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小児総合医療センター  

テーマ名 

子ども一人ひとりの個を見つめ介入していくための情報共有の方法 

 

サークル名 みんなでシェアしちゃお！ 

 メンバー名 看護科手術室◎○川島由香、大島真希子、村越由梨、泉谷有希子、長根由佳 

医事課 相馬健志 

育成課 桜井優子、杉渕早苗、小林美和子、福原栄子 

１．テーマ選定理由 

当院は一人の子どもに、たくさんのスタッフが関わっている。子ども一人ひとりの成長発達に応じた

説明や関わりが重要な小児医療を提供する当院にとっては速やかな職員間の情報共有が課題である。 

子どもの様子や関わりの内容を可視化し、共有することは、当院の理念である『子ども中心の医療の

提供』を実現していく上でも重要であると思い、このテーマを選定した。 

２．現状と問題点 

 検査や手術は特殊な環境で医療行為を受ける時間であり、心身ともに危機的な状況と感じる子どもも

少なくない。その為に、プレパレーション等の技術を日々駆使ししながら子どもと関わっているが、そ

こから得られたエピソードは各部門内での共有に留まっている。二次システムを使用している手術室、

検査科、放射線科においては、子どもの情報を得る為に電子カルテ内の膨大な量の記録を辿る必要があ

る。電子カルテは情報がパターン化されることで保存や検索に優れており、質の高い医療の提供のため

の必然である。しかし、電子カルテを開いた時に、どんな子どもで、今までどのような検査や治療の経

験があり、それをどのように乗り越えてきたのか、その時に医療スタッフのどのような関わりがあった

のかを、簡便に病院全体で共有できるシステムはない。情報の共有は、より充実したチーム医療を提供

していく上で必要であると考えた。 

３．改善策 

 電子カルテ内に、『様々な場面での子どもの様子や関わりについて、どの職種でも簡単に入力ができる』

『入力されたものは患者カルテを開いてすぐに閲覧出来る』この二点を併せ持った小児総合医療センタ

ー独自のシステムを富士通システムエンジニア（以下、富士通 SE）の協力を得て作成した。試行として

発案のきっかけとなった手術室と、検査科、専門外来で積極的に入力を行い、病棟ではその情報の閲覧

を行った。 

４．結果、今後の取り組み 

 期間中の入力例としては「採血後に貼っている妖怪ウォッチのシールを集めてシールノートを作成し

ている。採血中も妖怪ウォッチのビデオに集中していて順調に採血が行えた。」などがあり、閲覧したス

タッフからは「手術室でどんな反応をしていたのか、病棟看護師も家族に話せたのでよかった。」「同じ

処置を行うにしても、前回どのような関わりをしていたのか共有できて、準備がしやすくなった。」と概

ね好評であった。今後も、特に手術前後の子どもを対象とした入力を継続して実施し、トライアル・ア

ンド・エラー形式で院内に広く認知され、電子カルテの中から“その子が見える”システムを確立して

いきたいと考えている。 
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小児総合医療センター  

 

テーマ名 

子ども一人ひとりの個を見つめ介入していくための情報共有の方法 

 

サークル名 みんなでシェアしちゃお！ 

 メンバー名 看護科手術室◎○川島由香、大島真希子、村越由梨、泉谷有希子、長根由佳 

医事課 相馬健志 

育成課 桜井優子、杉渕早苗、小林美和子、福原栄子 

 

１．テーマ選定理由 

当院は一人の子どもに、たくさんのスタッフが関わっている。病棟看護師、外来看護師、検査技師、

薬剤師、栄養士、手術室看護師等、関わる職種は子どもの疾患・障害によって様々である。また、同じ

職種であっても、常に同じスタッフが関わることができるとは限らない。子ども一人ひとりの成長発達

に応じた説明や関わりが重要な小児医療を提供する当院にとっては速やかな職員内の情報共有が課題で

ある。 

 手術室看護師は、手術を担当する子どもの病歴や身体情報、社会的背景などの情報を電子カルテより

収集している。過去に手術歴があれば何年前の何歳の時に、何の手術を受けたかが分かる。しかし、手

術記録は二次システムを使用し、身体的変化や使用薬剤、手術経過に特化している為、入室してから麻

酔導入までの様子はどうだったか、嫌だと感じることはなかったかなど、その時の状況や、子どもにと

って手術がどのような体験になったか、という情報を得ることはできない状況にある。 

手術経験がない子どもも、術前には採血、心電図、レントゲン撮影などの各種検査が行われるが、そ

の時の様子が分かる情報を得ることは難しい。子どもの様子を知ることができれば、手術当日の関わり

にヒントが得られ、反対に、手術室での子どもの様子や関わりについての情報もまた、病棟での処置や、

他の医療体験の時の安全や安寧の確保、サービスの向上に役立つのではないかと考えた。子どもの様子

や関わりの内容を可視化し、共有することは、当院の理念である『子ども中心の医療の提供』を実現し

ていく上でも重要であると思い、このテーマを選定した。 

 

２．現状 

 手術室、検査科、放射線科のような専門部門は、毎日の業務が一期一会のように子どもと接する状況

にある。検査や手術は特殊な環境で医療行為を受ける時間であり、心身ともに危機的な状況と感じる子

どもも少なくない。その為に、プレパレーション等の技術を日々駆使ししながら子どもと関わっている

が、そこから得られたエピソードは各部門内での共有に留まっている。手術室、検査科、放射線科はそ

れぞれ専門の二次システムを使用して業務を行っており、互いの情報を閲覧することはできない。入院

している子どもは、医療以外にも衣食住、成長発達までの全般に渡り病棟看護師や保育士の密接な関わ

りがあり、その様子は電子カルテ内に記録されている。 
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３．問題点 

 外来看護師、保育士、病棟看護師による子どもとの関わりについて記載された記録を、手術室看護師

が閲覧しようとした場合、全科カルテより、カルテ記載された一日一日を辿っていかなくてはならない。

膨大な量の記録をスクロールしながら探すが、目的とする情報が存在しているかどうかも分からない状

況にある。二次システムを使用している手術室、検査科、放射線科においても、子どもの情報を得る為

に二次システムを使用し業務を行いながら、電子カルテ内の膨大な量の記録を辿る必要がある。 

 厚生労働省の『保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン 最終提言』によると電子カルテ

システムは医療の「情報提供」「質の向上」「効率化」を促進するものであり、診療にまつわるオーダー

や検査結果、投薬・栄養指示、診療記録、他科依頼などのフォーマットが定められ、情報がパターン化

されることで保存や検索に優れているとされている。治療の経過や方向性を知るための情報収集に困る

ことはなく、質の高い医療の提供のための必然である。しかし、電子カルテを開いた時に、どんな子ど

もで、今までどのような検査や治療の経験があり、それをどのように乗り越えてきたのか、その時に医

療スタッフのどのような関わりがあったのかを、簡便に病院全体で共有できるシステムはない。情報の

共有は、より充実したチーム医療を提供していく上で必要であると考える。 

 

４．改善策 

 電子カルテ内に、『様々な場面での子どもの様子や関わりについて、どの職種でも簡単に入力ができる』

『入力されたものは患者カルテを開いてすぐに閲覧出来る』この二点を併せ持った小児総合医療センタ

ー独自のシステムを富士通 SE の協力を得て作成した。 

 様々な部署で提供される子どもとの関わりに関する情報を病院全体で共有するためには、閲覧する側

が、入力者の職種や子どもと関わった環境を容易に理解できることが重要と考え、場面に応じた入力が

行えるよう、外来、検査、薬・栄養、病棟、手術室の５つのテンプレート『森の郵便局』を設けた。（図

１） 

 

 

図１ テンプレート様式各種 

 

 

 

            

入力日 職種 ｜▼ 入力者

生年月日 歳 ヶ月 担当科 　　　　　　　　　　　｜▼

　　　　　　　　　　　｜▼

病棟
　　■空の１番地 ■空の２番地 ■空の３番地 ■空の５番地 ■空の６番地
　　■森の１番地 ■森の２番地 ■森の３番地 ■森の４番地 ■森の５番地
　　■丘の１番地 ■丘の２番地 ■丘の３番地 ■丘の４番地 ■丘の５番地 ■丘の６番地
　　■風の１番地

場面
　　■起床時 ■食事 ■就寝時 ■入浴 ■その他
　　■おくすり ■さいけつ ■吸入 ■吸引 ■バイタル測定 ■包交

子どもの様子・かかわりの内容

　　　　　▲

　 　　　　　▼

〒　森の郵便局　〒
～病棟～

キャンセル カルテに展開

入力日 職種 ｜▼ 入力者

生年月日 歳 ヶ 月

好きな キャラクター

関わる際、気をつけること

子どもの様子・かかわりの内容

　　　　　　　　▼

　　　　　　　　▼

〒　森の郵便局　〒
～検査～

キャンセル カルテに展開

使用したDVD

がんばりポイント

入力日 職種 ｜▼ 入力者

生年月日 8 歳 5 ヶ月

場所

場面

子どもの様子・かかわりの内容

▲

 
▼

〒　森の郵便局　〒
～外来～

キャンセル カルテに展開

　　　　　　■専門外来　　　　■ER　　　　　　■測定室　　　　■その他

　　　　　　■　診察　　■　処置　　■　測定　　■　術前プレパレーション　　■　その他

平成28年8月17日 テスト　医師

2008/3/1
入力日 術式 ｜▼ 入力者

生年月日 8 歳 5 ヶ 月

■　DVD ■　音楽

■　マスクの香り

術前訪問時のかかわり

▲

 
▼

手術室でのかかわり

▲

▼

〒　森の郵便局　〒
～手術室～

平成28年8月17日 テスト　医師

2008/3/1

キャンセル カルテに展開

入力日 職種 ｜▼ 入力者

生年月日 歳 ヶ月

子どもの様子・かかわりの内容

キャンセル カルテに展開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲

〒　森の郵便局　〒
～薬・栄養～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼
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図２ 

入力されたテンプレートを閲覧するときは患者カル

テを開き、画面左側のナビゲーションの一番下に新たに

加えられた『 プレパレーション』をクリックすると入

力された日付が反映され、日付をクリックすると入力さ

れた記事を読むことができるシステムとした。（図２） 

テンプレートに『森の郵便局』という名称を特別に付

けたことには理由がある。情報を共有するためには、「こ

の子には、こういうことに気をつけてあげるといい」「こ

ういう関わり方で検査がスムーズにできた」「他の部署

や場面でも活用できるのでは」「みんなに知ってもらい

たい」と考えたスタッフの気づきによる入力

となるため、当院のコンセプトである“森の

ホスピタル”にちなんで親しみやすい名称を

決定した。 

システム作成と並行して、プレパレーショ

ン検討会やシステム委員会にて本 QC 活動の

趣旨や概要について数回にわたり告示を行っ

た。更に目的、使用方法等の詳細周知をどの

ように行うか検討の末、寸劇を取り入れた PR

動画を作成し、Windows ストレージサーバー

の小児総合医療センターより閲覧できるよう

にした。（図３） 

システム完成後、手術室、日帰り手術のプ

レパレーションや術前検査での関わっている専門外来、手術室での治療や検査件数の多い４つの病棟、

検査科に協力を依頼し、各部署で PR 動画と紙面での説明書を用い、説明会を行った。 

将来的には手術を受ける子どもだけではなく、病院全体での活用を目指したいと考えているが、院内

の認知を高めるためにも発案のきっかけとなった手術室と、入院前の外来での検査やプレパレーション

で子どもとの関わりがある検査科と専門外来で積極的に入力を行い、病棟ではその情報を閲覧すること

で試行を行った。 

 

５．結果 

 試行期間中、実際に入力された件数は１１４例である。実際に入力された内容例を表１に示す。 

表１ 試行期間中、入力された『森の郵便局』（一部） 

場面/入力者の職種 子どもの年齢/性別 記載内容 

専門外来/保育士 3 歳/女児 日帰りヘルニア手術の術前プレパレーション。年齢は低いが、質問にはしっかりと言葉で答える。

「聞きたいことありますか？大丈夫かなぁ？」の言葉かけに「大丈夫じゃない」と気持ちも言葉

図３ PR 動画の一場面 
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で表出できる。おどけた話し口調に笑うこともあり、おもちゃでのディストラクションは有効で

ると思われる。 

専門外来/保育士 13 歳/男児 歯科術前検査での関わり。電車が好き、特に西武線。DS を持参しているが、ゲームではなく電

車関係のソフト。とても詳しく話してくれる。見通しを付けることが必要。その時、本人がどう

していれば良いか、対処方法も話しておくと有効。いろいろな事に関して知覚が過敏であり、不

安も強く、痛みや不快を感じると息づかいや咳、涙など体の変化として現れる。それを我慢し、

頑張る力があるので、一緒に対処方法を考え待つ姿勢が必要。時には時間を切って背中を押すこ

とも有効であった。 

採血室/検査技師 7 歳/男児 採血後に貼っている妖怪ウォッチのシールを集めてシールノートを作成している。採血後のシー

ル探しも熱中するほど妖怪ウォッチが好きなようである。採血中も妖怪ウォッチのビデオに集中

していて順調に採血が行えた。 

手術室/看護師 3 歳/女児 手術という言葉は使わず、点滴をすることも言わないようにとのことであったので、手術室では

「身体にいろいろなシールを貼って、メロンの香りを嗅いで、そのあと先生に写真を撮ってもら

おうね」と説明した。少し不安げな表情をみせることがあったが、アンパンマンの DVD を見な

がら穏やかに麻酔導入できました。 

手術室/看護師 10 歳/男児 CV カテーテル入れ替えで複数回、手術室入室経験あり。DVD、音楽の希望を聞くと首を振って

いらないと意思表示あり。麻酔科医がマスクを当てようとすると嫌がったため、マスクでの導入

とチックンでの導入（静脈麻酔での導入）どちらが良いか尋ねると、マスクを選択。その後は抵

抗なく落ち着いて導入ができた。 

また、発達障害等はないものの恐怖心が強く、開業医での虫歯治療が困難な為、当院で全身麻酔下の

虫歯治療を行うことになった６歳男児には、外来→手術室→術後リカバリー室での記録がされ、『森の郵

便局』による情報の共有が実現した。（表２） 

 

表２  全身麻酔下日帰り虫歯治療の６歳男児の例 

 閲覧の協力を依頼した４つの病棟では、『森の郵便局』を使用することで「子どもの安全や安寧の確保

場面 記載内容 

術前外来 ラウンジで書類の最終確認をしている間、落ち着きなく動き回っている。 

検査に行こうと声をかけると、しばらくソファから動こうとしなかったがドラゴンボールの

話を始めると笑顔で返してくれ、スムーズに行くことができた。前回採血でもらったシール

は大切にカバンに貼っているとのことでした。 

手術室 母と同伴入室を行った。ドラゴンボールの話をすると、元気よく様々なことを教えてくれ

てスムーズに入室ができた。モニター類を付けたとき、「痛い」と言ったが、特に嫌がること

なく、母より「すぐにこういうことを言ってしまうんです。」とのこと。母に手を握ってもら

いながら、マスク換気も上手にできていた。 

術後リカバリー室 覚醒後、飲水を促すが「飲みたくない」と全く水を飲まなかった。妖怪ウォッチの DVD

を用意したが、「興味ない」と機嫌が悪かった。術後の疲労感や治療後の口腔内の違和感も影

響してか、母を強く叩いたりするような行動が見られ、最初は冷静に対応していた母も泣き

出してしまう状況であった。 
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に役立つと思うか」「サービスの向上につながると思うか」についてアンケート調査を行った。 

（図４、図５、表３） 

 

図４ 病棟アンケート①子どもの安全や安寧の確保に役立つと思うか？     図５ 病棟アンケート②サービスの向上につながる

と思うか？ 

 

表３ 病棟アンケート①、②に関する意見と、その他自由コメント 

①子どもの安全や安寧の確保

に役立つと思うか？ 

児がどういう反応をするのか事前に分かることで、術後の対応に活かせるのではないかと思う 

こどもが安心するおもちゃや遊びなどが分かれば、看護師も慌てずに対応できて良いと思う 

好きなものや、慣れているものがあれば児は落ち着くし、処置で興奮しやすい児なのかなどが分かるの

でよい 

②サービスの向上につながる

と思うか？ 

児の好きなものが用意されているのはサービス向上につながるが、全員に対応できるかは疑問 

手術前の様子が分かり、頑張ったことを病棟でも具体的にフィードバックできて良いと思う 

児とのコミュニケーションや関係形成に役立つ 

嫌な処置の際に看護師側も準備ができる 

その他 子ども自身が理解してケアを受けることができるため、業務効率が上がる 

システムに入力する時間の確保が難しい（慣れれば簡単だと思うが） 

児の特性など口頭で引継ぎがなくても、誰もが知ることができるのでわかりやすい 

 

６．考察 

 医療情報の研究者である村田は「個人を深く考慮したケアをしようとする際にナラティブ情報は非常

に重要となる。患者の個別性を尊重することは重要で、相手を患者のうちの一人としてみるのではなく、

一人一人違った特性を持っている特有の個人ということを認識することで、患者個人に最適なケアを施

すことができる。また個人を大事にすることで患者のアイデンティティは尊重される。医療従事者が患

者のナラティブ情報を把握することで、患者は自分への理解が深くなされていることに安心を得る。こ

の繰り返しが、医療従事者と患者との強い信頼関係を生む」
１）

と述べている。今回作成した『森の郵便局』

のテンプレートは場面や職種、関わった子どものその時の年齢は自動入力となっているが、内容そのも

のは記述式としており、ナラティブ＝叙述的情報である。業務に電子カルテを使用する部署、二次シス

テムを使用する部署と院内が二分している現状において、今回、患者のナラティブ情報の共有ができる

場を設けることができた。前述の６歳男児全身麻酔下虫歯治療の子どもの例では、共通して好きなキャ

そう思う

３３％

ややそう思う

３３％

思わない３％

ｎ＝38

分からない  

  17％ 

あまり思わない  

      １３％ 

思わない３％ 

あまり思わない  

      １１％ 

分からない ８％ 

ややそう思う 

    22％ 

そう思う  

  57％ 

ｎ＝38 
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ラクターの会話によるディストラクション（気をそらすこと）が外来、手術室で有効であったことが分

かった。しかし、術後の回復室では、身体的苦痛による影響もあってか、母への攻撃行動も見られる側

面もあり、このエピソードが、次に医療体験を受ける機会に、情報の一つとして役立つのではないかと

考える。 

子どもは成長発達過程にあり、その段階も様々であり、自己表現能力が乏しく、コミュニケーション

の上でもサポートが必要である。子ども一人ひとりを尊重した医療を行うためには多職種間での情報共

有が重要であり、このシステムの活用により円滑化が図られると思われる。 

 都立病院の子ども患者権利章典冒頭に、『あなたは、いつでもひとりの人間として大切にされ、あなた

の成長や発達のことをどのようなときにも一番に考えた医療を受けることができます。』とある。一人の

子どもに対して大勢のスタッフが、常に「初めまして」という状況なのではなく、どのスタッフでも、

どんな場面でも、その子どもが何が好きで、どんなことに興味があり、過去の検査や治療時にどんな介

入があって乗り越えられたかの情報を共有することが、本 QC 活動の目的である。このシステムが広く

活用されることで、子どもとの関わりや介入へのヒントを得ることができ、検査や治療をスムーズに進

行するために役立ち、子どもとその家族は病院全体で、一人の子どもを見てくれている実感が得られる

のではないかと考える。結果、子どもの安全・安寧、更にはサービスの向上にも直結すると期待してい

る。 

 

７．今後の取り組み 

 本 QC 活動期間での試行期間は２０日間であり、まずは身近なところから取り組んだ形となる。入力

されたものを病棟側が閲覧し、次の機会に活かすまでに至らないことがほとんどであったが、「子どもが

手術室でどんな反応をしていたのか、病棟看護師も家族に話せたのでよかった。」「同じ処置を行うにし

ても、前回どのような関わりをしていたのか共有できて、準備がしやすくなった。」という意見が出た。 

病院全体で一人ひとりの子どもの個を尊重するための情報共有の有用性について伝えていくと共に、

今後も、特に手術前後の子どもを対象とした入力を継続して行い、トライアル・アンド・エラー形式で

院内に広く認知され、積極的に参加してもらえるシステムとして確立していきたいと考えている。 

電子カルテの中から“その子が見える”システムとして多くの子どもに『森の郵便局』へ“手紙”が

投函されるよう、テンプレートの様式や運用方法も各部署の声を収集しながら検討、修正を加え継続的

に取り組んでいきたい。 
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