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東部地域病院 
テーマ名                             
超音波検査ってなに？検査当日の注意ってなに？ 
～検査説明書（検査のご案内）をより分かりやすくする試み～ 

サークル名 ピンクインパルス 
メンバー名 検査科 ◎松村 文子、○松本 江里子、酒井忍 

関口 暁子、横田 里香、荒川 栄美 
安井 菜々、和泉 由真、車地 恵美 
山崎 咲 

看護部   岡田 恵理子、佐久間 明子 
 
１ テーマ選定理由 
  現在、超音波検査の検査説明書は、腹部・乳腺・甲状腺などの依頼項目（検査部位別）に対して個

別に対応していない。また、注意事項が大雑把で分かりにくいものになっている。しかし、説明書と

は、患者にとってわかりやすいものでなければならない。そこで、いくつかある説明書の中で特に注

意事項のある超音波検査説明書の改訂を行い、より分かりやすい説明書にする必要があると考えテー

マに選定した。 
 
２ 現状と問題点 
 1）現行の説明書は文字が小さく羅列されているために注意事項が見づらいデザインになっている。 
 2）依頼項目（検査部位別）と現行の説明書が、項目ごとに対応していないため、依頼項目（検査部位

別）に説明書の注意事項が即していない。 
3）注意事項の内容が簡略化されすぎていて曖昧な説明になっている。 

 
３ 改善策 

1）文字を大きくして「検査当日の注意」の各項目にイラストを使用し、見やすいデザインに変更した。 
2）依頼項目（検査部位別）ごとに、それぞれの説明書を作成した。 
3）注意事項を項目別にし、具体的な内容を明記して曖昧な表現をなくした。 

 
４ 結果と今後の取り組み 

依頼項目（検査部位別）に対応した説明書を作成して運用できるようになった。「食事・飲み物」「く

すり」「服装」「トイレ」を項目別にイラストを使用したことで、ひと目で注意事項に目がいくように

なった。今回は、数ある中で超音波検査にフォーカスを当てて行ったが、他の説明書についても同様

に専門や他部署との連携を図りながら順次改訂していきたい。 
 
５ 活動の詳細 

○ 問題点 
  検査科内で話し合いを行い、問題点を洗い出した。また、現状を把握するため検査説明担当看護

師に現行の説明書についてアンケートを実施した。 
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 ＜問題点＞ 
・文字が小さく、注意事項等に目がいかない 
・依頼項目に沿った説明書になっていない 
・汎用的で注意事項の内容が不十分かつ曖昧な表記なため、 

説明者が補足説明しなければならない 
・依頼検査項目と説明書が紐づけされていないオーダー項目がある 

 
 
 
 
○ 改善策 

検査科内で「説明しやすい・読みやすい」を目指してデザインを一新し、注意事項については具

体的に明記して、説明する側も受ける側も困惑しないように心がけ作成に取り組んだ。また、『説明

書（案）』については、検査説明担当看護師に２度目のアンケートを実施して意見･感想などを求め

た。おおむね良好な回答ではあったが、薬の注意事項である糖尿病薬について検査説明担当看護師

から意見が上がり、糖尿病専門医と薬剤科の指導・協力のもと改訂を行い完成版とした。 
 
 

＜完成版＞ 
・依頼検査項目ごとに、それぞれ説明書を作成した（全 8 種） 

 ・各項目（食事・くすり・服装・トイレ）にイラストを 
使用して見た目にもわかりやすくした 

 ・項目ごとに注意事項の内容を具体的に下記のように明記した 
 
 
（食事） 

食止め時間を記入する欄を設けた 
   飲み物の品目を具体的に挙げ、制限の有無を明記した 
 （くすり） 

糖尿病の経口薬・注射薬の使用中止 
但し、持効型の４種類（ランタス・グラルギン・レベミル・トレシーバ）については使用を継

続するように明記した 
糖尿病薬を食止め後に使用した際、低血糖を起こす可能性があることを明記した 
糖尿病注射薬について薬剤科に注射薬一覧を作成してもらい、患者説明室に参考資料として設

置した 
 （服装） 
   検査に応じた服装（上下分かれた服装、前開きの上着、下着など）を具体的に明記した 
 （トイレ） 
   尿を溜め始める時間を 1 時間前からとし、溜める理由も明記した 
   尿溜めが必要のない場合も他の検査を考慮し「他の検査で指示がない限り」と明記した 

＜完成版＞ 

＜改訂前＞ 
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                                  東部地域病院 
テーマ名 
小児科入院オリエンテーション DVD の導入 ～サービス向上と業務の効率化に向けて～ 

                   サークル名 TSUTAE 隊 
                   メンバー名 看護部 303 病棟 ◎茂木 智恵子、○竹山 恵 

                               金子 愛、真野 優美 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 

当院小児科の入院は、小学校 1 年生未満の場合、家族の希望と医師の許可により付き添いが可能となって

いる。入院中はこれまでと違う環境の中で生活を行うこととなり、患児も付き添いを希望した家族も不安が

多い。当病棟では、入院時に家族へパンフレットを用いて、口頭での入院オリエンテーションを行っていた。

安心・安全に入院生活を送るために、説明しなければならないことが多く、入院オリエンテーションに多く

の時間を割いている状況であった。小児科は昼夜問わず緊急入院が多く、続けて数名が入院となることも少

なくなく、他の業務が滞ってしまうことがある。また、夜勤帯での入院は看護師も少なく、1 人で対応する

こともあるため、看護師への負担も大きい。 
入院時は子どもの症状も不安定であり、啼泣している患児をあやしながらオリエンテーションを聞かなけ

ればならず、集中して話を聞くことが出来ない状況も確認できている。付添家族の交代や、オリエンテーシ

ョン内容の多さ、言葉の説明だけではうまく伝わらず、その結果、患者家族からは「聞いていない」などの

声や、入院生活についての質問をされることも多かった。 
また、昨年度より病棟看護師の入れ替わりも多く、スタッフ間での入院オリエンテーションに対する認識

の違いがあり、説明内容が統一されていないという現状もあった。 
以上の問題点を踏まえ、業務の効率化や統一したオリエンテーション、動画による可視化された媒体を用

いることにより、視覚的なアプローチを通してわかりやすく伝えることは出来ないかと考え、小児科オリエ

ンテーションの DVD を作成し、それに合った入院オリエンテーション用紙を新たに作成することとした。 
 
２ 活動内容 
 ① スタッフからの意見を基にこれまで使用していた入院オリエンテーション用紙の見直しを実施、簡略化

したものへと修正。 
 ② 動画や写真を取り入れたオリエンテーション DVD の作成。 
 ③ スタッフによるオリエンテーション用紙の確認と DVD の試聴を実施、意見収集後修正。 
 ④ DVD の運用開始後スタッフにアンケート実施、①②使用後の患児家族の反応や業務の効率を調査。 
 
３ 今後の取り組み（結果） 

8/27 から DVD の運用開始し、9/11 までの間でアンケート実施。期間も短く小児科の入院が少なかった

ため、期間中に DVD を使用したスタッフは 24 名中 9 名と４割弱程であった。 
アンケート調査の結果から、DVD を使用した全スタッフが DVD 視聴中に他の業務ができたと回答。4

名は業務効率が上がったと回答している。これまでオリエンテーションに割いていた時間に他の業務を実施

できるようになったことから業務の効率が上がったと感じられたスタッフもおり、業務の効率化とうい点に

おいては一定の効果があったといえる。 
また、「点滴に注意を払う家族が増えた」との回答もあり、点滴の異常や、ルートに注意が必要であるこ

とを動画や写真で可視化したことで、わかりやすく伝えることができ、家族がこれまでよりも治療に協力を

してくれるようになったと考えられる。 
今までは伝えたつもりでいても、家族から同じような質問が多くあったが「以前より質問が減った」と 3
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名のスタッフが回答している。アンケート用紙では具体的な内容まで記載してもらわなかったため詳細は不

明であるが、確認がとれたスタッフからは「オムツの捨て場所を聞かれなくなった」との声がいちばん多く

聞かれた。オムツの捨て場所については動画で説明を実施したことから、より理解が得られたのではないか

と思われる。また、「家族から何も聞かれなくなった、質問自体が減った」と回答したスタッフもおり、入

院時に DVD を視聴することは、今後の入院生活での疑問点の解消にもつながり、不安の軽減にも一定の効

果があると考えられる。 
視聴後の質問について 2 名から「柵を実際にやってみないとわからない」「オムツや哺乳瓶の回収場所が

わからない」「家族が食事の時患児をどうしたらいいか」等質問があったが、再度口頭で説明すれば実施出

来ており、ベッド柵については視聴後に実際に使用方法を説明しているため、説明不足により問題となる事

例はなかった。 
「DVD を観たのでわかりました」という家族がいる一方で、DVD 視聴後に内容忘れてしまい再度質問さ

れることがあったとのスタッフもいた。DVD を落ち着いた状態で視聴できたかなどは確認できていないた

め不明であるが、人によって理解度はまちまちであり、１回の DVD 試聴ですべてを理解することは困難で

あることから、視聴後には必ず家族に理解できたか質問がないかの確認をするようスタッフに徹底していく

必要がある。 
DVD 使用したスタッフへの今後も使ってみたいかとの問には「はい」と 9 名全員から回答あり、未使用

のスタッフからも「タイミングが合わなくてまだ使用していないです、ぜひ使いたいです」と使用に前向き

な意見が多く聞かれており、今後も病棟での使用継続に前向きな意見が多かった。 
今回の小児オリエンテーションのDVDは患児家族の安心な入院生活へサービス向上と病棟スタッフの業

務の軽減と業務効率化という目的で作成したが、新配属のスタッフへのオリエンテーション時などにも活用

可能である。それぞれの科によって様々な決まりがあり、覚えなければならないことがたくさんあるが、小

児科は特に事故防止、ミルクや付き添い家族についての決まりなど他科にはないことが多くある。紙面だけ

での説明ではなく可視化されたDVDの使用はスタッフの教育面でも有効であるため今後も活用していきた

い。 
今回は実施期間が短かったため、もう少し長い期間で効果や修正点など評価していく必要がある。また今

回のアンケートで、家族からあった質問の内容について詳しく把握できなかったこともあったため、今後も

DVD の使用を重ねることによって家族からの声や反応を集めて改善していき、よりよいものに修正を重ね

ながらこのオリエンテーション DVD を活用しサービス向上につなげていきたい。 
 
 
※DVD 内容の一例 
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テーマ名                                   東部地域病院 

嚥下調整食の整備と地域連携への活用 

サークル名 安全に食べてもらい隊 

メンバー名 ◎〇大塚 藍、岸上 美千子、竹田 里美、竹内 理恵 

古津 ゆかり、津佐 龍彦、窪田 由美子、中島 明子、海治 早利 

１ テーマ選定理由 

医療介護需要が高まる中、「地域包括ケアシステム」を構築し推進することが求められており、栄

養管理の面では、入院時から退院後を見据えたシームレスな支援が不可欠である。当院では摂食嚥下

障害を有する患者さんが少なくないことから、嚥下調整食を退院後も継続しやすいように整備し、地

域へ情報発信することを目的に本テーマを選定した。 

 

２ 現状と問題点 

(１)嚥下調整食の食事形態 

当院では日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定める「学会分類 2013」に基づき 3段階の嚥下調

整食を提供しているが、患者さんの摂食嚥下機能に合わせた段階的な食上げをするために食事形態の

再調整が必要であった。 

(２)地域連携 

嚥下調整食を必要とする患者さんの退院・転院先の病院や在宅療養に関わるスタッフ、患者さんの

家族が、治療食について参考にする資料が不足していた。また、介護者が嚥下調整食を調理する際、

調理方法や食事形態のイメージがつきにくく、適切な嚥下調整食が継続できない可能性が考えられた。 

 

３ 改善策 

(１)嚥下調整食の食事形態 

言語聴覚士(以下 ST)と摂食嚥下認定看護師、給食受託会社従業員（以下受託職員）と共に、当院の

患者の特性や自宅での作りやすさを考慮して食事形態（基準）や調理方法を検討した。 

① 嚥下調整食 2 の形態を学会分類 2-1 を基準とし、ゲル化剤で再形成する方法からとろみ剤で粘度

調整する方法に変更し、食事形態ではプリン状からヨーグルト状の形態へと変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

② 嚥下調整食で提供するお茶ゼリーを、より安全に食べやすい硬さになるようゼリー剤の濃度を変

更した。変更後のお茶ゼリーを召し上がっている患者さんに食べやすさについて調査したところ、

全員が「食べやすい」と回答した。また、軟らかいゼリーになったことで口腔内で崩れやすく塊の

まま飲み込んで誤嚥するリスクが軽減された。  

③ 嚥下調整食 3 の形態を学会分類 3 を基準とし、蛋白質分解酵素や圧力鍋を用いて食材をやわらか

く調理してから再加工を行う方法を検討した。費用や調理時間を考慮し、圧力鍋を使用することと

した。試作を重ねた結果、食材の形は残しつつ、より細かく刻み、口腔内に残らないよう加える餡

の量を増やすこととした。献立の準備が整い次第、院内に周知し、提供を開始していく。 

【変更前】 【変更後】 
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(２)地域連携 

① 整備した嚥下調整食の形態一覧表を作成し、ホームページに掲載することで、外部からの参照が

可能となった。栄養情報提供時にも活用している。 

② 実際に調理しているところを撮影し、わかりやすく編集した動 

画を栄養指導時に活用したり、退院後いつでも参照できるようホ 

ームページに掲載することとした。動画は嚥下調整 2(学会分類 2 

-1)の食事の主食・主菜(肉)・主菜(魚)・副菜・水分とろみの調 

理について作成した。 

動画には作り方の字幕を挿入し、自宅でもわかりやすいよう解説を 

行っている。 

③ 嚥下調整食を調理するための栄養食事指導資料は詳細を説明したものが不足していたため、嚥下

調整食 2 の調理方法の資料を新たに作成した。資料にはホームページの QRコードを掲載し、調理

動画を参照できるようにした。また、インターネット環境の無い方にも調理手順等がわかるよう、

スリーステップの写真付きレシピ資料を作成した。 

 

４ 今後の取り組み 

嚥下調整食の形態の調整により、従来より段階的に食事形態を選択できるようになり、患者さんの

摂食嚥下機能により適した治療食提供が可能となった。今後は、普通食への「移行食」についても調

整を行う。 

ホームページに当院の嚥下調整食の一覧表を掲載したことで、他施設や在宅スタッフが当院の嚥下

調整食の食事形態を参照可能となった。葛飾区医療福祉関係栄養士連絡会等で近隣の施設にもお知ら

せし、退院・転院後に適切な食事形態で食事開始できるよう取り組んでいく。 

調理動画や栄養指導資料の作成等により栄養指導媒体を充実させたことは、自宅療養する患者さん

やその家族が適切な食事療養を行うための一助となったと考える。 

圧力鍋で調理した食材 

試作１回目 

試作２回目 

55mmmm 角角にに刻刻んんでで少少量量のの餡餡をを絡絡めめるる  
⇒舌で押しつぶしきれない。口腔内でバラけ
やすく食塊形成や移送がし難い。 

11mmmm 角角にに刻刻んんでで多多めめのの餡餡をを絡絡めめるる  
⇒形は残っているが、水分量(餡)が増えたこ
とにより食塊形成や移送がしやすい。 

＜嚥下調整食３の調理形態検討の経緯＞ 
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東部地域病院 
テーマ名 
薬剤師の院内処方修正による業務の効率化 

チーム名 チーム★プライスレス 
メンバー 薬剤科 ◎植田 生織、中村 雅美、川迫 睦美 

星谷 佐江子、松澤 弘志 
内科   吉岡 泰子 
外科   北島 政幸 

 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 

平成 22 年 4 月 30 日厚生労働省医政局長通知（医政発 0430 第 1 号）「医療スタッフの協働・連

携によるチーム医療の推進について」が発出された。この中で医師・薬剤師などにより事前に作

成・合意されたプロトコールに基づく薬物治療管理（Protocol Based Pharmacotherapy 

Management：以下、PBPM）の実践が推奨されている。当院においても「投与方法（一包化・粉砕・

混合）」、「用法の変更」、「重複薬の削除」、「投与タイミングの変更」など医師・薬剤師の事前合意

に基づき運用を開始することとした。現状の問題点は次の 2点にある。 

① 医師に限定された処方修正権限 

医師は各種業務に追われ、疑義照会後の処方修正をすぐに行えない場合がある。また、電子

カルテ上の処方修正の権限も医師のみに付与されている。  

② 調剤・配薬業務への時間的圧迫 

医師の処方修正が遅れると、その後の調剤、配薬業務に遅れが生じ薬剤師、看護師業務等に

影響をきたす。 

２ 活動内容 
「薬剤師による処方修正」の実施のため、「PBPM に基づいた処方修正の運用」を構築した。 

① プロトコールの作成 

プロトコール内容を検討・作成した。（図１） 

② 医師への周知及び合意 

全ての診療科に対しプロトコールを説明し、合意書（図２）に合意を得た。  

③ システムの調整・変更（薬剤師の処方修正の権限付与・電子カルテ記録画面の作成等） 

NEC システム担当者と薬剤科で電子カルテシステムの調整・変更を行った。それにより薬剤

師の処方修正が可能となった。また、処方修正後の記録作成に時間を要さないよう、テンプ

レートを作成した。 

３ 改善策、今後の取り組み等 
薬剤師による処方修正について、2020 年 8月 3日から 8月 31 日まで約１ヶ月分を集計した。 

① 処方修正件数は合計 14 件、内訳は内科 5 件、循環器内科 3 件、婦人科 2 件、脳神経外科

2 件、外科 1 件、泌尿器科 1 件であった。 
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②  処方修正項目は「１包化」5 件、「用法修正」4 件、その他 5件であった。  

③ PBPM による医師の院内処方の業務軽減件数（率）は 14/19 件（63.6％）であった。 

④ 処方修正に要した時間は、5 分未満が 12 件、5 分以上～10分未満が 2 件であった。  

今後は、注射薬の疑義照会後の処方修正や、内服薬の剤形変更などにも業務内容を拡充してい

きたいと考える。 

 

「処方修正実施項目」 

 

・粉砕指示の削除・追加  

・同一処方内での一包化や別包指示の削除・追加  

・薬剤コメントの修正  

緊急購入薬品のメーカー指定や酸化マグネシウム投与時の“調節可”指示等 

・用法の修正 

起床時内服や食直前内服など、飲み方が決まっている用法からの逸脱の場合  

・同一処方内での重複薬の削除  

・服用開始タイミングの変更 

・「麻薬、覚せい剤原料、抗癌剤」などの薬剤は、処方修正の対象範囲外とする 

 

 

    図１「プロトコール」              図２「合意書」 
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②  処方修正項目は「１包化」5 件、「用法修正」4 件、その他 5件であった。  

③ PBPM による医師の院内処方の業務軽減件数（率）は 14/19 件（63.6％）であった。 

④ 処方修正に要した時間は、5 分未満が 12 件、5 分以上～10分未満が 2 件であった。  

今後は、注射薬の疑義照会後の処方修正や、内服薬の剤形変更などにも業務内容を拡充してい

きたいと考える。 

 

「処方修正実施項目」 

 

・粉砕指示の削除・追加  

・同一処方内での一包化や別包指示の削除・追加  

・薬剤コメントの修正  

緊急購入薬品のメーカー指定や酸化マグネシウム投与時の“調節可”指示等 

・用法の修正 

起床時内服や食直前内服など、飲み方が決まっている用法からの逸脱の場合  

・同一処方内での重複薬の削除  

・服用開始タイミングの変更 

・「麻薬、覚せい剤原料、抗癌剤」などの薬剤は、処方修正の対象範囲外とする 

 

 

    図１「プロトコール」              図２「合意書」 

 

東部地域病院 
テーマ名                                        
物品配置の見直しによる業務改善～回診車の縮小・各種物品の配置変更～ 

サークル名 QOW スッキリチーム 
メンバー名 看護部 301 病棟 ◎長井 駿、○遠川 誉保子 

五十嵐 美沙、伊藤 裕子、山越 奈緒美 
１ テーマ選定の理由 

病棟内には使用していない物品や薬剤が多くあり、回診車やミキシング台の引き出しの中身が煩雑に収納さ

れている現状がある。そこで、整理整頓することで作業効率や動線の改善を目指し、定数の見直しをしてコス

ト削減することを目的にテーマを選定した。 
２ 現状と問題点 
（１）回診車の問題点 

301 病棟は整形外科・婦人科の外科系病棟である。回診時に回診車を使用するが、物品が不足し途中で看

護師がナースステーションまで戻り、物品を補充することが度々見られ、円滑な回診ができていない。その

ため、処置が遅延し、患者に迷惑がかかっている。また、回診車は 2 台あり、補充は日勤で看護助手が担っ

ているが回診車に物品が余地なく入っていて補充に時間を要し負担となっている現状がある。 
（２）ミキシング台の問題点 

煩雑に物品を引き出しにしまっているため必要物品を取り揃える作業に時間がかかった。ミキシング台の

下から2段の引き出しは感染的に不潔となり使用してはいけなかったが物品のストックの場所として今まで

使用していた。弾性ストッキングなど過剰に物品の補充がされていた。 
（３）薬品庫の問題点 

 使用していない薬品、ストックも多く、湿布など引き出しが閉まらないところもあった。使いたいときに

見つからないという場面が見られた。 
３ 改善策 
（１）回診車を 2 台から 1 台に縮小することで看護助手業務（毎日の回診車点検作業）を削減し、業務改善を図

った。医師と相談し回診車の中身を見直し、回診の前には、医師に必要な物品を確認して、不足が無いよう

にすることで業務の効率化を図った。 
（２）ミキシング台内の物品配置を見直し、スタッフの動線を改善し、業務効率を上げる環境を調整する。過剰

な在庫を減らすことでコストを見直した。 
（３）使用していない薬品や過剰にある薬品の定数を変更しコストの削減をした。薬品の配置を変更し見つけや

すいように整理した。 
４ 結果・今後の取り組み（課題） 
（１）回診車について、回診時に物品不足で取りに戻ることが減り、以前よりも円滑に回診が行えるようになっ

た。助手の物品補充にかかる時間が短縮した。 
（２）ミキシング台に関しては、用途別に物品を分けることで必要な物が近くに揃っているので動線が良くなり

作業効率が上がった。一方でミキシングに関しては変更前の場所の方が動線よく作業がしやすかったという

意見も聞かれた。 
（３）薬品庫についてはアルツディスポ（665 円）など使用頻度が少ない薬剤をなくすことでコスト削減に繋が

った。 
今後の課題は、薬品庫の引き出しの色別化をし、探しやすくすることや物品の単価を表示し、スタッフが

コスト意識を持つようにすることである。定期的にスタッフに意見調査を実施し、誰もが使いやすく利便性

を考慮した整理整頓を行い、コスト管理を意識した物品管理を出来るようにしていきたい。 
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テーマ名                                       東部地域病院 

おしごとまとめる表による業務改善 
サークル名 おしごとまとめ隊        
メンバー名 看護部 304 病棟 ◎丸山 美佐緒、○飯田 雄大 

根本 弥徳、新屋 路子 
 

１ テーマ選定理由 
304 病棟は泌尿器科・脳神経外科の混合病棟であるとともに、その他の科の患者を受け入れるフリーベッド

も運用しており、様々な診療科の広範な手術・検査に対応する必要がある。しかし、手術や検査の必要物品や

細かな準備について分からないことがある場合、その都度先輩や医師、他病棟のスタッフに問い合わせる必要

があった。そういった業務の手順を纏めた表を作成することで、患者サービスの向上・安全な入院生活のサポ

ートに繋がると考え、本テーマを選定した。 
 
２ 現状と問題点 

 手術・検査の準備に関しては、病棟での細かな決まり事まで網羅したマニュアルが存在せず、現場の口伝え

で知識の継承がなされている。そのため、スタッフの経験や練度によって業務の精度が左右され、必ずしも統

一した対応ができているとは言えない現状がある。そういった問題点についてスタッフにアンケートをとった

結果、以下の意見が挙がった。 
① 他科の場合、準備方法が分からない。マニュアルやクリニカルパスにも記載されていない 
② 久々の手術・検査だと何が必要か忘れることがある 
③ 手術・検査ごとに出棟場所・着衣・同意書の種類などが違うので分からなくなる 
④ 分からないことがあった時、何処の誰に聞けばいいか分からない 
 これらの問題点を改善するために、改善策を計画・実施した。 

 
３ 改善策 

 病棟で統一された検査・術式別業務一覧（以下「おしごとまとめる表」）を作成するために以下のことを実

施した。 
① 頻度の高い手術・検査の項目の調査 
② 他科の手術・検査についての情報収集と医師への確認 
③ 「おしごとまとめる表」の掲示・周知 
④ 使用前後のアンケート調査 

 
４ 結果と今後の取り組み 

「おしごとまとめる表」使用後のアンケートでは、スタッフの 9 割近くが「おしごとまとめる表」を認知し

活用するに至った。その結果、8 割以上のスタッフが良かった点として「手術・検査の確認のため人に聞くこ

とが減った」「手術・検査の準備等に時間がかからなくなった」と答えている。よって「おしごとまとめる表」

を活用することで、手術・検査の準備がスムーズに行うことができるようになったと考える。手術・検査の準

備に関する不安要素が軽減し間違えがなくなったことで、安心・安全な入院生活のサポートに繋がった。 
今後も患者に安全な手術・検査を実施できるように準備をしていかなければならない。そのため、「おしご

とまとめる表」の内容に変更があった場合はすぐに情報更新ができるように、この活動を継続して実施してい

く必要がある。 
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東部地域病院  
テーマ名  
感染防護用フェイスシールド作成 ～限られた医療物資を考える～ 

サークル名 東部マスク工業会  
メンバー名 放射線科 ◎佐々木 和広、○茂野 夏実  

倉上 浩人、浦 直樹、吉本 勇斗  
 
１ テーマ選定理由、現状の問題点  
 拡大している新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の影響に伴い、政府は 4 月に緊急事

態宣言を発令し、東京都も含め 13 都道府県は重点的に感染拡大防止に取り組むべき「特定警

戒都道府県」と位置付けた。企業では、密にならぬようテレワークが推進され、製造工場の稼

働が一時的に縮小された。同時に、海外からの医療物資の輸入停止もあり、医療機関への物資

供給が切迫した。このような状況下で、新規感染者や上記症状を訴える患者は、新型コロナウ

ィルス感染症受入れ医療機関に集中し、当院も限られた医療物資のなか、新型コロナウィルス

関連の患者を受け入れることとなった。  
 
２ 活動内容  

患者を対応する現場では、医療用マスクにガーゼを挟み 1 日 1 枚の使用に止めたり、フェイ

スシールドは 1 患者対応後に清拭し再利用するなど、各科が医療物資の節約に取り組んだ。  
そこで、感染拡大防止に重要なデバイスである医療用マスクや防護エプロン、またフェイス

シールドが院内で不足しないよう、放射線科として物資を節約し使用する運用に取り組んだ。 
 
３ 改善策、今後の取組等  
 限られた医療資源を、感染リスクの高い医療従事者にできるだけ多く供給し、且つ自らの身

を守るために、清拭を徹底し再利用可能な感染防護のデバイスを自主製作することとした。  
≪製作するデバイスの候補および選定≫  
 自主制作にあたり、感染症防護のため使用する頻度の高い PPE（個人防護具）をピックアッ

プし、実際の規格や求められる性能をまとめた。  
1. 医療用マスク  

日本には医療用マスクの性能規格基準が存在しない。しかし、医療現場では湿性生体物質

などの液体防御性能がない製品は、PPE としての役割を果たさない。  
2. 感染防護エプロン  

湿性生体物質による汚染から医療従事者を守る。血液や体液で汚染される可能性がある場

合は、衣類や体幹部の皮膚が曝露しないよう防止できる性能が求められる。  
3. フェイスシールド  

広いエリアの顔面防御が可能であり、顔面の両サイドや頭頂側から飛散した血液などの侵

入を防ぐ性能が求められる。液体防御性能があり、装着時に視界を遮らない素材である必

要がある。  
 以上 3 デバイスを選定候補とし、高い製造技術を必要とせず、且つ頻回に使用するため再利

用が容易な、フェイスシールドを自主製作することにした。  
 

様々なタイプを試作し、従来の医療用フェイスシールドと比較検討しながら、改良にも取り

組んだ。引き続き製作したフェイスシールドを、より低コストに抑え、且つ使用しやすいもの

へ改良に取り組み、さらなる感染拡大に備え、医療資源を継続的に節約するよう努めていく。

今後も、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止も含め、安全・安心の医療提供に邁進し、
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地域に選ばれる医療機関となるよう尽力していく。  
 
≪活動詳細≫  

製作材料として、まず放射線科内にあるものを利用した。そのほか、以前に科内で購入した

防護メガネを利用したタイプや、サンバイザーやマグネットを購入し利用したタイプなど複数

試作した。各フェイスシールドの詳細は、以下の通りである（Fig.1,2,3,4）。  
 

【フェイスシールド 1 号】  
ラミネートシートとスポンジを貼りあわせ、そこにゴムひもを通した最もシンプルなタ

イプである。  
【フェイスシールド 2 号】  

ラミネートシートとスポンジ 2 個を貼りあわせ、スポンジに切り込みを入れ伸縮性のあ

るゴムバンドを通したタイプである。  
【フェイスシールド 3 号】  

以前に放射線科内で購入し職員へ配布していた防護メガネに、工作用モール 2 本でラミ

ネートシートを固定したタイプである。  
【フェイスシールド 4 号】  

バイザーのヘッドバンド部とラミネートシートそれぞれに強力なマグネットを接着し、

磁力で装着するタイプである。  
 
 試作した 4 タイプを、実際にポータブル撮影や CT 検査で患者対応に使用した。スタッフか

ら使用時の評価や改善点を聴取し、従来の医療用フェイスシールドと比較検討しながら、改良

にも取り組んだ。最終的な評価は、①感染防護  ②製作の容易さ  ③着け心地  ④再利用  ⑤コス

ト面の 5 項目で実施した。  
 
                       ≪まとめ≫  

今回製作した 4 タイプのフェイスシー

ルドのうち、防護メガネを利用したタイ

プが、感染防護や製作の容易さなど、全

体的に評価が高い結果となった。また、

磁石で固定するタイプは、新規製作時の

手間やコストは掛かるが、清拭や再利用

の容易さなど検査の種類や使用する場

面によって利便性が高いことが分かっ

た。引き続き自主製作したフェイスシー

ルドを積極的に活用していく。  
さらに、限られた医療デバイスを、  

清拭を徹底し再利用することで、感染症

予防や拡大防止に対する職員の意識向

上を促すことができ、十分な成果を挙げ

られた。  
 

Fig.1 1 号  Fig.2 2 号  

Fig.3 3 号  Fig.4 4 号  
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東部地域病院 

テーマ 

急性期病院での院内デイケアの構築～高齢患者の「生活の質」を保持するために～ 

サークル名 はじめのい～っぽ  
メンバー名 看護部看護相談  ◎岩本 友香、○松崎 由紀子 

      リハビリテーション 榎戸 淳、野谷 吉典 

医師 脳外科    三科 秀人 

 

１ テーマ選定理由 

日本は周知の通り超高齢社会へ突入し、急性期病院においても高齢者の入院患者が多

い現状がある。入院前は自宅や施設で生活し、その生活の中で活動の場が確保されてい

ることが多いが、入院を契機に活動の場を失う。急性期での入院では体調の変化や環境

の変化や治療などに適応できず、せん妄を発症する患者も少なくない。 

入院後は、点滴や酸素などの管理をおこない、離床目的としてナースステーション内

で車いすやベッド上で多くの時間を過ごすことが患者の日常となり、活動の場がないこ

とが現状である。患者は活動や刺激がなくなることで、ADL や QOL が低下する。そのため、

今まで通りの生活の継続が困難となるという悪循環を招いている。 

そこで、今回、2003 年ころより実践されている「院内デイケア」を取り入れ、入院と

いう環境下においても、高齢者にレクリエーションやコミュニケーションなどの活動の

場を提供し、入院による ADL や QOL、認知機能の低下を最小限にすること、さらに患者が

安心して治療に専念し、そして、今まで通りの生活の継続ができることを目的としてこ

のテーマに取り組むこととした。 

 

２ 現状と問題点 

我が国は超高齢社会に突入しており、当院を受診する患者においても、入院患者（15

歳以上の患者）の平均年齢は 70.7 歳である。そのような背景の患者に対する現状の問題

点を以下に示す。 

（1）活動性の低下 

入院することで今までおこなっていた、デイサービスへの通所や、買い物に行くなど、

今までの通りの生活が継続できなくなるため、ADL 低下、認知機能・身体的機能の低下が

予測される。 

（2）せん妄や BPSD（行動・心理症状）の出現 

 入院による急激な環境の変化や身体的な変調は、せん妄・BPSD 発症の要因となる。こ

れらを出現させないためには、日中の活動と夜間の良好な睡眠が基本となる。 

（3）デイケア実施に向けた人員、時間の確保 

 実施する場所、人員、時間の確保をおこなう必要がある。多忙な業務の中、患者にと

って有効なデイケアの実現に向け、どのようにしたら構築できるか考えるが必要である。 
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３ 改善策 

 急性期病院であっても、身体的機能や認知機能の維持回復、日常生活の自立を助ける

ために活動の場を構築することが必要と考え、院内デイケアを 1 回／週、30 分程度で開

催。対象は認知機能低下やせん妄発症などの症状がある患者を選定し、主治医より参加

の許可を得た患者を参加者とした。場所は気分転換の効果を期待し、リハビリ室にて数

名（1名以上）でアクティビティ（運動や色かるたなど）を実施。 

・終了時に、患者へアンケートを実施。 

アンケート内容   

① 参加して楽しかったですか？ 

② また参加したいですか？ 

以上をデイケア終了時に患者へ質問形式でおこなった。 

 

４ 結果と今後の取組み 

（1） 結果  

① 参加者 1-3 名/週 合計 7 名 

平均年齢 83.7 歳（最高齢 92 歳） 

認知症診断の有無 診断あり 71％  診断なし 29％ 

男女比      男性 86％   女性 14％ 

 毎週金曜日にリハビリ室にてデイケアを開催した。参加人数は 1-3 名／週で 1 回につ

き 30分程度おこなった。認知機能や活動性が異なっていても実施可能なアクティビティ

をグループ内で検討した。はじめに見当識に働きかけるため、ホワイトボードに大きく

年月日、場所を記入し参加者へ伝え、その後、上半身のみで実施可能な棒体操を行い、

活動性を確認し、アクティビティの実施へつなげた。アクティビティは、座ったまま誰

でも参加ができる「色かるた」という 100 色のかるたを使用し、色のイメージから会話

をするものを取り入れた。病棟では、発語もなく表情の変化が乏しい患者が多かったが、

デイケアの時間は発語も多く、笑顔がみられ表情が豊かになった。また、参加者に意識

調査をおこなった。内容は①参加して楽しかったか？②また参加したいか？という質問

をした。①「楽しい」と返答した患者は 71％「普通」28％「楽しくない」0％②「参加し

たい」と返答した患者は 86％「どちらでもいい」14％「参加したくない」0％という結果

であり、参加前は意欲的な発言は少ない患者が多いが、結果よりデイケアの参加は患者

の満足度向上につながっている。また、病棟ではみることのできない表情や発語の変化

に「こんなにたくさん話すの知らなかった。すごい。」など病棟看護師からも声を聞くこ

とができた。参加者からも「こういうのもいいじゃないか。病室にいるよりずっといい

よ。」という声が聞かれた。これらより人員、場所、時間の確保を検討し、今後も継続す

ることができるよう取り組むことが課題である。 
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３ 改善策 

 急性期病院であっても、身体的機能や認知機能の維持回復、日常生活の自立を助ける

ために活動の場を構築することが必要と考え、院内デイケアを 1 回／週、30 分程度で開

催。対象は認知機能低下やせん妄発症などの症状がある患者を選定し、主治医より参加

の許可を得た患者を参加者とした。場所は気分転換の効果を期待し、リハビリ室にて数

名（1名以上）でアクティビティ（運動や色かるたなど）を実施。 

・終了時に、患者へアンケートを実施。 

アンケート内容   

① 参加して楽しかったですか？ 

② また参加したいですか？ 

以上をデイケア終了時に患者へ質問形式でおこなった。 

 

４ 結果と今後の取組み 

（1） 結果  

① 参加者 1-3 名/週 合計 7 名 

平均年齢 83.7 歳（最高齢 92 歳） 

認知症診断の有無 診断あり 71％  診断なし 29％ 

男女比      男性 86％   女性 14％ 

 毎週金曜日にリハビリ室にてデイケアを開催した。参加人数は 1-3 名／週で 1 回につ

き 30分程度おこなった。認知機能や活動性が異なっていても実施可能なアクティビティ

をグループ内で検討した。はじめに見当識に働きかけるため、ホワイトボードに大きく

年月日、場所を記入し参加者へ伝え、その後、上半身のみで実施可能な棒体操を行い、

活動性を確認し、アクティビティの実施へつなげた。アクティビティは、座ったまま誰

でも参加ができる「色かるた」という 100 色のかるたを使用し、色のイメージから会話

をするものを取り入れた。病棟では、発語もなく表情の変化が乏しい患者が多かったが、

デイケアの時間は発語も多く、笑顔がみられ表情が豊かになった。また、参加者に意識

調査をおこなった。内容は①参加して楽しかったか？②また参加したいか？という質問

をした。①「楽しい」と返答した患者は 71％「普通」28％「楽しくない」0％②「参加し

たい」と返答した患者は 86％「どちらでもいい」14％「参加したくない」0％という結果

であり、参加前は意欲的な発言は少ない患者が多いが、結果よりデイケアの参加は患者

の満足度向上につながっている。また、病棟ではみることのできない表情や発語の変化

に「こんなにたくさん話すの知らなかった。すごい。」など病棟看護師からも声を聞くこ

とができた。参加者からも「こういうのもいいじゃないか。病室にいるよりずっといい

よ。」という声が聞かれた。これらより人員、場所、時間の確保を検討し、今後も継続す

ることができるよう取り組むことが課題である。 

東部地域病院 
テーマ名 
がんサロンの立ち上げ～がん診療連携協力病院としての役割～ 

サークル名 はなまるリバティー 
メンバー名 緩和ケアチーム  

医師    有澤 千鶴 
管理栄養士 竹田 里美 
看護部   奥 みどり、溝口 千賀、夏目 真美 

大山 延枝、柴田 真由 
 
１ テーマ選定理由 

我が国は、がん医療においてがんとの共生を施策として挙げている。当院はがん診療連携協力病院であり、

心の安寧と本来の力を取り戻すため、がん患者・家族が互いに語りあえる場を提供し、包括的支援をしていく

役割がある。今回がん患者・家族の語りの場としてがんサロンの立ち上げを行なった。 
 
２ 現状の問題点 

設立や運営を継続するために当院で行うがんサロンの意義やがん患者・家族のニーズ、運営者の役割を考え

る必要があった。ハード面では、開催に必要な人員や場所の確保が問題であった。 
 
３ 改善策 

 がんサロン開催にあたり対象者を当院通院中のがん患者・家族とした。がん患者支援に携わる外部看護師か

ら運営について話を聞き、がん領域認定看護師で、当院で行うがんサロンの意義を話し合った。がんサロンに

参加することでお互いの体験を共有し、心が癒やされ、次の一歩につながるサロンを目指すことにした。気軽

に参加でき、初対面どうしの参加者でも会話ができるよう、会話の呼び水になるミニレクチャーを組み込んだ。

参加者のニーズ把握のため、がん領域認定看護師が所属する部署を中心に事前アンケート調査を行なった。並

行して、日時に作用されず利用可能な開催場所の検討を行い、院内レストランとした。準備や開催にあたって

は、開催計画を説明し、院内各部署の協力を仰いだ。 
 
４ 結果と今後の取り組み 

がんサロンに気軽に参加できるよう参加費無料、入退場自由とし 1 時間の開催予定スケジュールで 8 月 22
日土曜日に院内レストランの一部を借り、感染予防対策を行いながら実施した。参加者は患者・家族 8 名であ

った。開催内容は栄養士によるミニレクチャーと栄養補助食品の試食会と、参加者によるフリートークの時間

を設けた。フリートークでは感情を吐露し患者同士涙される場面も見られた。開催後の参加者アンケートによ

る満足度の肯定的回答は 100%であり、「同じ立場の人と話せて勇気が持てた」「知り合いができて心強い」「ま

た開催して欲しい」等の感想が聞かれた。 
がん患者同士で同じ体験を語り合う場のニーズと開催の重要性が明らかとなった。今後はがんサロンの定期

開催の維持・発展を目指し、がん患者や家族を支え続けられるよう院内外の協力者を増やしていきたい。がん

診療連携協力病院としての役割を院内一体となり考え多職種で垣根を超え協力しながら、がんサロン開催のみ

ならず、がん患者のニーズに応えていきたい。 
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