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神経病院 

テーマ名 

床頭台とベッド周辺の整理整頓 

サークル名 看護科 10Ａ病棟 整理整頓であなたを守り隊 

メンバー名 看護科 熊澤コスモ 峯岸由佳 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

当病棟は入院患者の 6 割以上がパーキンソン病（以下 PD とする）やパーキンソン病関連疾患で占めて

いる。PD 患者は疾患の進行により、認知機能の低下による遂行機能障害を合併することが影響して「整

理整頓」が欠如してしまうということが研究で明らかとなっている。 

昨年度 QC でワイヤーネットを活用したベッドサイドの整理整頓のための取り組みを行っている。汚染

しても簡単に拭くことができ、感染の観点からも患者・家族、スタッフからも高評価であった。ところが、

サークルメンバー以外のスタッフに使用方法が浸透せず定着には至らなかった。 

患者のベッド周囲はスペースが限られているため、物であふれているのが現状である。床頭台とロッカ

ーには衣類などの私物の他に、オムツや尿取りパッドを収納している。ベッド周囲が乱雑になっている

と私物の破損や紛失になるだけではなく転倒のリスクも高くなる。そこで、再度スタッフにアンケート

を行い「安全と感染予防」のためにも「整理整頓」をする必要があるという結果になり昨年度の改良と定

着のための取り組みが必要と考えた。 

 

２ 活動内容 

まず、床頭台及びベッド周囲に多く置かれているものを調査した。その結果、携帯電話・眼鏡・ティッ

シュ・髭剃り・目薬・軟膏類や本が多いことが分かった。これらは患者にとって使用頻度が高いものとし

て、使い易くかつ乱雑にならない収納方法を患者に提案して一緒に考えることとした。 

当病棟では「患者参加型 KYT」を実施しており患者と共に療養環境を含めた安全を考えている。そこで

転倒歴がありベッド周囲に物が多い患者を選び協力して頂いた。この患者は、夜間はオフが強く床頭台

上の私物に手が届かないため、ベッド横にオーバーテーブルを設置し携帯電話などの私物を置いていた。

オーバーテーブルにはストッパーが無く、掴まると転倒の危険がある。患者は、ベッドから起き上がった

際にバランスを崩し、とっさにオーバーテーブルに掴まったことで転倒していた。患者からは「そばに置

いておきたいものがあるけど動くものだと危ないし、ベッドの上だと物がどこかに行ってしまうから困

る」との意見があった。そこで、昨年も使用したワイヤーネットを床頭台に取り付け収納のためのワイヤ

ー籠など数種類の中から患者と話し合って選んだ 2 種類を設置した。 

患者が希望した物の中から、髭剃り・携帯電話・テレビのリモコンを収納した。１週間後、使用感を尋

ねたところ「枕元に置くと転がってしまったり、落としてしまうこともあったから、非常に助かります」

との事であったが「自分でフックを持ってきて使えたらもっと便利だと思う」という発言もあった。スタ

ッフには 1 週間後使用感についての聞き取りを行った。「ベッド周囲が整理整頓されてよい」「患者の希

望に沿い収納をもう一つ増やしてもいいのではないか」「患者が持参するフックなどを許可すると乱雑に
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なりそう、重量から破損や落下の危険がある」これらの意見から、設置する収納ボックス（籠など）は容

量に応じて患者と相談しながら設置する事として試行した患者の場合は収納ボックス（籠）を３つとし

た。 

定着のための取り組みは視覚的にもわかりやすい【使用マニュアル】を作成した。また、試行患者退院

後にスタッフに使用についてのアンケートを実施した。 

① 使用感 

満足…55% 普通…33% 不満足…0% 未回答…11%（小数点以下切り捨て） 

② ベッド周囲は整理されたか 

整理された…83% 変わらない…11% 未回答…11%（小数点以下切り捨て） 

③ ベッド周囲整理マニュアルを見ることで物品の整理は出来そうか 

できそう…94%  出来なさそう…0%  未回答…0%（小数点以下切り捨て） 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

定着とベッド周囲の整理整頓の継続のために 

【マニュアルの整備】 

① 適応患者の基準 

② 使用物品一覧・収納場所 

④  使用方法（収納するものの選択など含む） 

 

４ 活動の詳細の図 

 使用マニュアル内の写真を一部使用(以下参照) 

 

 設置の方法について写真を用いて説明       設置後、使用例 
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                             神経病院 

テーマ名  

業務効率化：作業環境の改善 

サークル名 この棚何とかし隊 

 メンバー名 看護科１０B ◎古屋信子 

看護科１０B  上野敦子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

交代勤務である看護師はチームで業務を行い、複数のスタッフが連携して作業を担当している。その

ような中で「いつ見ても同じところに同じ物がある」という作業環境を維持することは、安全かつ効率

化へとつながる重要なポイントである。同時に、作業環境を快適に働きやすくすることで、スタッフの

モチベーション向上も期待できる。 

しかし現状は、薬剤や栄養剤・診療材料など、勤務室内に保管しておくべきものは多いものの倉庫や

収納庫がなく、数種類の棚をレイアウトして収納している状況である。中でも、患者個別に請求した物

品（胃瘻チューブなど）は形や大きさがさまざまであり整理に苦慮している。薬剤カートのリサイクル

品を活用し引き出しタイプの棚を使用しているが、入りきらない物品は隣のテーブルや処置台の上に置

くしかなく混在している。それにより、物品の紛失未遂のヒヤリハットや、処置時や退院準備の際に数

か所を探さなければならない等ということが起きている。また、個人物品の隣には、デスクトップパソ

コン用のテーブルを再利用し、看護書籍や業務用バインダー、勤務中の水分補給の飲み物などの置き場

がある。そのテーブル上は、他の場所に置ききれない物の「物置」となってしまっているため見た目が

悪く、水分補給しながら気持ちよく一息つける環境とは言えない。さらに、看護用の書籍も置ききれず

カンファレンスルームにも保管してあり、勤務中に調べものをすることが難しい状況である。これらの

空間を有効活用することで収納スペースを整理し、作業の効率化と勤務中の快適性の向上を目指して取

り組むこととした。 

 

２ 活動内容 

限られた空間を利用して、機能性を快適性を考慮した収納スペースにする。 

１）収納棚の選択 

現在デスクトップパソコン用テーブルを置いてある場所を最大限に活用するために、横 80cm、奥行

き 45 ㎝程度の棚を探すことにした。様々な棚の中から、サイズの種類も多く、棚の位置も自由に変え

られるスチールラックを使用することにした。また働くスタッフが届きやすい高さのものを選択した。

スチールラックのみでは側面や背面に仕切りがなく、置いた物品が落ちてしまうため、背面は壁につ

けることで落下を防止し、側面はワイヤーネットで覆うこととした。ワイヤーネットを使用すること

で、これまでワイヤーラックに入れていた個々の携帯用擦式消毒剤の置き場も確保できた。また、転

倒防止のため、天井までの支えを追加した。 

２）収納の工夫 

①患者個人物品 

患者個人物品は、胃瘻チューブ、カニューレ、膀胱内留置カテーテル、継続使用の持参薬や退院処

方など、種類が多様であり大きさやその量も様々である。それらを個人別に整理するケースとしてフ

ァイルボックスを利用し、立てて収納することで多くの患者数に対応できるようにした。大きさは、

患者個人部物品の中でも一番大きな「胃瘻チューブの箱」が入る大きさのものを選んだ。今までは１

つの引き出しに２人分入れたり、引き出しから飛び出していた物品も一人分ずつ収納できるようにな
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り、処置時に探す時間が減る、退院準備時の手間が省けるなどの効果があった。また、目線の高さの

棚板に、横並びに配置することで見やすくなった。 

さらに、個人物品を収納していた引き出しに病棟ストック薬品を移し、診療材料の棚を整理するこ

とで臨時請求した物品の置き場を確保した。そのことで処置台に診療材料が置かれなくなり、作業ス

ペースが今まで以上に確保され、採血や内服の準備等が行いやすくなった。 

②看護スタッフ用の書籍や業務バインダー、ドリンク置き場 

看護書籍は疾患に関するもの、家族看護に関するものなど様々な分野のものがそろっているが、繁

忙な勤務中にカンファレンスルームまで探しに行くことは難しく、有効に活用できていなかった。今

回、勤務室に配置することで勤務中でも容易に本で調べられるようになった。また、実習する学生が

自由に閲覧したり、資料として提示することができるようになった。 

棚内の定位置が決まり、無駄なスペースがなくなったことで「物置」となることがなくなった。必

然的に整理されるようになり、スタッフが水分補給する周囲の清潔感が保てるようになった。 

③今後の改善策 

現在 10 人分の個人物品置き場を確保し、常に 9 割程度は使用している状況である。医療的処置が

必要な患者の人数にはばらつきがあり、整理した状態の維持のためには余裕ある態勢にしておく必要

がある。今以上のスペースの確保としては、看護書籍の整理が有用であると考える。書籍の一覧を作

り、勤務中に必要となる内容であるか否か書籍を選別し、個人物品置き場を増設できるよう検討して

いく。 

いつも片付かず何とかできないかと考えていた場所が、使いやすい場所になった。また、配置の標

準化や固定は、効率化やミスの減少など「働きやすさ」につながることを実感した。今後も全員でア

イデアを出しながら気持ちよく仕事ができる環境を作っていきたい。 

 

３活動の詳細 

 
  

                     
             

患者個人

物品等の

引き出し 

看護師用の水分 

看護書籍 

 

置き場に困ったものが 

置かれてしまう 

患者個人物品を 

縦型に収納 

 

看護書籍が手に取り

やすくなった 

不要になった 

スペースを利用し 

診療材料が整理 

できるようになった 

  

【【取取組組前前】】        

【【取取組組後後】】        
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テーマ名                                神経病院 

1 つの吸引器で、２方面から吸引ができることで 

QOL 向上とコスト削減を目指した取り組み 

          サークル名 team EB（イービー） 

          メンバー名 看護科 ◎押垂裕子 岡田麻那子 

                リハビリ科 本間武蔵 

１．テーマ選定理由、現状の問題点 

神経疾患を持ち寝たきり患者の多くは、唾液の誤嚥予防のためメラチューブ又は気

管カニューレのサイドチューブから持続吸引を行っている。メラチューブとサイドチ

ューブの両方から持続吸引している患者もおり、それぞれ吸引器と金魚ポンプの 2 台

を使用している。今回の改善運動で、吸引器もしくは金魚ポンプ１台でメラチューブと

サイドチューブを持続吸引することができれば、患者へ両方から持続吸引が出来る事

と、介護者が廃液する手間が少なくなったり、患者に繋がれているチューブ類の簡略化

によりコスト削減につなげていくことを目的とした。 

２．活動内容 

１)必要物品 

 吸引チューブ(12Fr)、Y 字チューブコネクター、ネオフィード栄養セット 

※吸引器使用時→PP チューブジョイント＋透明ホース 

２)作成方法 

①金魚ポンプに Y 字チューブコネクターを接続する(図１) 

②Y 字チューブコネクターの片方に両先端を切った吸引チューブを接続し、栄養セッ

トのクレンメを通す(図１、図２) 

③Y 字チューブコネクターのもう片方に栄養セットの先端を数センチ切った物を接  

続する(図１、図３) 

   ④吸引器に接続する場合は Y 字チューブコネクターに 2～3 ㎝に切った透明ホースを

接続し、細いほうのチューブジョイントを接続する(図４) 

３)実施方法（活動内容） 

クレンメを通した吸引チューブを気管カニューレのサイドチューブに、栄養セット

を接続した方をメラチューブに接続する 

４)結果 

Y 字チューブコネクターを使用することで 2 方向から水を吸引することが出来た。

クレンメを使用することで、サイドチューブの圧が調整可能となった。 

３．改善策、今後の取り組み 

チューブの太さや長さ、唾液の粘稠性など個人差があり、個々の患者に合わせて適宜改
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良する必要あり。コスト面では約 300～400 円で作成できるため、吸引機器を余分に購

入するよりもコスト削減に繋げることが出来たと考えられる。 

 

 

作成方法② 

作成方法① 

図１ 

作成方法③ 

金魚ポンプへ 

吸引器へ 透明ホース 

チューブジョイント 

図２ 図 3 

図 4 

－66－



良する必要あり。コスト面では約 300～400 円で作成できるため、吸引機器を余分に購

入するよりもコスト削減に繋げることが出来たと考えられる。 

 

 

作成方法② 

作成方法① 

図１ 

作成方法③ 

金魚ポンプへ 

吸引器へ 透明ホース 

チューブジョイント 

図２ 図 3 

図 4 

神経病院 

テーマ名 

こころろななに負けるな 

サークル名 輝け JIMMY 

メンバー名 看護科 ◎村上未来 原亜美 浅賀恵子 

 脇坂安希子 栗原英子 宮川七海 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

新型コロナウイルス感染症(以下 COVID19)の感染拡大に伴い、神経病院では神経内科病棟

として運用していたフロアの一部を改装し感染症対応病棟を開設した。準備期間は、病棟改

装を含めて３週間を要した。現在は COVID19 の感染拡大が一時収束したため、神経内科病棟

に再編成し運用している。しかし冬期にかけて、COVID19 の感染拡大が再燃することが懸念

され、再び感染症患者の受け入れを要請される可能性がある。再開時には準備を１週間で行

うことが求められているが、開設するための手順やマニュアルは作成されていない。そこで、

COVID19 感染者対応病棟を開設した時の経験を活かし、神経病院の施設環境に沿った室内配

置、ゾーニング、物品を再度検討し、１週間で安全に患者を受け入れることができるツール

を作成する必要があると考えた。さらに、そのツールは感染症患者の対応経験がない看護師

の不安軽減にもつながると考えた。 

 

２ 活動内容 

再開するためのツール（以下、復旧プログラム）の作成を行うために内容の検討を行った。

病棟のゾーニングは、グリーンゾーン（ナースステーション、感染防護用具を着るエレベー

ターホール、更衣室、倉庫）イエローゾーン(廊下、機材庫、倉庫、感染防護用具を脱ぐ部

屋)レッドゾーン(病室)のエリアに分けられた。そのため、復旧プログラムはエリアごとに

説明することが必要と判断し、エリア別に配置する物品や位置を記載することとした。また、

文章ではイメージが難しいため、視覚的にイメージできるように写真を撮影し、見ながら病

棟の再配置ができるように作成した。その中で特に工夫した点としては３点ある。１点目は

物品準備についてである。感染症病棟のみで使用する物も多く、物品がそろわないと安全に

受け入れることが困難となる。過不足なく請求できるようにリストを作成し、請求と管理が

行えるようにした。２点目は急変時の対応についてである。患者急変時は ICU に入室ができ

ないため、病棟内で対応することが求められる。また、院内の救急カートを使用できないこ

とから混乱する可能性があり、感染症患者に使用する挿管セットを準備し保管方法につい

て記載することとした。３点目は病室配置についてである。病室の洗面所は使用できず、ト

イレはポータブルトイレを使用するため、患者が衛生的に不快なく生活できるように、必要

な物品を詳しく記載することとした。以上の内容を含め、復旧プログロムの作成を行った。
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復旧プログロムの作成後、QC メンバーで評価を行った。評価の結果、COVID19 患者の受け入

れを行うためには、病棟の環境だけではなく、スタッフへの指導項目が明確でないと、必要

な知識が１週間以内に習得できない事が更に問題点として挙げられた。そこで、感染防護用

具装着方法やスタッフの役割別シミュレーションなどの研修計画を追記し、環境と人材育

成の両面に対応するプログラムとした。そして、このツールをもとに感染症病棟の復旧がで

きるか、病棟のスタッフにアンケートを実施し、評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

（１）アンケート結果 

①アンケートは、病棟看護師 29 名を対象とした。COVID19 病棟の経験がある看護師は 29

名中 19 名、経験の無い看護師は 10 名であった。②復旧プログラムを活用し開設準備がで

きるかの設問に対しては、「できる」11名（38％）、「だいたいできる」15名（52％）「でき

ない」３名（10％）であった。「できない」と回答した人は COVID19 対応病棟の経験がない

看護師であった。③アンケートの自由意見として、COVID19 対応病棟の経験の有無に関わら

ず、「写真と図を見ながらイメージがつきやすかった」「分かりやすかった」という回答が多

くみられた。復旧プログラムを見て開設が「できない」理由としては「看護師の実際の動き

がわからない」という意見がみられた。 

（２）今後の課題 

神経筋疾患専門病院に COVID19 対応病棟の開設することは、施設面のイメージがつかな

い事、感染症患者への対応経験の少なさなどが影響し、スタッフの不安が増大する。その中

で、準備を進めていくためには、経験のない看護師にも分かりやすく、また準備前からイメ

ージがつきやすい内容であることが重要だと考える。アンケートの結果から、看護師の実際

の動きについての疑問が聞かれており、復旧プログラムだけでなく、病棟スタッフが一丸と

なり作成した COVID-19 マニュアルも併せて活用する必要がある。設備や、物品の準備と並

行し、看護師が実際の動きを理解し、実践できるところまで指導育成することで、不安なく

COVID19 対応病棟を再度立ち上げることに繋がると考える。 

復旧プログラム内容 

エリア別の頁 

⾒取り図の頁 

－68－



復旧プログロムの作成後、QC メンバーで評価を行った。評価の結果、COVID19 患者の受け入

れを行うためには、病棟の環境だけではなく、スタッフへの指導項目が明確でないと、必要

な知識が１週間以内に習得できない事が更に問題点として挙げられた。そこで、感染防護用

具装着方法やスタッフの役割別シミュレーションなどの研修計画を追記し、環境と人材育

成の両面に対応するプログラムとした。そして、このツールをもとに感染症病棟の復旧がで

きるか、病棟のスタッフにアンケートを実施し、評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

（１）アンケート結果 

①アンケートは、病棟看護師 29 名を対象とした。COVID19 病棟の経験がある看護師は 29

名中 19 名、経験の無い看護師は 10 名であった。②復旧プログラムを活用し開設準備がで

きるかの設問に対しては、「できる」11名（38％）、「だいたいできる」15名（52％）「でき

ない」３名（10％）であった。「できない」と回答した人は COVID19 対応病棟の経験がない

看護師であった。③アンケートの自由意見として、COVID19 対応病棟の経験の有無に関わら

ず、「写真と図を見ながらイメージがつきやすかった」「分かりやすかった」という回答が多

くみられた。復旧プログラムを見て開設が「できない」理由としては「看護師の実際の動き

がわからない」という意見がみられた。 

（２）今後の課題 

神経筋疾患専門病院に COVID19 対応病棟の開設することは、施設面のイメージがつかな

い事、感染症患者への対応経験の少なさなどが影響し、スタッフの不安が増大する。その中

で、準備を進めていくためには、経験のない看護師にも分かりやすく、また準備前からイメ

ージがつきやすい内容であることが重要だと考える。アンケートの結果から、看護師の実際

の動きについての疑問が聞かれており、復旧プログラムだけでなく、病棟スタッフが一丸と

なり作成した COVID-19 マニュアルも併せて活用する必要がある。設備や、物品の準備と並

行し、看護師が実際の動きを理解し、実践できるところまで指導育成することで、不安なく

COVID19 対応病棟を再度立ち上げることに繋がると考える。 

復旧プログラム内容 

エリア別の頁 

⾒取り図の頁 

 神経病院 

テーマ名 

手術決定から手術後までをイメージできるパンフレットの作成 

                    サークル名 手術サポートチーム 

                    メンバー名 看護科６A病棟 ◎古寺美里 星明日香 髙橋陸 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

当脳神経外科病棟では手術が月平均 30件、手術目的で入院する患者は約 60%を占めている。手術は患者にとっ

て不安が大きいものであり、その不安の中には手術までの準備や、手術前後の流れが分からない事の不安も含ま

れると考える。実際に手術目的で入院される患者さんの中には、手術のために必要な持ち物を持参していない為

に、入院後に準備を要す患者が多い事が現状としてある。また、頚椎の手術の場合は準備する物品が多い事や手

術後の装具装着に関する指導も手術前から実施しており、手術前で緊張している患者にとっては不安を増強する

要因にもなると考える。これらの要因の一つとして、現在脳神経外科外来では入院サポートが導入されていない

ため、入院に関する詳細は外来では十分に説明されていない。その為、手術で必要な持ち物や、手術前後の流れ

や注意点を知る機会がなく入院を迎える現状があり、課題としていた。 

 

２ 活動内容 

 手術前検査で入院した際や外来で、事前に患者へ手術や検査時の入院に関する情報を提供できるよう、パンフ

レットを作成し、少しでも不安を軽減できるような援助をしたいと考えた。パンフレットを作成する内容は「手

術を受けられる方へ」「頚椎の手術を受けられる方へ」「終夜脳波でご入院予定の方へ」以上３種類のパンフレッ

トを作成した。作成後、手術前検査で入院する患者に「手術を受けられる方へ」「頚椎の手術を受けられる方へ」

いずれか必要なパンフレットを看護師より渡した。また、「終夜脳波でご入院予定の方へ」に関しては、外来で担

当医師よりお渡しして頂いた。活用を始めて 1 か月の時点で、実際に手術で入院された患者と、病棟看護師に口

頭で意見を聴取した。 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

 今回の取り組みの中では、1 か月半のみ活用してみての意見を聴取となってしまったが、今後も活用を進めて

いき、適宜患者や病棟スタッフの意見を聞き取りし、より患者の不安軽減と手術に向けての準備がスムーズにな

るような内容修正をしていく。 

 

活動の詳細 

・6、７月、「手術を受けられる方へ」「頚椎の手術を受けられる方へ」「終夜脳波でご入院予定の方へ」３種類の

パンフレットを作成。 

・8 月、脳外科医師にパンフレット内容を確認してもらい助言をもらい修正をした。その後、病棟スタッフにパ

ンフレット内容を確認してもらい助言をもらい更に修正をした。修正内容は、以下の内容を修正。 

医師より「手術を受けられる方へ」：入院当日までの体調管理について 

「頚椎の手術を受けられる方へ」：装具の使用期間について 

「終夜脳波でご入院予定の方へ」：検査中の注意事項の内容について 

病棟看護師より 

「手術を受けられる方へ」： 内容を見やすくした方が良い、重要事項を赤字にした方が見やすい、挿

絵を入れた方がよい、皮膚ケアの重要性を強調してほしい、入院当日

の交通方法について記載して欲しい、手術時に必ず必要な物の明記 
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「頚椎の手術を受けられる方へ」： 装具に必要な物品で何に使うのか、値段など分かりやすくした方

が良い 

「終夜脳波でご入院予定の方へ」：検査中の安静度（売店には行けない等）、検査中の衣服について、

検査中の電子機器使用について事前に知っていてもらいたい 

・9 月、パンフレットを最終修正し完成させる。 

               
運用方法について、脳外科医師と確認。病棟スタッフに、運用方法とパンフレット活用について説明する。 

・10 月より、パンフレットの活用を開始する。手術前検査で入院する患者で次回手術が決定している患者に、「手

術を受けられる方へ」「頚椎の手術を受けられる方へ」いずれか必要なパンフレットを看護師より渡す。その際

には、入院前に確認して欲しいこと、実践して欲しいこと、体調管理について、術前後に装着する装具につい

て装具を装着しての入院生活の経過がわかるように説明を加えながらパンフレットをお渡しする。また、「終

夜脳波でご入院予定の方へ」に関しては、外来で担当医師よりお渡しして頂いた。その際には、検査の概要、

検査前に準備してくること、検査中のことが記載してあるので読んでくるように医師から声をかけてもらうよ

うに依頼した。 

・11 月後半より、パンフレットを渡した患者が入院した際に、「パンフレットはわかりやすかったか」「必要な準

備はされているか」「その他意見」を意見聴取した。また病棟看護師より、患者に説明する際や入院してからの

物品準備状況などの意見を聞き取りした。意見内容は以下の内容である。 

患者より：「ICU 物品の準備ができた」「内容が良く分かってよかった」「ICU に数日泊まる場合はもっと持ち物

が必要であることもわかるとよかった」「（装具装着時の物品で）名前からどんな物なのか分からな

くて入院してから聞いて分かった」「装具の装着期間が、2 か所で違う期間が書かれていてどっち 

なのか迷った」 

病棟看護師より：「説明がしやすかった」「説明する際にパンフレットがあると有難かった」 

以上の内容をもとに、パンフレットの内容を見直し修正を行った。物品のイメージが付かない点に関しては、

写真を追加することで内容量が増えてしまい、内容を読まなくなってしまう恐れもあり、パンフレットを渡す

際に物品の説明を口頭でもする事で改善する方法で検討をした。以上を再度スタッフにも周知をした。 

 

４ まとめ 

 今回パンフレットを作成し、対象となる患者に説明をしながらお渡しした事で、実際の入院に活かされてい

ることが分かった。また、看護師側もパンフレットがある事で説明内容が分かりやすく、業務の効率化にも繋

がったのではないかと考える。更に内容をより充実させることで、患者に安心を提供し、手術や検査が安全に

行えることを目指していく。 
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神経病院 

テーマ名 

手術をうける患児へのプレパレーション 

         サークル名 C（children）チーム 

 メンバー名 看護科 ICU・手術室 古屋玲子・林実可子 

 

１ テーマ選定の理由、現状の問題点 

当院は、てんかんなどの開頭手術や脊椎手術が行われている。その内、16歳以下の小児

の占める割合は、2019 年度の手術件数 477 件中、27 件であり、全体の 5％となっている。 

 患児が不安なく安全に手術を受けられるよう、看護師はパンフレットを用いて病室で術

前訪問を行っている。これは、不安を軽減する為だけではなく、手術に必要なマンシェッ

トのサイズや皮膚トラブルの有無などの確認も含まれ、手術が安全に行われるために重要

なものである。さらに、小児は成長発達に合わせて説明しなければならず、小児看護のス

キルも求められる。また、本人のみでなく、親の不安軽減にも努める必要があり、成人の

術前訪問よりも求められるスキルが多岐に渡る。 

麻酔科医は小児に術前訪問する際、麻酔導入までの流れの説明の中で、不安を軽減させ

たり、スムーズな麻酔導入のため、成人とは異なり、マスクを持参し、実際に触れること

で「非日常的な物品」を身近に感じてもらう工夫を行っている。しかし、看護師が実施す

る際は、小児用パンフレットがないため、成人と同じものを使用し、看護師個人がその場

で判断しながら患児の成長発達に応じて行っている。そのため、個人のスキルの差が生じ

てしまう現状にある。また、本人に合わせて言葉で簡単に優しく説明しても、成人向けの

写真や図、漢字が多いパンフレットでは、患児の不安軽減に繋がっているかは不明であ

る。また、成人用を使用していることもあり、親への説明となりがちな面もある。 

患児がより理解しやすく、不安軽減できるようプリパレーションとして術前訪問 DVD を

作成・使用することによって、心理的混乱が少なく、手術に積極的に参加できることを目

標として活動を行うこととした。 

２ 活動内容 

 患児の年齢は幼児～小学生程度の発達年齢を想定し、術前訪問 DVD を作成した。今回、

手術に必要な医療機器ではなく、OP 室入室から麻酔導入前に目にする通路・設備など入室

経路を写真撮影し、DVD 作成した。写真は、ぬいぐるみを患児にたとえ、イメージしやす

いように工夫した。尚、DVD の不具合の事も考慮し、同様の内容でパンフレットも作成す

ることとした。（内容は添付資料参照） 

３ 改善策、今後の取り組み（予定） 

 今年度は DVD・パンフレットの作成のみ実施できた。今後は、監査を経た上で実際の患

児に使用し、手術へのプレパレーションとして役立てていく予定である。
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神経病院 

テーマ名 

手術室入口と ICU 面談室の環境改善 

            サークル名 E チーム（Ｅnjoy Ｊｏｂ） 

            メンバー名 看護科 ICU  ◎深井浩江 志村美香 永島志津江 

 

１ テーマ選択理由、現状の問題点 

①手術室の入口内は、やや薄暗く殺風景な環境です。 

  現在、病棟から徒歩で手術室に入室する患者も増えてきています。第一印象の要である

入口の環境を整えることで不安の除去に役立つのではないかと考えました。 

②ICU の面談室には、窓もなく狭く閉鎖的な印象でした。 

  面談室内には、脊椎の標本が置かれ、医師の机はグレーの事務机、ご家族が座る椅子も

ソファーのみで、全体的にうす暗い雰囲気でした。ICU 入室患者の IC は、時に内容が

重くなる時があります。そのような話を聞く部屋としてふさわしい場所とは言えませ

ん。改善する事で少しでも家族の気持ちが和らげることが出来たらと考えました。 

 

２ 活動内容 

 手術室入口、ICU 面談室の問題点を挙げてみました。 

 ①手術室・職員の使用している机が低く腰に負担がかかっている・常に患者に背中を向け

て業務を行うため患者の様子が観察できない・壁の汚れが目立ち薄汚い・壁面がすりガ

ラスで勤務室が丸見えであるなどが挙げられました。 

 ②ICU 面談室・窓のカーテンが光を遮っているため薄暗い・医師の机が壁を向いており面

談向きの配置でない・ソファーに 1列に並んで座り医師の話しが聞こえづらい・壁の汚

れが目立ち薄汚いなどがありました。 

   共通して考えられた事は、薄暗くて殺風景な場所だという事でした。自分や自分の家

族がこの場所にいる事を考えると不安が一杯になりました。明るすぎず居心地の良い

雰囲気の空間・環境を提供すべきと考えました。府中メディカルキャンパスは森のホス

ピタルと称されているので森をイメージした空間・環境作りに取り組みました。 

 

３ 改善策 

 ①手術室 ・机   市販の家具に適切な家具が見当たらなかった為、職員の平均サイズ

を割り出し採寸して営繕に作成をお願いしました。 

           板の色は白を指定、マスキングテープでアクセントを付けました。 

      ・壁   入って左側の壁一面に大きな木のウォールステッカーと奧の右側 

に流れるような葉と植木鉢のウォールステッカーを貼りました。 

      ・ガラス 視線の位置に葉っぱの窓用フィルムを貼りました。 

 ②面談室 ・机   医師と家族が対面で話しが出来、温かみのある丸テーブルを購入し 

ました。 

       ・ソファー  ソファーはそのまま残し、医師と対面できる丸椅子を看護科か
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ら 2 脚提供して頂きました。 

      ・窓  カーテンを外し、葉っぱの窓用フィルムを貼りました。 

      ・壁  入って右側の壁一面に大きな木のウォールステッカーを貼りました。 

 

４ 取り組みの結果 

 ①手術室入口 

＜改善前＞                   ＜改善後＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②ICU 面談室 

＜改善前＞                   ＜改善後＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ コメント 

 改善後 

①手術室 

 明るくなって気持ちいいね 

 雰囲気が良くなったよ 

②ICU 面談室 

 患者家族と話しやすくなったよ 

 明るくていいね  などの 
 感想が聞かれました。 
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神経病院 

テーマ名 

感染防止用品の効率的使用法の検討 

      サークル名 いちご達のウィルスバスターズ 2（two） 

             メンバー名 リハビリテーション科 ◎坂本雄樹 竹脇知花 島田英則 

 

１ テーマ選定理由 

リハビリテーション科は新型コロナウィルスを含めた感染予防対策に日々努めている。その 1例

として 1 患者毎に訓練に使用した機器や道具などを感染防止用品(アルコールタオル、環境クロス

など)で清拭している。しかし、新型コロナウィルス感染症の流行によりマスクや感染防止用品が

不足する状況が発生し、供給不足は改善されてきてはいるものの、今後も需要が高いまま推移する

ことが予想される。2020 年 12 月は第 3 波の流行とも報道されており、リハビリテーション科療法

室の環境衛生を維持しつつ、感染防止用品を節約できる効率的な使用法を検討することを考えた。 

 

(現状と問題点) 

リハビリテーションの訓練では患者ごとに同じベッド、リハビリテーション器具を使用することが

ある。そして、新型コロナウィルス感染症は患者からの飛沫感染だけでなく、同じものに触れること

で引き起こされる接触感染による感染力も強いとの報告がある。従って、1人の患者が使用したリハビ

リテーション器具に感染防止用品を用いた清拭を実施し、接触によるウィルス感染を防止することが

リハビリテーション科の新しい日常となっている。しかし医療品の需要が増大し、ウィルス除去に有

効な感染防止用品が不足しているのが現状である。 

  

２ 活動内容 

① 方法 

1 枚の感染防止用品(今回はアルコールタオル)を用いて拭く範囲をできるだけ広くする。以下

に回示したサインを利用して、患者の訓練が終了したタイミングで清拭を実施し、1枚のアルコー

ルタオルでリハビリテーション器具を可能な限り拭けるようにする。これをリハビリテーション

科職員全員で取り組む。 

A） 「プラットホーム使ったよ」サイン：枕カバーをひっくり返す 

B）「平行棒使ったよ」サイン：職員作製の標識を平行棒に下げる 

C）「歩行器と杖を使ったよ」サイン：所定のスペースにまとめる 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

プラットホーム 歩⾏器と杖 平⾏棒 
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② 改善効果 

ⅰ）アルコールタオルの使用状況の比較 

⇒理学療法室に使用済みのアルコールタオルを入れる袋を設置し、1日の使用枚数を節約前、節約

後でカウントする。カウントする際には標準予防策を実施し、トングを使用しておこなう。アル

コールタオルの枚数を理学療法室で訓練を実施した患者数で割り、患者一人当たりの使用枚数を

算出する。 

節約前：76 枚、日別患者数 87人、一人当たり 0.87 枚 

節約後：41 枚、日別患者数 64人、一人当たり 0.64 枚 

 

ⅱ）使用しているアルコールタオル 

⇒商品名：白十字社製「ショードック®スーパー250 枚入り」単価 1950 円、1 枚あたり 7.8 円 

節約前：患者一人当たり 0.87 枚×7.8 円＝6.79 円 

節約後：患者一人当たり 0.64 枚×7.8 円＝4.99 円 

従って、日別の統計上、患者数が 100 人であれば 1日当たり 180 円の節約になることがわかった。 

 

３ 今後の取り組み 

除菌面積が大きいプラットホームを 1 台清拭すると除菌効果限界となるが、感染防止用品を節

約する前は、除菌面積が小さい平行棒、歩行器、杖などでは清拭して使用済みのアルコールタオル

であっても薬液が残っている状態のまま廃棄していた。しかし、節約後はこれらの器具を可能な限

りまとめて拭くように取り組んだことにより、除菌効果限界まで効率的に使用できた。 

感染防止用品の節約前後を比較した結果、サインの利用により資材的、経済的な節約が可能にな

っている。今回の検証では 2 日間の比較であったため、感染防止用品の使用枚数のデータを定期的

にとりつつ、日々の節約に努めていきたい。今後も職員間でのコミュニケーションをとり、効率的

な節約術を実施していく。 

 

2020 年 12 月現在、以前のような感染防止用品の供給がひっ迫する場面は少なくなっている。し

かし、情勢として新型コロナウィルス感染者数は増加し続けており、抑制できていないのが現状で

ある。基礎疾患を有している当院患者が感染するリスクは高く、時節柄インフルエンザ等の他の感

染症の感染予防対策も必要である。限りある感染予防用品を活用し、今後の医療活動に貢献してい

きたいと考える。 
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テーマ名                                         神経病院 

頭部 MRI 補助具の作成 

サークル名 ギャッチアップ！ 

メンバー名 神経放射線科 ◎齋藤弘巳 徳山武一 福地輝宗 目崎高志 

 

１ テーマ選定理由 

 神経放射線科では日々多くの MRI 検査を行っている。その中で、首下がり症状を持つ患者が一定数おり、

MRI 装置の特性上そのポジショニングに苦労することが多い。 

 今回、金属類持ち込み禁止の MRI 室内で患者に無理のない体位で検査を行うことができ、簡単にポジショ

ニングできる補助具を目指した。 

 

２ 現状と問題点 

MRI 検査を行う際、首下がり症状を持つ患者は頭部が浮いてしまい、検査用の器具（以下、頭部用コイル）

に入らない。そのような患者には、コイルの高さを調節するためにバスタオルなどを入れたり、それでも足

りないときは腰の下にマットを入れて高くすることで頭部を下げて対応している。しかし、腰を持ち上げる

操作は、腰痛を持つ患者にとっては苦痛であり、その作業は技師にとっても重労働である。 

 

３ 活動内容 

・補助具の作成 

① 1 号機 

材質：梱包用の緩衝材 

大きさ：幅 24ｃｍ・高さ 6ｃｍ・奥行 6ｃｍ 

ディスプレイの梱包に使われていた緩衝材で作成したリサイクル

系試作機。下部にコードを通すための溝があることがポイント。リサ

イクル品とは思えないほどの使い勝手の良さだった。 

サイズが小さいことと耐久性が低いことは要改善。 

② 2 号機 

材質：ダンボール 

大きさ：幅 30ｃｍ・高さ 8ｃｍ・奥行 6ｃｍ 

先の 1号機での反省を踏まえ、実際の検査用の器具に沿うように設

計して作成した。複数枚の段ボールを組み合わせているため耐久性は

下がってしまったが、フィット感は改善された。大きさのせいか少し

滑りやすく安定性が悪かった。 

③ 3 号機 

材質：ポリエチレン 

大きさ：幅 30ｃｍ・高さ 8ｃｍ・奥行 8ｃm 

素材をポリエチレンに変更した。耐久性を考え少し硬めの素材を選

んだ。使い勝手は 2 号機と変わらないが、安定性が悪いのも変わらな

かった。 
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 ・使用風景 

 

 

 

 

 

 

 

画像は 3 号機のもの 

このように頭部用コイルの下に入れて使い、枕を高くするようなイメージ。患者を寝かせてからでも高さ調

節することができ、患者の要望に合わせて柔軟に対応できる。 

 

 ・使用回数 

   8 月使用数 31 回 → 1 日平均使用数 1.48 

   9 月使用数 32 回 → 1 日平均使用数 1.45 

  つまり、1日に１～２人は首下がり症状を持つ患者の MRI 検査を行っていることがわかる。 

 

・使用した技師へのアンケート（回答者数 8）   ※回答 0 の選択肢は掲載していない 

 Q1 補助具は以前までの対応に比べ使いやすかったか？ 

    使いやすかった   7 

少し使いやすかった 1 

 Q2 以前までの対応に比べポジショニングの時間はどうなったか？ 

    短くなった     4 

少し短くなった   2 

変わらない     1 

少し長くなった   1 

 Q3 使っていて不具合はあったか？ 

    ある        5   （・安定性が悪い ・横にずれるなど） 

    ない        3 

 Q4 患者から意見をもらったことはあるか？ 

    ある        5   （・楽になった ・あったほうがいい などすべて肯定的意見） 

    ない        3 

 Q5 今後も補助具を使い続けていきたいか？ 

    使いたい      8 

 患者からの意見では、使用すると「楽になった」、「あったほうがいい」という意見があった。技師からのアン

ケートでも、肯定的な意見が多かった。ただし、不具合の意見にあった安定性の向上についての対策は、今後の

検討課題となる。  

 

４ 今後の取組等 

 今回の活動により、患者の苦痛が緩和され快適な検査環境の構築と効率的な検査を行うことができるようにな

った。今後は、安定性の向上のため補助具の底面やコイルとの接触面に滑り止めマットをつけるという案がある。

その他、補助具を入れる方向をわかりやすく明示するなどしてより使いやすい補助具を目指したい。 

高高ささ調調整整  
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 神経病院 

テーマ名 

いざという時にどうするの？～災害時の対応を考える～ 

サークル名  いざ栄養科 

メンバー名  栄養科    ◎〇青山有紀 能勢彰子 

                         栄養科受託会社  粟飯原香奈江 玉井瑛梨香 

小林知香 折原裕  

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

  2016年に発生した熊本地震、ここ数年頻繁に起きている数十年に一度と言われる豪雨等、私たちはい

つ災害が起きるかわからない状況に置かれている。栄養科においても災害発生時に、どのように対応し

ていくかを日ごろから検討し、災害への備えを万全にしていかなければならない。栄養科は、災害発生

時に患者への食事提供を受託会社や病棟と連携して対応していくという役割がある。しかし課題が多く、

何から取り組んでいけばよいのか、何を備えておけばよいのかが整理できていない状況であった。  

今回、取り組みのきっかけとして、受託会社と協同で栄養科内の災害時対応について検討した。 

 

２ 活動内容 

 (1) 大規模災害に備えた物品の確認 

    栄養科食品庫内や倉庫にある災害対策用物品の種類や個数を確認、整理し、今後必要と思われる物

品をリストアップした。 

 (2) 患者用備蓄食糧品の確認 

   栄養科では、入院患者用の備蓄食糧と物品を 3 日分確保している。しかし、その献立が当院の患者

にふさわしい内容とは言えない状況である。一部食糧については、病院経営本部での一括購入になる

ため、今後更新時に変更できるように献立内容及び必要物品について確認を行った。 

 (3) 栄養科アクションカードの作成及び災害発生時訓練の実施 

   災害発生時には、迅速に職員の安全確認や栄養科事務室、調理室等の建物損傷と機器類の破損確認

等を行わなければならない。都立病院管理栄養士会の業務研究会で作成した「栄養科版アクションカ

ード」を基に、当院の設備状況に合わせたアクションカードを作成した。また、それを活用した災害

発生時訓練を受託会社と協同で実施した。 

 (4) 都職員不在時に災害が発生したときの対応 

   都職員不在時の早朝や土日に災害が発生する場合を想定し、患者への食事提供をどのように行って

いくかを検討した。 

 

３ 改善策 

 (1) 大規模災害に備えた物品の確認 

   栄養科食品庫内や倉庫にある災害対策用物品を確認した。食品庫にあった災害用充電式ライト 10

台については、2000年問題の際に購入したと思われる。製造業者に連絡を取ろうと試みたが現在は存

在しないことがわかった。これらは使用不能となっていたため、処分することとした。また、未使用

の缶切りが 40 個あった。これは、備蓄食糧基準にあるツナ缶等が以前、一号缶を確保し病棟で開封

することになっていたために、保管されていたと考えられる。現在は、一人分のプルトップで開封す

る缶詰を提供することになっているため、不要物品として処分した。他にも個包装にはなっているが、

いつ購入したのか不明なストロー、カセットコンロ、ガスボンベ、使い捨て弁当箱等があった。これ

らを誤って使用しないように処分若しくは休憩室に移した。 

一方で必要物品をメンバーで検討した。主な物として、停電時に使用でき

るランタン、病棟にある備蓄食糧保管棚のスペアキーを入れるキーボックス

が挙がり購入、設置した。 

また、今後購入した方がよいと思われるものとして、病棟に備蓄食糧を配

膳する際に収納する折り畳みコンテナ、一人分ずつ食糧を入れて渡すことが   
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できるビニール袋、備蓄の飲料を飲む際に必要と思われる個包装のストロー

が挙がった。 

ストローについては、ローリングストックを検討しないと、年数が経つとすべて処分になってしま

うため、リハビリ科言語聴覚士に相談したところ、普段の献立でジュースが付く患者に付けてもらえ

るとよいとアドバイスがあった。電子カルテでもカトラリー請求で選択できるように改善してから、

購入することとした。他の物品についても、徐々に購入を検討する。 

また必要物品ではないが、栄養科休憩室のロッカーが耐震補強されていないことが問題として挙が

った。今後、工事の要望を出していきたい。 

 (2) 患者用備蓄食糧品の確認 

  現在当院の災害時用献立では、常菜と軟菜の患者に対し、固形化栄養調整食品

(以下カロリーメイトとする)を提供することになっている。しかし水分含有量

が少なく、噛むのが容易でないカロリーメイトは、当院の再加工食喫食者や軟

菜患者には適さないと思われる。2024 年に予定されている粥缶の更新に合わせ

て、献立内容を調整していくことにした。 

 (3) 栄養科アクションカードの作成及び災害発生時訓練の実施 

   メンバーで栄養科アクションカードの内容を検討し、栄養科事務室と調理

室内に設置した。 

   作成したアクションカードを活用し、栄養科内で災害発生時訓練を実施し

た。今回は昼食配膳時に地震発生したことを想定し、各自の身を守り、地震が

収まってから手分けして調理室内の倒壊はないか、けが人はいないか等を分

担して確認し、アクションカードに記入し集約して栄養科長に報告するとこ

ろまでを実施した。実施後、参加者からの意見を基にアクションカードを修正

した。 

   今後、年に数回様々な場面を想定した災害時訓練を実施していきたい。 

 (5) 都職員不在時に災害が発生したときの対応 

   都職員のみでなく、受託会社責任者と調理責任者も病棟で保管してある備蓄食糧保管場所の所在を

確認した。また、災害発生後 1 食目の病棟別配膳表を作成した。病棟で保管している備蓄食糧は飲料

水一日分とカロリーメイト一食分である。災害発生時には、栄養科から提供するその他の食糧品とこ

れらを病棟で患者毎に袋に入れて渡す必要がある。今後、看護科と連携を取りながら実施方法等をマ

ニュアル化する必要がある。 

 

４ 今後の取り組み 

  災害はいつ、どのようにして起こるかわからない。私たちは発生した時に誰がどのように行動してい

くかを定期的に訓練して、可能な限り対応できるような物品や食糧を備えていかなければならない。今

回の活動をきっかけに、受託会社も含めて栄養科職員が、災害に対する意識をもつことができたと思わ

れる。今回は栄養科アクションカードを活用して、災害発生時に栄養科内における初期活動を実施した。

今後も受託会社職員と連携をとりながら、定期的に災害発生時訓練や話し合いを行っていき、将来的に

は、看護科と食事提供業務をどのように連携していくかを調整していきたい。 
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