極的

に参加できた。日々、看護師から患者情報を元に主治医確認の上、DPCに配慮した退院調

整が出来た。しかし、看護師の退院調整に関する意識の変化は見られたが、煩雑な業務の

中、退院調整に関しては受け持ち看護師の関わりが少なく、日々リーダーの負担が大きか

った。年間のベッド稼働率は82％「49床」だった。 

２）週２回のカンファレンスを行う事が出来た。病棟全体でのカンファレンスが定着するよ

うな啓蒙活動（全体への声掛け、手順のプリント作成）が出来た。カンファレンスの内容

を元にMSW介入の機会も増え、ケアの充実につなげていくことが出来た。しかし、退院前

ケアカンファレンスの開催、カンファレンス記録記載の機会が少ない、介護支援連携指導

書の提出も今後の課題である。 
 

目標４．病棟物品に対する意識の向上を図る。 

経過・結果：助手とシール紛失対策について検討、その結果を看護師に伝達、実践した。４月

から12月までの間で11枚のシール紛失があり、その都度、対策を練る努力をした。また、コ

ストの取り忘れが多かった為、チーム会で周知し続けた。病棟内の物品定数の見直しや定数

表作成を行い、不必要な物を減らす事ができ看護師の診材管理への意識向上に繋がった。 

（文責：麻布 香苗） 
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⑷  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）を維持できる。 

経過・結果：９月頃から入院患者が増加傾向で稼働率は80％台まで上昇したが、４月から８月

までの稼働率は50～60％台であった。年間平均稼働率は68％であり稼動率は目標達成できな

かった。しかし、平均在院日数は外科11.6日、脳外科23.8日、整形19.4日であり、病棟の平均

在院日数は14.3日と７：１看護体制に必要な平均在院日数18日を大きく下回ることができた。

これは、各チーム活動でDPCを意識して入院早期から患者家族と関わり、カンファレンスを

通して情報共有し退院支援に取り組んだ結果であると考える。 

死蔵品及び物品シールの紛失をゼロにする取り組みについては、フィーディングチューブ、

気管内チューブ、酸素カニューラ、弾性ストッキングなど１年間に７枚の紛失があった。緊

急で使用する物品が紛失する傾向があるため改善策として、物品使用前にナースステーショ

ン内でシールを剥がし、シール専用のBOXに入れるように変更した。今後もこの取り組みを

継続していく。 
 

目標２．看護実践において患者および家族へ節度を持った態度で接し信頼関係を築く。 

経過・結果：接遇についてはチーム内で接遇の勉強会を行った。担当者が個人で学んだ接遇研

修の内容をスタッフ全員に周知した。研修者が休日や夜勤の場合は担当者が個別に説明を行

うことで勉強会参加率は100％となった。ウォルトディズニーから学ぶ組織のあり方、魔法の

瞬間（マジックモーメント）、悲惨な瞬間（トラジックモーメント）、ほんの一瞬の意識の差

で究極なマジックモーメントを味わえることを学んだ。研修後アンケートから、普段の看護

場面で接遇研修の内容を意識していることが分かった。しかし、患者家族から看護師の言葉

遣いについて、またナースコールが壊れていて叫んで呼んだとの苦情が２件あったため、次

年度はゼロになるよう接遇についての取り組みを継続していきたい。 
 

目標３．受け持ち看護師を中心に院内外の他職種と連携しチーム全体で患者家族に心温かな看護

が提供できる。 

経過・結果：在宅退院患者の介護連携指導料は年間平均26.3％と目標の15％を達成することが

できた。これは、退院支援カンファレンス前に受け持ち看護師中心にカンファレンスを行い、

必要に応じてMSWやケアマネージャーと連携をとりながら退院支援を進めたこと、また他職

種合同の退院支援カンファレンスで情報交換できた結果であると考える。退院支援調整看護

師（SFNP）が病棟全体を把握しスタッフへ声掛けした結果も大きかったと考える。 
 

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：ラダー研修では、対象者は遅刻なく出席することができた。また、静岡県看護協

会教育研修には看護倫理、感染管理の基礎、糖尿病看護、認知症看護、がん看護、脳卒中リ

ハビリテーション看護などの内容にスタッフの69.5％が参加できた。その他、個人の自己研

鑽では整形運動器看護、脳脊髄液減少症、救急看護、心疾患、認知症看護、脳卒中看護など、

興味のある研修に参加し知識を深めていた。 

（文責：松永 光代） 
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⑸  西３病棟（46床、療養病棟） 

目標１．看護・介護協力の下、年間を通じて病床利用率：療養病棟95％（45床以上）を維持でき

る。 

経過・結果：病床利用率は94.1％（43.3人）目標値には至らなかったが、ベッドコントロール

会議において医事経営課、各病棟師長・地域医療支援室・芙蓉の丘から患者情報を受け、お

互い意見を出し合って検討し、転棟・転入を決めることができた。病棟においては、急な転

入においても、スタッフ全員の協力を得て、快くスムーズに対応することができた。 
 

目標２．患者・家族の思いを尊重し、信頼関係を築きながら安心・安全な看護を提供する。 

経過・結果：チーム活動において、全員が転棟前訪問にいく事ができたが、必ずしもバディ（看

護師と共に患者を受け持つ介護士）と共に訪問ができなかった。しかし、訪問前に患者の情

報を得ることで、その後のケアに活かすことができた。 

転入後バディ活動として、清潔ケア、食事介助・体位交換の方法など話し合いを持ち、受

け持ち意識を持って患者や患者家族と関わり、実践に繋げる事ができた。今後も継続してい

くようにしたい。 

クレーム対応に関しては、急変時の個室移動のタイミングに疑問をもった家族がいたが、

その時の状況の説明を行い、納得してもらうことができた。入院経過が長く、看取りの患者

が多い病棟である為、普段から家族とコミュニケーションをより深くとっていく必要がある。 
 

目標３．個々の患者に適した退院支援を実践している。 

経過・結果：在宅復帰率50％を目指して、在宅退院の患者を受け入れていたが、状態急変や復

帰率に繋がらない施設への転院があり、前期は在宅復帰率を達成することができなかった。

後期において、退院支援について勉強会を行い受け持ち看護師が中心となって、MSWと連携

をとり、自宅退院又は在宅復帰率に繋がる施設への入所を勧めた。また、他職種や家族を交

えてのケア会議を行い、退院支援を行った。その結果、10月から在宅復帰機能強化加算病棟

となり、Ｈ27年度末までは維持できた。 

看取りのパンフレットに関しては、スタッフ全員が患者の状態を見ながら判断し、家族に

説明して渡すことができた。しかし、パンフレットを見ることで心構えができた家族もいた

と思われるが看取りには個人差があり、渡したあとの家族のフォローが十分ではなかった為、

パンフレットを活用できたと判断できない。 

今後の課題として、看取りのパンフレットを渡した後のフォローについて検討が必要であ

る。 
 

目標４．ラダー教育においてスタッフ個々の到達目標が達成できるように支援し、各々の看護の

質向上を目指す。 

経過・結果：院内のラダー教育において、参加できるよう勤務の調整を行った。勤務表作成時

も希望が入っているか確認したが全て把握しきれていず、勤務調整ができなかったケースも

あった。 

院外研修においては各自、希望する看護協会の研修に申し込みをした。残念ながら研修か

らもれてしまったスタッフもいたが、その後、様々な研修が教育師長より紹介があり、看護

協会の研修では希望の研修がなかったスタッフと共に参加することができ、全員が院外研修

に参加することができた。 

今年度NST研修に１名が参加し、終了することができた。試験が未実施である為、NSTナ

ース誕生とまではいかなかったが、今後に期待したい 

（文責：岩崎 百代） 
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⑹  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気持ちよく受け入れ病床利用率を95％以上とす

る。 

経過・結果：今年度より主治医が５名となり患者の病状や治療方針が多様化する中、空床があ

れば他病棟からの転入を積極的に受け入れた。しかし、空床があっても受け入れが困難なこ

とがあった。死亡退院までの期間も20日以内が26％・50日以内が24％と入院期間が短縮され

た。また、転入後の死亡率は昨年度19％、今年度は32.5％と昨年度を上回る死亡率となった。

その理由として、DPC期間中であり療養病棟への転入ができない、転入予定患者様の急変・

死亡退院などがあげられる。その結果年間目標を達成できなかった。 
 

目標２．看護・介護がバディを組み患者家族を尊重し信頼される看護実践をする。 

経過・結果：倫理の勉強会は各チームで昨年度より引き続き行い事例検討は１例のみとなった

が死亡退院する患者様が38％と増加する中で家族と話す機会を作り信頼関係を築く事ができ

た。今後も倫理について病棟全体で取り組んで行きたい。病棟において患者様家族へのコミ

ュニケーションを図ることを目標に挙げチームでバディ組みお互いに相談して、スケジュー

ル表に患者様の日々の出来事を記入して家族とのコミュニケーションの場となった、しかし

バディ同士が相手に相談するという意識が不足しており情報得てケアを考えるためにも今後

の課題とした。 
 

目標３．固定チームナーシングを機能させ他職種と連携・協働し患者・家族に安心安全な看護を

提供する。 

経過・結果：エンゼルケアにおいてチーム会で遺体感染管理士による勉強会を行い、シミュ

レーションで手順を見直した。アンケート結果より64％のスタッフが関わる事ができた。

その結果、今後の看護ケアに生かす事ができるとの50％評価が得られた。しかし、看護ス

タッフ全員が参加しておらず、看護ケアを提供できていない事もあった。また、今年度よ

りデスカンファレンスも取り入れ４例以上のカンファレンスを行った。アンケート結果よ

り勉強会に参加し理解できたとの回答は50％との回答を得られた。また、エンゼルケア時

の統一したケアの患者情報共有用紙を作成し、ケアの統一を図りデスカンファでの患者へ

の思いや、ケアを振り返る事ができた。また、家族よりスタッフの患者対応に称賛やお礼

の手紙をいただき、日々の患者・家族の対応に感謝された場面もあり患者様からのクレー

ムはなかった。 

今後も病棟として固定チームを機能させチームで活動できよい結果がえられたと考え来

年も継続していきたい。 
 

目標４．ラダー教育の各レベルの達成出来るように個人面談を重視しやりがいを支援し看護の向

上を目指す。 

経過・結果：ラダー教育においては参加を促し勤務においても配慮できた。しかし、当日にラ

ダー研修を忘れてしまい、日程を変更して研修を受講するができた事で全員受けることがで

きた。院外研修においては、口腔内ケア・訪問看護・エンゼルケア・スピリチア看護・癌看

護・認知症看護Ⅱ・固定チーム中部地方会に参加など全員が院外の研修に参加することでき、

チームにおいて勉強会を開き病棟全体に貢献できた。また、今年はマネージメント研修受講

者の実践があり、チームリーダーとして積極的にチームを牽引し活動してよい結果を残せた

と考える。 

（文責：山島 明美） 
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⑺  新３病棟（37床、地域包括ケア病棟） 

目標１．退院支援・調整を図り退院を見越した転棟・転院・入院を受け、病床利用率95％（35床）

を目指す。 

経過・結果：昨年同様、ベッドコントロール会議で、他病棟との患者情報を共有した。転入受

け入れ予定の患者について、各チームへ伝達し、受け入れ前からどちらのチームとするかな

どリーダー間で話し合いが持て、チーム間での患者の偏りも見られず、スムーズに転入や転

院を受けることができた。また、整形外科の患者に関して、整形カンファレンスへ出席し患

者の状態など、早めに情報収集できたと考える。 

他病棟の平均在院日数や患者数など考慮し、当日の転入や夜間帯での転入受け入れもでき

た。平均病床利用率は４月から３月まで平均81％で目標をクリアできなかった。しかし、地

域包括ケア病棟の目標である在宅復帰率は４月から３月まで82.7％であった。 
 

目標２．患者・家族が入院生活、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：今年度の苦情は４件あり、看護師の態度（特に声の大きさ・口調）・新人指導に対 

しての苦情・患者からの受け持ち看護師の変更希望であった。その都度、個人への注意・指

導と病棟内で内容の共有を図り、対応してきた。また、倫理的問題に対しては、抑制につい

ての事例を通してチーム会で話し合った。「倫理的問題と感じても言葉に出来ない」「そのま

ま流されてしまった」などの意見もあり、実践モデルである主任が積極的に言葉に表すこと

が重要であると感じた。さらに、医療者側と患者家族側とは、治療方針や病状の理解、今後

の方向性などに対して多少のずれがあり、それを踏まえて関わることやずれに対し理由があ

ることを理解して、１つずつ確認することが信頼関係を築くことに繋がることを、スタッフ

全員が理解できるように関わっていきたい。 
 

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・家族に関わる多

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：Ａチームは継続看護を目標とし、転入時の申し送りなど、サマリーに記入してあ

ることを重複して聞く、確認のし忘れでリスクに繋がるのではないかとの問題点を抽出して

いた。他病棟へアンケート依頼し、転入に必要とされる確認事項を統一できるよう申し送り

時のチェックシートの作成を行い、使用してきた。マットの種類やベッド柵の位置等環境面

での配慮は行えたが、内服薬の確認漏れが３件となってしまった。 

Ｂチームは様々なカンファレンスの充実を目標にし、多職種との情報収集不足を問題とし

て上げ、カンファレンスに望む以前に多職種からの情報を収集しておくことが、カンファレ

ンスの充実に繋がると考え、何を情報として確認しておくのか、それぞれの職種と勉強会を

行なってきた。その結果、受け持ち看護師が主体となり様々なカンファレンスで退院へ向け

ての、それぞれの役割の確認や具体的方法などが決まり、退院支援・調整に繋がったと考え

る。両チームとも活動報告会での発表を行った。 
 

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と伴に看護に「楽しさ」や「やりがい」

がもてるよう支援し看護の質向上を目指す。 

経過・結果：各ラダーレベル研修への参加は100％だった。 

ラダーアンケートでの評価はレベルⅠからレベルⅣまでは「キャリア発達できたか」の問

いに対し100％ができたと答えていたが、レベルⅣ認定ではあまりできなかったと答えた対

象者が60％おり、院内研修の内容が毎年同じとの意見などがあり、研修内容をも見直す必要

性があると感じた。また、院内だけの研修でなく院外研修への参加など個別（興味）にあっ

た研修への参加を促していく必要がある。 

今年度はSFNPの退院支援研修に１名参加させ実践報告後、認定された。さらにマネージメ

ント研修を終了したものが２名、実践報告を行った。 

（文責：鈴木 智子） 
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⑻  人工透析センター 

目標１．患者・家族と信頼関係を築き、透析患者のセルフケア確立に向けて支援する。 

経過・結果：足病変の早期発見のため、一昨年作成したアセスメントシートの活用を試みた。

個々の足病変にもよるが、一患者に対し、二回以上の活用ができた。今年度は、看護研究に

おいてもフットケアに対しての患者の意識について調査し、患者向けのパンフレット（フッ

トケアの必要性、観察のポイント、日常生活の注意点やセルフケア方法）の作成とマニュア

ル作成も行う。スタッフ一人ひとりが受け持ち患者へ説明と実施をしたことで、アンケート

結果からは「透析を行っていると足の観察が必要と思うか」に対し「必要」と答えた患者が、

指導前79％、指導後96％とフットケアの知識や関心を高める結果に繋がった。 

患者自身の防災意識を高めていくため、防災に関するビデオ上映を一年間通し実施した。

新しいビデオは、登場人物が実際の患者であったこともあり、ビデオ鑑賞時に『患者同士で

助け合いをしよう』という声かけが聞かれ、受け持ちが個々の日常生活に合せて関わること

で、苦情も聞かれなかった。防災ボードスペースを設置し、パンフレットを置くなどして、

患者が自由に観覧できるようにした。防災訓練により、アクションカードの見直しを実施し、

カードの文字色や文章を見やすくすることで、命令系統が明確になり、より行動に移せるも

のに改善できた。災害時、他院から患者の受け入れをスムーズにできるように、スタッフ全

員でカンファレンスを行い、問題点を明確化しながら、マニュアルを作成することができた。 

今年度、足病変悪化となる患者はいなかったが、定期的にアセスメントを実施すること、

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つつ、フッ

トケアは継続が 大切であるため、今後の継続に繋げていく。 

防災に対しては、スタッフより「マニュアルができたことにより、他の施設の透析患者を

受け入れる心構えができた」「流れがわかりやすい」という意見がでたが、実践に至ってい

ないため、今後はシミュレーションも含め、他院との連絡会も活用し、常に新しいマニュア

ルへ更新できるようにしていく。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よう定期的に実施していきたい。 
 

目標２．他部署と連携・協働し適切な時期に透析導入ができ、導入後順調に維持透析に移行する

ことができる。 

経過・結果：糖尿病透析予防チームとしての活動は医師不在のため、６月までの活動で終了と

なった。受け持ち看護師としての患者への関わりを密に行う中で、食事が日常生活での比重

を多く受けている為、栄養科とのカンファレンスを定期開催し、患者がより実践できるよう

にした。平均年齢70歳代と高齢であり体力維持のためリハビリ科に運動内容の相談を行い、

他部署との連携・協働を行った。他院より当院への維持透析となった患者に対して、新規透

析導入患者受け入れマニュアルの活用を実施し、今まで新規透析導入患者の準備は、リーダ

ー経験者のみであったが、全員が関われるようになった。地域医療連携室とも他院からの受

け入れに対して検討や連携を実践することができた。診療材料の見直しと無駄なコストの削

減に対しては、透析時に使用する穿刺針や回路を変更することで、コストの削減に繋げた。 

新規透析導入受け入れマニュアル作成は、全スタッフが同様に関われ、受け持ち意識や時

間の短縮にも繋がっていくことになった。特殊性のある部署だからこそ、他部署との連携・

協働の大切さも意識できた年であった。一昨年の目標に収益について掲げたこともあり、ス

タッフも経営への意識が高まり、モチベーションアップにもつながっていると感じる。今後

もスタッフ一丸となり取り組んでいきたい。 

 （文責：伊藤 さゆり） 
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⑼  手術室 

目標１．向上心・探求心をもち、個人の能力・知識をチーム力へつなげる。 

経過・結果：今年度は７月から眼科の白内障手術の開始が決定したため、当初の計画を変更し

後半に実施する予定だった眼科の勉強会や準備に対し優先的に取り組んだ。また、眼科と並

行し、各科の勉強会も計画に沿ってすすめることができた。 

脳外科は資料をもとに勉強会を実施し、手術と並行して学習できたため、実践に活かすこ

とができた。 

整形外科は関節鏡や持続洗浄についての勉強会を実施し、スタッフ間での技術の共有がで

きた。人工骨頭については資料準備中で年度内に開催予定である。 

外科は胃亜全摘の術式が変更になった点について手順書を修正し、資料を用いて学習した。

また、器械吻合のシミュレーションを実施し、わかりやすかったという意見があった。虫垂

炎については作成資料をもとに勉強会を開催、胃癌については医師からの講義を計画してい

る。 

眼科は７月から手術が開始されたため、手術に向けて６月から勉強会・シミュレーション

を開始した。各自の役割や業務を明確にし、マニュアルを更新するなどメンバー間で共有で

きた。 

最終評価アンケート結果より、勉強会の実施は当初の計画の80％にとどまってしまったた

め、今年度できなかった内容については次年度に実施していきたい。勉強会で学習したこと

が実践に活かすことができたという項目では90％ができたという結果が得られた。しかし、

勉強会後に該当する手術がなかったため、実践に活かす機会がないという意見もあった。 

今後もシミュレーションを実施し、手技・準備などを忘れないように繰り返していきたい。

また、スタッフ全員がそれぞれ自主的に院外研修に参加することができた。 
 

目標２．患者・家族が安心して手術に臨める看護を実践する。 

経過・結果： 術中訪問については対象症例（全身麻酔・脊椎麻酔）以外でも実施するなど、ス

タッフ各自の意識の向上がみられ、実施率80％の結果であった。アンケート結果より、家族

との関わりが増えたことで、手術を待つ家族の気持ちを知ることができ、家族を含めた患者

援助を行うことができたという意見があった。 

今後も可能な限り術前からの関わりを持ち、充実した手術看護を実施していきたい。 

家族待合室の環境整備については、清掃業者が入っているのにもかかわらず汚れが目立っ

ていたため、月に２回の環境整備を実施している。また、本棚の整理整頓は気になった際に

は随時行っている。術前・術中・術後訪問も各スタッフが意識し、最終アンケートから訪問

時を有効活用し、患者・家族との充実した関わりを持つことができたが100％という結果で

あった。 

術前・術中・術後訪問基準については、それぞれ担当を決めて見直し修正を行った。基準・

手順を一枚の統一した書式にすることができた。 

（文責：小林 千也子） 
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⑽  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：平成27年度の訪問看護延べ利用件数（訪問リハビリを除く）は3,999件であり、昨

年度と比較し637件増加した。１日当たりの利用者件数も16.5件であり、目標値の15件以上を

達成することができた。また、今年度も新たに２か所の居宅介護事業所から利用者の依頼が

あった。現在、20か所の居宅介護事業所のケアマネージャーと連携を取っている。これは、

居宅介護事業所への定期的な挨拶や広報活動を継続してきた成果であると考える。そして、

今年度は26件の退院前調整会議に出席した。内訳は当院13件、富士市立中央病院３件、静岡

県立総合病院７件、静岡市立静岡病院１件、静岡富士病院１件、静岡赤十字病院１件である。

昨年度より静岡県立総合病院からの依頼が増加している。他病院で開催される会議への参加

は、病院への往復に時間を要するというリスクがあるが、積極的に参加することで、地域支

援室の看護師やソーシャルワーカーとの信頼関係が構築され、在宅移行支援の強化に繋がる

と考えている。 

チーム活動では、新規利用者情報用紙の改善と在宅経過報告書の記載に取り組んだ。新規

利用者情報用紙は用紙のサイズをB5からA4に変更し、内容を修正して退院前調整会議に活用

している。在宅経過報告は１人しかできなかったが、報告先の部署から「指導したことがで

きているか心配だった。報告を貰えて良かった」と感想を頂いた。在宅経過報告は、今後も

継続していく。チーム活動評価は「大体出来た」を得た。退院支援委員会への参加について

は、委員であるスタッフが訪問看護に異動してきたことから「出来た」と評価する。 

次年度もケアマネージャーや地域支援室との連携を大切にし、退院支援看護師との関わり

を深め、在宅移行支援に協力していきたい。 
 

目標２．受け持ち看護師が中心となって、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：午前の訪問終了後にカンファレンスを実施している。訪問時の状態報告のみにな

ってしまうケースが多い為、問題解決型カンファレンスの実施を目指し活動した。15分間と

いうカンファレンス時間の中で効果的に話し合えるよう、カンファレンスシートを作成した。

解決したい事項や情報をシートに記入し、スタッフ全員が事前に内容を読んでからカンファ

レンスに臨み、問題提起を意識するという体制をとった。そして、チーム活動の最終評価よ

り、「大体出来た」を得ることができた。今後も積極的に問題が提起され、スタッフ間で解決

策を検討していくカンファレンスを目指していく。また、提起された問題の看護計画への反

映は「あまり出来ていない」という回答が70％あった。次年度は、提起された問題の看護計

画への反映・評価を強化していきたい。勉強会は、「固定チームナーシング」「訪問看護事故

対応策」「精神科看護」「褥瘡対策」について実施できた。そして、理学療法士による「床上

安静時の下肢筋力強化」「在宅呼吸療法」の勉強会も実施し、日々のケアで実践している。次

年度も、スタッフの訪問看護師としての能力を向上させ、多職種との連携を強化し、利用者・

家族が安心して在宅療養が継続できるようサポートしていく。 

（文責：吉野 深雪） 
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⑾  健康診断センター 

目標１．がんの早期発見のための支援ができる。 

経過・結果：大腸がん検診の精密検査の受診率の向上のための取り組みは、３年目となるが、

今年度新たに取り組んだ活動は、集団健診受診者で、３年連続便潜血陽性で、精密検査を受

診していない方に対して受診勧奨の手紙の郵送を行った。 

４月から12月まで集団健診の大腸がん精密検査受診率は19.7％であり、昨年度の17.5％よ

り上昇した。人間ドックでは46.9％であり、昨年度より少し低下したが、当院への受診率は

59.2％であり昨年度より上昇している。ドック当日に大腸カメラの予約、検査の説明まで実

施する一貫した関わりの成果がでていると考えられる。また、医師による乳腺視触診検査の

廃止の方向に合わせて（一部健保や行政がん検診では視触診を実施している）、乳がんの早

期発見のための自己触診の方法についてのパンフレットを作成して、人間ドック受診者を対

象に指導を実施することができた。モデルを使って個別指導にも取り組むことができた。 
 

目標２．生活習慣病予防のための保健指導を充実させる。 

経過・結果：３年前より重点的に取り組んできた糖尿病予防のための保健指導に加えて、今年

度はCKD予防のための保健指導を人間ドック受診者対象に実施した。 

糖尿病予防のための保健指導に関しては、昨年度指導を実施して、今年度もドックを受診

した方で、HbA1cが改善したのは33％であり、昨年度の37％よりは減少したが、指導の成果

が見られた。 

CKD予防に関しては、ドック受診者でeGFRが60未満の方を対象にパンフレットを作成し、

腎機能予防のための保健指導を実施した。指導を実施し、記録を残せたのは154名であった。

実際に指導を行っていても、入力ができず、記録が残せていない事例があることや、指導対

象者の優先順位のつけかたなどが、今後の課題である。 
 

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：平成27年度に初回面談を実施した特定保健指導件数は、360件であり、昨年度より、

20件減少している。今年度、一企業との契約がなくなり（企業内で保健師を雇用したため）、

減少が予測されていたが、他健保の受託件数が増えたため、影響は最小限に留まった。改善

率については、一年間に評価を実施した279件のうち、体重３㎏以上、腹囲３㎝以上減少した

事例は、28.9％であり、ほぼ目標値を達成した。 

事例検討会は毎月計画していたが、業務の都合で２か月に１回程度の実施となり、全ての

保健師が事例の提供をすることはできなかった。また、自己・他者評価は行えていない。 

スタッフの入れ替わりもあり、質の担保のための評価を確実に行う体制を作っていくこと

が課題である。 
 

目標４．他職種と協働し、健康診断の精度管理の向上を図る。 

経過・結果：月に一回開催される健診センター内での他職種との話し合いの場において、精度

管理についての話し合いを行うことができた。 

今年度は、特殊健診についての外部研修に多職種で参加し、改めて、特殊健診についての

課題を明確にすることができた。 

今後、研修会の開催を継続して行ない、課題に取り組んでいくようにしたい。 
 

目標５．受診者満足度の向上を図る。 

経過・結果：健診センターに対しての受診者から寄せられた苦情の中で、看護科職員に対して

の接遇に関するものはなかった。また、ドック受診者を対象に実施した満足度調査の結果、

看護師の接遇に関しては、昨年度と同様高評価が得られた。 

全体会や、日々のカンファレンスの中で、接遇についての話し合いは、適宜持つことがで

き、全てのスタッフが接遇の向上を意識して日々の業務に取り組む風土ができている。 

（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15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27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５日 創傷(褥瘡)処置 褥瘡を含めた創傷処置の基本的な方法を学ぶ。 

６月12日 

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。 

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。 

７月９日 蕾研修 
３か月を振り返り、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か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22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。 

８月29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27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。 

９月７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 

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

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。 

９月30日 彩り研修 
チェックリストによる｢できること｣｢できないこと｣の確認及び６か月間を

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５日 美咲研修 
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 

６月９日 

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。 

６月12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。 

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。 

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。） 

８月７日 看護必要度と記録 
看護記録に関する基礎知識と看護必要度を理解し、看護必要度評価を裏付け

る記録の書き方を学ぶ。 

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 
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14日 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。 

11月11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。 

12月３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。転倒転落等に

よる外傷への対応（止血方法）を学ぶ。 

12月14日 
廃用症候群予防 

関節可動域訓練 

廃用症候群予防の重要性を理解する。廃用症候群リスクのアセスメント方法

を知る。廃用症候群予防のための他動・自動運動（関節可動域訓練）の方法を

習得する。 

１月19日 羽ばたき研修 
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 

５月12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。 

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。 

６月10日 看護必要度と記録 
看護必要度と看護記録の基礎知識を再学習し、患者・看護の見える記録がで

きる。 

７月31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24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。 

９月29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。 

10月26日 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。 

12月17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７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。 

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 

６月３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。 

６月30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31日 看護経営学 
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。 

12月4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15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 

５月22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。 

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。 

６月24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。 

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８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。 

７月30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26日 看護倫理 
実際の事例で倫理的問題検討を行い、看護場面での倫理問題を明確化し分析

するための方法および原則を理解する。 

９月９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。 

10月25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。 

１月15日 

１月20日 

輝きⅠ研修 

(キャリアデザイン研修) 

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 

５月28日 

６月４日 

６月25日 

看護倫理 

身近な事例で倫理的問題検討を行い、倫理的問題を明確化し分析する方法を

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リーダーシップを取

ることができる。 

７月30日 

８月４日 

８月11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。 

10月５日 

10月29日 

11月26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。 

12月９日 

12月24日 

１月12日 

輝きⅡ研 

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 

８月６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-技術）を学ぶ。 

９月７日 

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。 

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理解する。 

誤投与防止における私達看護師の責任を再認識するとともに、後輩指導に活

かす。 

10月30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  退院支援 SFNP 
月 日 研 修 名 ね  ら  い 

７月27日 

退院支援の基本的な考え方 
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。 

退院支援に係る多職種の役割と連携 
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。 

社会資源の基礎知識 
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。 

８月28日 芙蓉の丘見学 老人施設実習を通し、退院調整に必要な知識を学ぶ。 

10月７日 

10月８日 
訪問看護の実際(実習) 

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

の実際に触れる。 

10月23日 

在宅に向けた排泄ケア 
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 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。 

11月27日 退院支援における意思決定支援 
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。 

１月22日 事例発表会 
研修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。 
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⑨  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。 

８月17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。 

９月８日 Ⅰ・Ⅱ 

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。 

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 

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。 

10月２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。 

10月２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。） 

10月24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。 
12月３日 Ⅰ・Ⅱ 

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。 

12月３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 

静岡県看護協会 

糖尿病看護の基礎 
５月12日 

患者自身が日々の生活をセルフマネジメントできる能力を持て

るようサポートするため、糖尿病の病態や治療と動向などの基本

的知識を学び、糖尿病患者に必要な看護援助を理解する。 

3名 

静岡県看護協会 

看護と倫理Ⅰ 
５月13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 

感染管理Ⅰ 

感染予防の基礎知識 

５月29日 
感染管理に必要な基礎的知識や最新の技術を学び、現場の問題解

決に携わっていく方法を学ぶ 
3名 

S-QUE研究会 

日本臨床看護マネジメント学会 

重症度、医療・看護必要度評価者院内

指導者研修 

６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 

医療・病院管理研究協会 

看護管理研修 
６月26日 チーム医療における看護師の役割 2名 

静岡県看護協会 

看護研究の第一歩 
６月27日 

研修初心者を対象とし、「看護研究とは何か」「研究のテーマの絞

り込み」に焦点を学び深め「看護研究の基礎」研修につなげる 
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－ 

７月２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。 
10名 

日本看護協会インターネット配信研

修［リアルタイム］ 

災害医療と看護（基礎編） 

７月９日 

～10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。 
2名 

静岡県看護協会 

平成27年度新入会員研修 

７月27日 

８月10日 

１．看護専門職能団体の組織・活動を理解し、加入の意義がわか

る。 

２．仲間とともに、看護職能人としてｷｬﾘｱ発達をめざす自分作り

の機会とする。 

３．同世代の新人看護職と交流を深め、ネットワークをつくる。 

9名 

医療・病院管理研究協会 

看護管理研修 
６月26日 看護ミドルマネジャーコース 1名 

静岡県看護協会 

医療安全管理者養成研修 

７月29日 

～11月17日 

（８日間） 

医療安全管理者として必要な基礎的知識・技術・態度を学ぶ。ま

た、各施設における医療安全の推進を図るための実践能力を習得

する 

1名 

静岡県看護協会 

訪問看護師養成講習会 

７月31日 

～１月29日 

高齢社会を迎え要介護者等の医療機関や施設から在宅への移行

がすすめられている。その中で継続した在宅での療養生活を可能

にするために、質の高い看護サービスが提供できる訪問看護師の

育成 

1名 

静岡県看護協会 

ファシリテーター研修 

８月４ 

～10月11日 

（６日間） 

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。 

1名 

静岡県看護協会 

リーダーナース研修 

－コミュニケーション－ 

８月17日 
組織・チームで働くリーダーとして、自己の傾向を知りコミュニ

ケーション能力を高め対人能力を養う 
1名 

全国自治体病院協議会 

看護管理研修会 第１回 

８月19日 

～21日 

看護師長が行う病院経営 

看護管理者のためのストレスマネジメント  等 
1名 

静岡県看護協会 

看護職員管理者の相互研修 

暮らしをつなげる看護職員のための

研修 

８月24日 

～11月25日 

（４日間） 

１．地域包括ケアシステムの理解と看護職の役割を理解する 

２．「その人の暮らし」に主軸をおいたマネジメントについて、

事例を通して要点を明確にする 

３．自施設及び連携施設の看護職の役割を理解し、連携の在り方

を考えることができる 

2名 

静岡県看護協会 

看護職員実習指導者等講習会 

９月１日 

～12月18日 

（40日間） 

看護職員の臨床教育の充実に必要な知識・技術・態度を習得し、

人間尊重の理念に基づき、主体的に行動できる看護指導者の育成

をめざす。 

2名 

(内1名

は再受

講) 

静岡県看護協会 

トピックス研修 
９月５日 

看護職をめざす学生の多様（社会人経験、再入学等）な背景をど

のように理解し、教員あるいは現場の指導者として、教育的にど

のように関わるかについて学び、教員及び実習指導者の教育実践

能力の向上を目指す 

4名 

静岡県看護協会 

認定看護管理者教育課程 

セカンドレベル 

９月９日 

～12月22日 

第１線監督者または中間管理者に求められる基本的責務を遂行

するために、必要な知識・技術・態度を習得する 

施設の理念並びに看護部門の理念との整合性をはかりながら担

当部署の目標を設定し、その達成をめざして、看護管理過程が展

開できる能力を高める 

2名 

静岡県看護協会 

医療安全の基礎知識 

法的責任と倫理 

９月10日 
安全で質の良い看護を提供するための医療安全に関する基礎的

知識を学ぶ〈医療者に必要な法的知識・基本的考え方と倫理〉 
3名 
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S-QUE研究会 

日本臨床看護マネジメント学会 

看護管理者のための「重症度、医療・

看護必要度」の院内監査のあり方 

９月13日 

医療制度における看護必要度 

配置管理～看護マネジメントの方法と事例 

多職種連携を見据えての看護管理者の役割 等 

1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25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、

ある症状をもつ冠者のフィジカルアセスメントをするための判

断の過程について事例を通して学習する 

2名 

静岡県看護協会 

中堅看護職研修 
９月29日 

組織の活性化、離職防止策の一環として、中堅看護職を対象に役

割の理解と主体的に新人・後輩の育成・支援に関わるための知

識・方法を習得する 

3名 

全国自治体病院協議会 

臨地実習研修会 

９月29 

～30日 

人を教えること、育てることとは 

看護実践力育成の工夫 
1名 

静岡県看護協会 

リーダーナース研修 

－問題解決技法－ 

９月30日 

～１月15日 

（３日間） 

問題解決技法の一つであるＫＪ法を用い、組織の中での立場、役

割における重点課題を抽出し、解決策を導き出し、それを実践評

価する一連の過程を学習する 

2名 

東部看護管理者会 

定例会 
10月３日 シンポジウム「地域で考える認知症ケア」 1名 

静岡県看護協会富士地区支部 

ステップアップ研修 
10月９日 

医療現場に活かすコミュニケーションを学ぶ 

他施設との仲間と語り合いネットワーク作りの場とする 

自己を振り返り一人一人が明日の元気に繋がる行動指針を見出

す 

4名 

静岡県自治体病院協議会 

看護部長会研修会 
10月16日 活き活きした職場づくりのためのモチベーションアップ研修 3名 

静岡県看護協会 

男性看護師研修会 
10月17日 

男性看護師の方々の実践と将来への思いを共有し、参加者と対話

する 
2名 

静岡県看護協会 

ナラティヴ・アプローチ 

－看護を語る風土を作る－ 

10月18日 

～１月25日 

（５日間） 

ナラティヴ・アプローチを体感する。「語る」「聞く」を通して看

護を深め、看護実践をより豊かにする 
1名 

静岡県看護協会 

新人看護職員研修看護技術 

－フィジカルアセスメント－ 

10月22日 
臨床で活用できるフィジカルアセスメントの知識と技術を習得

する 
4名 

静岡県看護協会 

効果的なプレゼンテーション技法 
10月24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－ 

10月30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。 

2名 

静岡県看護協会富士地区支部 

災害看護地区研修 

10月30日 

11月14日 

災害医療・看護とは 

災害看護演習等 
2名 

静岡県看護管理者会 

中間管理者研修会 

11月４日 

～６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・

技能を習得し、管理の仕方を見出すことができる 
1名 

静岡県訪問看護ステーション協議会 

医療機関の看護師研修 

11月７日 

～12月３日 

（４日間） 

在宅医療に関する知識の習得及び訪問看護師との合同研修によ

り訪問看護の現状、課題や専門性を理解し、入院患者が適切に在

宅へ移行するための連携方法について学ぶ 

1名 

静岡県看護協会 

災害看護一般研修Ⅰ 
11月９日 災害に関する意識の啓蒙を図る（災害の基礎知識・クロスロード） 2名 

静岡県看護協会 

多職種連携強化交流会 
11月14日 

多職種が各々の役割を十分に発揮できるチーム医療を構築する

ための方法を学び実践に役立てる。 

5名（多

職種含） 

認知症看護認定看護師会 11月15日 IPE/IPWの基本的な考え方と認知症ケア 1名 

日本看護協会インターネット配信研

修［リアルタイム］ 

認知症高齢者の理解と看護  基礎編 

11月18日 
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

基づいた看護を学ぶ。 
3名 

日本看護協会インターネット配信研

修［リアルタイム］ 

高齢者の終末期における倫理的問題 

11月19日 

～20日 

病態が複雑かつ虚弱な高齢者が、安らかな最期を迎えるための医

療のあり方と、終末期における倫理的問題について理解を深め、

よりよいケアについて考える 

3名 

日本脳神経看護研究学会東海地方部

会 
11月21日 東海脳神経看護セミナー 1名 

静岡県看護協会 

看護と倫理Ⅱ 

11月26日 

～27日 

患者の権利擁護者としての役割や倫理的対応を理解し、実践の場

で体験する倫理的問題を分析し、解決の方法を学ぶ 
1名 

日総研 

医療事故調査制度に対応した安全管

理活動と看護師の役割 

11月28日 

医療事故調査制度の理解 

安全管理活動の実際 

看護師の役割  等 

2名 

静岡県看護協会 

糖尿病重症化予防のフットケア 

12月２日 

～４日 

（３日間） 

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 

平成27年度看護補助者活用促進のた

めの研修会 

12月10日 

看護現場における看護職員と看護補助者との協働を効果的・効率

的また円滑なものとすることを通じて、看護現場における勤務環

境の改善や、さらにはそれを踏まえた看護の質の向上を推進する 

5名 
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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11 

～１月13日 

（５日間） 

教育担当者としての役割を理解し、部署における計画的な新人看

護職員研修を行うため必要な知識を学ぶ。また、実地指導者への

助言・指導、新人看護職員の指導･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11日 

～１月21日 

（５日間） 

実地指導者としての役割を理解し新人看護職員の実地指導を行

うために必要な指導・評価の方法を学ぶ 
3名 

静岡県看護管理者会 

中間管理職研修 
12月22日 

組織の活性化、離職防止対策の一環として、組織の要である中間

管理職が自己を振り返り役割を認識しブラッシュアップするこ

とで充実感・満足感を持って働き続けることができる 

1名 

静岡県自治体病院協議会 

看護部長会研修会 
12月25日 

笑いのノウハウを活用した即現場で実践できるコミュニケーシ

ョン術やなんでやねん力を使った物事をひも解く力を高める 
4名 

静岡県看護協会 

スピリチュアルケア 
１月８日 

スピリチュアルケアとは何か。超高齢化社会をむかえて生き方が

問われる現在、「自分らしく生きる」、あなたを「あなたらしく生

きる」ことを大切にするケアについ考える。 

5名 

静岡県看護協会 

災害支援ナース育成研修 

１月16日 

～18日 

災害看護の特殊性を理解するとともに、専門的知識・技術を習得

し、被災者及び被災地域の為に、災害支援ナースとして活動でき

る実践能力を習得する。 

災害支援ナースとして参加する上での自己完結の心構えと行動

そして必要な準備について習得する。 

1名 

静岡県看護協会 

がん看護－緩和ケア－ 
１月26日 

がん患者に多くみられる主な症状をマネジメントし苦痛を軽減

するため、がんのあらゆる病期の患者・家族に必要な緩和（全人

的）ケアについて学ぶ。 

8名 

静岡県看護協会 

急性期と回復期をつなぐ脳卒中リハ

ビリテーション看護 

１月28日 

脳卒中の急性期から回復期・生活期につなげるための脳卒中リハ

ビリテーション看護の要点を学習し、個々の状況にあわせてケア

（生活の中）にリハビリテーションをとりいれる方法を学ぶ 

2名 

静岡県看護協会 

看護師職能委員会Ⅰ病院領域交流会 
２月26日 医療提供体制の変化を踏まえた病院看護職の役割 1名 

静岡県看護協会 

看護師職能委員会Ⅱ 

施設・在宅看護師職能交流会 

２月17日 延命治療とその選択 1名 

静岡県看護協会 

小論文・レポートの書き方講座 
２月19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。 

2名 

静岡県看護協会 

災害看護一般研修Ⅱ 
３月11日 災害時にリーダーシップが発揮できるリーダーを育成する。 1名 
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３  院内看護研究会（H28年２月19日発表会） 
⑴  地域包括ケア病棟における退院調整・支援 

～パンフレットを使用し、不安のない退院を目指して～ 

   新３病棟  ○遠藤 さつき、遠藤 友梨子、内田 亜衣 

 

⑵  療養病棟での看取りパンフレットの導入 

～パンフレットの実態調査を通じて、パンフレットの活用方法を考える～ 

西３病棟  ○松岡 忠行、澤田 純子、原 恵美子 

 

⑶  一般病棟における認知症高齢者のBPSDへの対応から得られた患者反応 

～QOL向上を目指して～ 

東３病棟  ○太田 絢子、伊澤 寿奈、若杉 佐知子、稲葉 映 

 

⑷ 血液透析患者のフットケアに対する意識調査 

透析センター  ○谷口 香織、望月 美幸 

 

⑸  大腸内視鏡検査看護の問題点を探る 

～記録に焦点を当てて～ 

外来  ○大村 美保、渡邉 由佳、望月 佳代、山本 清美 

 

⑹  ターミナル期にある患者・家族との関わりを振り返る 

～デスカンファレンスを実施して～ 

    東２病棟  ○望月 大輔、中嶋 あけみ、遠藤 薫 
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４  認定看護師の活動報告 
⑴  感染管理認定看護師 

①  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、 

 ハンドソープ（ＳＡＲＡＹＡ）の変更 

 擦式手指消毒剤の見直しと検討、決定（ウエルフォーム・ステア®ジェル：リフレッシ

ュアロマの２種類に決定） 

 マニュアル作成及び改訂 

≪作成≫ 

中東呼吸器症候群（MERS）コロナウイルス感染症（2015年６月） 

≪改訂≫ 

疥癬（2015年８月） 

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）（2015年８月） 

医療廃棄物処理方法/非感染性廃棄物（廃プラスチック類）一覧（2015年８月） 

共立蒲原総合病院 院内感染対策のための指針（2015年９月） 

イ  感染対策チーム（ICT） 

 ICTラウンド（週１回の環境ラウンド→結果を部署へフィードバック）の結果をICCへ報

告・検討 

 地域の啓蒙活動：11月７日健康フェスタ（由比生涯学習交流館）で咳エチケットキャン

ペーンにてマスクの配布 

 病院内の啓蒙活動：11月24日（10：30～）認定委員会主催の玄関ホールで咳エチケット

キャンペーンにてマスクの配布 

 インフルエンザ予防対策：ワクチンの推進→外来・入院患者・職員のワクチンを実施。

呼吸器衛生/咳エチケットに関し、一年を通してポスターにて啓蒙活動 

 全職員の研修会を２回開催 

前期：６月18日（木）・24日（水） 

武田薬品による「医療従事者のワクチン接種の重要性」 

後期：12月10日（木）・16日（水） 

佐藤によるPPE（個人防護具の正しい着脱方法について）受講生対象にケースス 

タディで実施 

 診療報酬改定による感染防止対策加算「１」「２」に係る地域連携カンファレンス実施 

「１」（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、１月27日、２月17日に開催 

「２」（新富士病院）に関しては、テーマを決め、５月26日（手洗い・手指消毒おける感

染対策）、８月11日（N95フィットテストの方法）、11月10日（テルモ富士宮工場の見学)・

３月８日（インフルエンザとノロウイルスの事例検討）の４回開催 

ウ  看護部リンクナース委員会 

ICTとの連携を執りながら、「各部署の擦式手指消毒剤使用量を調査し、かつ問題点を明確

にすることによって、手指衛生の状況を把握する」及び「手指衛生（擦式手指消毒剤）が必

要な場面を理解し、適正使用への習慣化を目指す」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 
 № 日程 時間 依頼元 研修内容 

看
護
部
教
育
委
員
会
（
ラ
ダ
ー
教
育
を
含
む
） 

1 ５月19日 14:00～15:00 ラダーⅠの１ 

プレシャスナース 

針刺し防止への感染予防対策 

2 ５月22日 13:15～14:45 ラダーⅣ 結核患者への対応大丈夫ですか？ 

3 ６月12日 14:45～16:45 ラダーⅠの１ 適切に個人防護具を使用していますか？ 

4 ７月23日 13:15～14:45 ラダーⅠの２ 感染経路別予防策 

5 ９月29日 15:00～16:30 ラダーⅡ 培養検体の採取方法 

6 10月５日 15:00～16:30 ラダーⅣ認定 予防接種について 

7 10月29日 15:00～16:30 ラダーⅣ認定  

8 11月26日 15:00～16:30 ラダーⅣ認定  

9 ４月７日 10:45～12:00 プレシャスナース  

10 ５月29日 ８:00～10:15 プレシャスナース  

11 ６月２日 13:00～14:30 プレシャスナース  

12 ７月２日 14:30～15:30 プレシャスナース  

13 ９月２日 10:00～11:00 プレシャスナース  

14 10月７日 13:00～15:00 プレシャスナース  

15 10月８日 13:00～15:00 プレシャスナース  

16 12月２日 14:00～15:30 看護助手 対応大丈夫！もうすぐ流行シーズン！ノロウィルス 

17 12月９日 14:00～15:30 看護助手  

院
内
研
修 

18 ４月２日 10:30～12:00 事務部 新採用職員オリエンテーション 

19 ７月８日 15:00～16:30 事務部 医師事務作業補助研修会 

20 ７月24日 15:00～16:00 看護部 高校生１日ナース体験研修会 

21 12月１日 11:00～12:00 看護部 中学生職場体験研修会 

22 12月10日 16:45～18:30 病院 後期感染研修会 

23 12月16日 16:45～18:30 病院 後期感染研修会 

院
外
研
修 

24 ７月７日 13:30～15:00 医療法人財団百葉の会デイホスピタル 「これでバッチリ！食中毒予防」 

25 ９月27日 １日 2015富士健康まつり 感染  手洗い体験 

26 12月６日 13:00～16:30 グランシップ 平成27年度  第２回感染対策セミナー「相談コーナー」 

27 11月20日 16:45～18:30 芙蓉の丘 ノロウィルス 

28 12月18日 16:45～18:30 芙蓉の丘 インフルエンザ 

 

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  院内は、多方面（外来・病棟部門、中材・OPE室、薬剤部、放射線科、栄養管理室、健診

等 ）、にわたり実施した。 

イ  院外は、12月に社団法人：静岡県病院協会主催の「平成27年度 第２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８日、６月５日、７月３日、８月７日、９月４日、

10月２日、11月６日、12月４日、２月５日、 

イ  北里大学感染制御研修会：東京 ７月11日、８月１日、９月５日、10月10日、12月５日 

ウ  静岡県感染対策セミナー：静岡 10月11日、12月６日 

エ  結核医療従事者等研修会：富士 12月４日 

オ  平成27年度結核コホート検討会：静岡 ２月19日 

カ  第31回日本環境感染学会総会：京都 ２月19日～20日 

（文責  佐藤 八千代） 
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⑵  救急看護認定看護師 

①  院内教育活動 

ア  看護部ラダー研修講師 

Ⅰ－１ フィジカルアセスメント  ７月22日 

救急看護  ８月27日 

Ⅰ－２ フィジカルアセスメント  11月11日 

救急看護 12月３日 

Ⅱ   フィジカルアセスメント 10月26日 

救急看護  １月７日 

Ⅳ   救急看護「家族看護・危機理論」９月９日 

イ  健診センター職員対象の勉強会 

「熱中症について」  ８月10日・11日 

 

②  救急看護に関する自己研鑽 

第５回静岡中部地区救急・集中治療研究会  静岡  １月22日 

災害看護一般研修Ⅱ  静岡県看護協会  ３月11日 

 

③  実習受け入れ 

消防学校救急科入校による病院研修  ２名  ２月22日 

（文責  岡下 和代） 
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⑶  がん化学療法看護認定看護師 

①  院内研修 

ア ハラヴェン®療法について 外科外来 ４月１日 

イ がん化学療法の基本的知識と看護（FOLFOX＋BV療法） 東３病棟 ４月27日 

ウ がん化学療法の基本的知識と看護（FOLFOX＋BV療法） 東３病棟 ４月28日 

エ レミケード®療法について 内科外来 ５月14日 

オ AC療法について 東３病棟 ６月１日 

カ XELOX療法について 内科外来 ６月５日 

キ AC療法について 外科外来 ６月19日 

ク アブラキサン®療法 外科外来 ６月26日 

ケ ナベルビン®勉強会 東３病棟 ８月３日 

コ 薬剤曝露（院内リスク対策研修） 院内研修 ９月７日 

サ 肺がんの化学療法（CE療法） 東２病棟 11月13日 

シ ジェムザール®療法 内科外来 12月21日 

ス レミケード®療法 東２病棟 １月25日 

セ アービタックス®単剤療法 内科外来 ２月15日 

 

②  学会発表 

第53回  日本癌治療学会学術集会  10月29日～30日  国立京都国際会館 

閉鎖式接続器具の実技訓練 

～小規模施設での抗がん剤曝露対策の導入と質的管理～ 

 

③  がん化学療法看護に関する自己研鑽 

ア  がん看護エクセレントプログラム  講義編 11月29日  静岡県立静岡がんセンター 

イ  日本がん看護学会学術集会参加  ２月20日～21日  幕張メッセ 

 

④  外来化学療法委員会活動 

ケモカンファレンス ２か月毎（医師、看護師） 

 

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  活動日の活動内容 

ア 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 

イ 褥瘡診療計画書に関する介入と予防ケアの実施 

褥瘡に関する危険因子の評価件数：2,224件 

褥瘡に関する診療計画書作成患者件数：917件 

褥瘡に関する診療計画書を実施・評価した患者件数：917件 

ウ 褥瘡患者ラウンド 

エ コンサルテーション（褥瘡・人工肛門・創傷・失禁） 

オ 体圧分散寝具の管理（圧切り替え型） 

カ 褥瘡予防に関する用品の購入選定と決定 

 ステージア３枚（エアマットレス） 

 ミントＢ：５個 ミントＦ：５個 ピーチ ラージ：５個（ポジショニングピロー） 

キ 皮膚科医師に同行し褥瘡・熱傷・下肢潰瘍ケアの実施 

ク 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 4.27％ 0.19％ 

療養病棟 10.21％ 0.62％ 

全  体 7.86％ 0.46％ 

 

② 皮膚・排泄ケア認定看護師 

ア 看護部ラダー教育研修講師 

ラダーⅠ－１      ６月５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       ５月12日        「褥瘡予防と褥瘡評価」 

ラダーⅣ       ６月24日        「実践あるのみ褥瘡ケア」 

ＳＦＮＰ        10月23日        「在宅に向けた排泄ケア」 

主任          11月16日・30日  「褥瘡の基本」 

プレシャスナース  ５月28日       「褥瘡と褥瘡予防」 

イ  ラダー研修以外の院内・院外講師 

高校生１日ナース体験  ７月24日 

「患者さまの入院環境」 

静岡看護協会教育研修  ６月17日 

「褥瘡ケアの基礎」インストラクター 

静岡県中部ＷＯＣネットワーク  ６月20日 

「術前のストーマケア」講師 

「ストーマケア実習」 インストラクター 

芙蓉の丘  ９月９日 

「終末期の安楽を考えたマット・ポジショニングピロー選択」 

褥瘡対策委員会主催院内研修会  10月14日・28日 

「ちょっと役立つおむつの話」 

 

③  皮膚・排泄ケア認定看護師に関する自己研鑽 

ア 第49回静岡ストーマリハビリテーション講習会  ６月20日 

イ 第24回日本創傷・オストミー・失禁管理学会学術集会  千葉  ５月30日・31日 
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ウ メディカルケアサポートセミナーIN静岡  ９月12日 

エ 第2回日本創傷・オストミー・失禁管理学会  神奈川県ネットワークセミナー  11月７日 

オ がん看護エクセレントプログラム  静岡がんセンター  11月29日 

カ 第33回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会  山梨  ２月20日 

キ 装具選択に必要な観察とアセスメントセミナー  静岡  ３月26日 

 

④  褥瘡ケア・NST委員会活動 

ア 褥瘡対策マニュアルの一部変更 

イ 褥瘡対策に関する診療計画書の徹底 

ウ 褥瘡評価方法の徹底と指導 

エ ASOに対する臭い対策 

オ おむつ使用状況確認と正しい使用方法 

 

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（１回/年） 

「ちょっと役立つおむつの話」  講師  10月14日・28日 

 

⑥ 認定看護師会（毎月１回開催） 

看護外来  １月25日  「スキンケアとスキンテア」 

（文責  久保 美咲） 
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⑸  透析看護認定看護師 

透析看護認定看護師の実践の目的は 

 患者に安全・安楽な透析を提供する 

 透析をしながらも、その患者・家族にとって最良の生活ができるよう支援する 

と考え日々活動をしている。 

 

①  院内看護相談 ３月24日 

 

②  院内新人看護師への研修会  ３月３日 

 

③  学会発表 

「高齢透析患者を支える透析室看護師の役割」  10月３日  東京女子医科大学 

 

④  看護学校講師 

腎不全・透析看護  12月11日  ＪＡ静岡厚生連するが看護専門学校 

 

⑤  院外講師 

透析患者のフィジカルアセスメント  ２月５日 富士宮市立病院 

 

⑥  透析看護における自己研鑽 

第60回 日本透析医学会学術集会・総会  ６月27日・28日  パシフィコ横浜 

第９回 日本慢性看護学会学術集会      ７月４日・５日  大阪医科大学 

第22回 日本家族看護学会・学術集会    ９月５日・６日 国際医療福祉大学 

第30回 日本糖尿病合併症学会          11月27日・28日 愛知県産業労働センター 

（文責  谷沢 美恵子） 
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⑹  脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 

平成27年７月に日本看護協会の認定審査に合格し認定看護師として活動を始めました。 

「脳卒中リハビリテーション看護」では、急性期・回復期・維持期を通して、一貫した生活再

構築へのプロセス管理とセルフケア能力を高めるための計画的な回復支援を行うことで、個々の

障害に応じた自立支援を目指し退院に向け援助を行うことが重要とされています。 

平成27年度は初年度であり、まずは当院の脳卒中入院患者の現状、脳卒中患者に関わる看護師

の現状を把握することを目的として活動を始めました。 

 

①  実践 

ア 東３病棟脳神経外科患者に対する日常看護ケア 

イ 脳卒中患者のデータ収集 

 

②  勉強会 

看護部院内ラダー研修講師 

ラダーⅠ－１ 「廃用症候群・関節可動域」 ７月９日 

ラダーⅠ－２ 「廃用症候群・関節可動域」 11月14日 

 

③  コンサルテーション 

 

④  自己研鑽 

ア 脳卒中リハビリテーション認定看護師フォローアップ研修  10月７日 

イ 第３回東海脳神経看護セミナー  11月21日 

（文責 稲葉 映） 

- 118 -



 

⑺  認知症看護認定看護師 

①  認知症看護に関する自己研鑽 

ア  認知症看護認定看護師会          11月15日・２月７日 

イ  東海地区認知症看護認定看護師会  ２月20日 

ウ  認定看護師キャリアアップ研修  １月16日 

エ  ユマニチュード 入門コース    11月19日・20日 

オ  キャラバン・メイト養成研修    11月１日 

 

②  コンサルテーション 

 

③  認定看護師会 （毎月1回開催） 

（文責  齋藤 美和） 
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