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荏原病院 
テーマ名                               
 朝の負担を減らそう！～患者・夜勤看護師・当直検査技師のために～ 

サークル名 グッドモーニング★EBARA 
メンバー名 検査科 ◎貝田芽衣 ○林由宇  

澤本久美子 吉田美音 齊藤美佳 
      看護部 ☆三戸一樹 表具由加子 
 

1、 テーマ選定理由、現状の問題点 
早朝の採血を夜勤帯ではなく日勤帯で行うことにより、患者・看護師・検査技師の負担を軽減させ

ることができると考えたため本テーマを選定した。問題点としては以下が挙げられる。 
患者：採血のために早朝に起こされている。 
看護師：多数の入院患者の採血を少ない夜勤者で行っており、負担が大きい。 
検査技師：全ての病棟から同時に多くの検体が届き、負担が大きい。 
 

2、 活動内容 
まず、集計と聞き取りを行い、現状を把握した。続いて、早朝に採血する必要がない患者について

は、日勤帯で採血を実施することを提案し、試験的に運用した。その後、院内に周知し、実際に新し

い運用を開始した。 
 
3、 改善策、今後の取組等（予定） 

早朝に採取が必要な緊急依頼のみ夜勤帯で採取する運用とした。今後は日勤帯の負担を軽減できる

よう、業務内容や時間配分を見直す必要がある。 
  
取組の詳細 

① 現状の把握 
看護部では、緊急依頼・通常依頼の区別なく夜勤帯で採取する運用であった。 
検体提出状況について集計したところ 4 割程度の患者について緊急依頼であった。 
検査科では緊急依頼については 8：30 まで結果報告することを目標としているが、同時に大

量に検体が届くため、緊急・通常を区別して測定するのが困難であった。 
② 改善策の提案 

早朝に採血する必要のない患者は日勤帯で採血を実施し、夜勤帯の採血・検査数を減少させ

る。→緊急依頼のみ採取する運用へ 
③ 試験的に運用（6/29～7/3） 

410 病棟で試験的に運用したところ、大きな混乱なく実施することができた。 
④ 緊急・通常依頼区別の再周知 

「緊急・通常依頼を区別する必要性」、「電子カルテでの依頼方法」について院内掲示板にて

再周知を実施した。 
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⑤ 実際に運用開始（9/14～） 
病棟看護師に運用を周知し、夜勤帯では緊急依頼のみ採取する運用を開始した。 

取組の結果 
・件数の比較（平日 5：00～8：30 で集計） 

運用開始前 1 日平均         運用開始後 1 日平均 
緊急 通常  緊急 通常 

17.0 件（39.7%） 25.8 件（60.3%）  24.0 件（75.2%） 7.9 件（24.7%） 

計 42.8 件  計 31.9 件 

1 日あたり平均 10.9 名の採血患者数減少 
⇒患者・夜勤看護師・当直検査技師の負担軽減につながった  

緊急検体の割合が 39.7%から 75.2%と増加 
   ⇒緊急依頼を優先して採取できた 

・検査結果報告時間の比較（平日 5：00～8：30 で集計） 
運用開始前平均        運用開始後平均 

緊急 通常  緊急 通常 

33 分 25 秒 46 分 26 秒  25 分 25 秒 37 分 55 秒 

 緊急検体は約 8 分、通常検体についても約 8 分 30 秒報告時間が短縮した 
   ⇒必要な検査を迅速に報告できるようになった 

・看護部アンケート結果 
① 緊急以外を日勤帯で実施できたか 

できた：87％  できなかった：13％ 
② 夜勤の負担は減ったか 

減った：18％  少し減った：40％  変わらない：42％ 
   ⇒多くの病棟で新運用を実施できた。「夜勤の採血が減って他の業務に充てられる時 

間が増えた」、「日勤の業務が忙しいと採血に時間をとるのが難しい」等の意見あり。 

・検査科アンケート結果 
① 当直の負担は減ったか 

減った：60％  少し減った：40％  変わらない：0％ 
② 新運用になって良かったか 

とても良かった：0％  良かった：33％  
どちらともいえない：50％  悪い：0％  とても悪い：17％ 

   ⇒当直者の負担が減った分、日勤者の負担は増えた。「時間に余裕ができ、データ確 
認が丁寧にできた」「1 患者ずつ送付され、電話対応が負担」等の意見あり。 

今後の課題・活動予定 
夜勤者・当直者の負担が軽減した分、日勤者の負担が増加する結果となった。日勤者の負担を軽減

できるよう、業務内容や時間配分の見直しが必要である。 
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 テーマ名                                        荏原病院 

   放射線被ばくリーフレット作成 

サークル名 ヒバクナンデス 
メンバー名 放射線科  ◎石川 リサ  山本 侑子  安井 佑典  

池田 綾子  藤村 慶翔  池田 昌隆 
                      地域医療連携 佐藤 雅哉 
１、テーマ選定理由、現状の問題点 
 令和２年４月より、医療法施行規則の一部改正の施行に伴い、「診療用放射線に係る安全管理」が新たに規定

された。これにより、放射線検査の依頼医に診療実施前に検査の正当化や最適化、身体への影響の説明が求めら

れるようになった。そのため現在、院内の患者は放射線検査依頼時に医師より正当化についての説明を行ってい

る。同様に高額医療機器の共同利用施設の患者に対しても紹介元の医師が説明する必要がある。しかし、説明を

サポートできる職員や患者説明用の資料など環境の整った院内とは異なり、紹介元施設では説明に対する情報や

ツールが不足している可能性がある。 
そこで、被ばくリーフレットを作成し、当院と紹介元施設との説明内容の統一や情報の共有化を図り、連携施

設に正当化や被ばくの説明の際にリーフレットを活用してもらうことで連携医の負担軽減と患者の不安解消に

繋がることを周知していく。また、放射線量の最適化への取り組みなどの放射線の安全利用を積極的に行ってい

ることを紹介元施設にアピールし、検査依頼病院として選んでもらえるよう取り組んでいく。 
 
２、活動内容 
 今回の活動では主に被ばくリーフレットの作成を行う。「患者目線」にたったリーフレットの作成を行うため、

被ばくについて患者の考えや不安を調査するためにアンケートを実施し、内容を決める方針とした。 
・リーフレット作成の取組み 

①患者が被ばくに対して何を知りたいのかアンケートを実施 

②アンケート結果から、疑問点の傾向を調べる 

③アンケート結果を基にリーフレットの作成を行う 

④当院の放射線検査を受ける患者にリーフレットとそれに対するアンケートを配布し、見やすさ、分かりやす

さ、改善点等の意見を集めるために、再度アンケートを実施 

⑤アンケート結果を基に内容の改善を行う 

⑥リーフレット完成 

 

３、改善策、今後の取組等（予定） 

今後は、医療連携施設に今回作成したリーフレットを配布し、放射線検査の説明に使用してもらう。リーフレ

ットを活用してもらうことにより、業務の効率化と患者の不安軽減になることを案内するとともに、荏原病院で

の取り組みについて情報提供を行っていくことで、選ばれる病院づくりを進めていく。 

 

取組みの結果 
１）アンケート結果（図 1） 

結果は、どの年代でも被ばくについて心配している患者はあまり多く見受けられなかった。その中には被ばく

自体がそもそも分からないという意見もあった。また、アンケートの質問で「被ばくに関して知りたいことはあ

りますか？」という質問に対しての回答では、「身体に与える影響」が多かった。 

そのアンケート結果を基に内容決定し、リーフレットの作成を行った。 
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２）リーフレットの内容 

「検査の有用性」、「身体に与える影響（確率的影響と確定的影響）」、「荏原

病院とガイドライン（DRL）の比較」についてリーフレットに記載していく。 

検査の有用性では、放射線によって被ばくをするという損失よりも、病気

が見つかるという利益のほうが上回るということをイラストでわかりやすく

伝える。 

 放射線が身体に与える影響は、確率的影響と確定的影響に分けられる。確

率的影響とは、被ばくが増えることによりガンの発生率が増加していく影響

をいう。確定的影響とは、ある一定の線量（閾値）を超えると影響が現れる

ことをいう。しかし、実際には医療で使用する放射線検査の線量ではこれら

の影響が起こることは限りなく低く、むしろお酒やたばこなど体に悪影響を

及ぼすものは日常のほうが多くある。 

 荏原病院での放射線量は、診断参考レベル（DRL）の線量と比較して表にし

た。診断参考レベル（DRL）とは、医療被ばくを最適化するために推奨されて

いる線量指標をいい、CT 検査での被ばく線量について当院とガイドラインの

数値を載せることで、当院が被ばく線量の最適化を適正に行っていることがわかるようにした。 

 

３）アンケート 2 回目の結果（図 2） 

当院の放射線検査を受ける患者にリーフレットとそれに対するアンケートを配布し、見やすさ、分かりやすさ、

改善点等の意見を聞くためにアンケートを実施した。結果は、80%以上が見やすい、わかりやすい等の良好な意

見を得ることができた。 

アンケート結果より、今回作成したリーフレットは放射線検査の被ばく説明に適していると考えた。 

 
４）今後の取組み 

今後は、医療連携施設に今回作成したリーフレットを配布し、放射線検査の説明に使用してもらう。リーフレ

ットを活用してもらうことにより、業務の効率化と患者の不安軽減になることを案内するとともに、荏原病院で

の取り組みについて情報提供を行っていくことで、選ばれる病院づくりを進めていく。 

 

図 1：アンケート 1回目結果              図 2：アンケート 2回目結果 

（実施期間 7/13～22：総数 214 人）          （実施期間 9/14～25：総数 44 人） 
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テーマ名                                        荏原病院  

       薬剤科内業務見直し活動   

                              サークル名 ： 業務見直し本舗         

                              メンバー名 ： 中浜 津吹 八木 福田 山本 吉岡  

金井 須田 奥村 髙橋  

  １１  テテーーママ選選定定理理由由、、現現状状のの問問題題点点  

薬剤科では、病棟業務や抗癌剤調製等にかかる時間が増加しているため、調剤・管理業務の更なる効率化が 

必要である。しかし公社職員として病院間の異動があるため、当院での勤務年数が短い薬剤師も多く、効率的に

業務を行えるようになるまで時間がかかる事が問題であった。 

 

 ２２  活活動動内内容容    

業務効率化が必要と考え、問題点を抽出した。 

 ＜問題点＞ 

① 調剤時間短縮、調剤過誤・確認漏れ防止を目的としたシステム活用が不十分な点 

② 医薬品管理室・注射室のレイアウトが煩雑で、業務の流れと動線が不一致な点 

③ 外来への注射剤払い出し業務が非効率的な点 

これらの問題点に対し、今まで使用していたシステムの見直しや医薬品管理室・注射室の配置換えを行う事で、 

業務効率化に取り組んだ。また、薬剤師 27 名にアンケートを実施して、業務改善前後の評価を行った。 

詳細は別途記載。                           

 

３３  改改善善策策、、今今後後のの取取組組等等（（予予定定））  

今回、活動の中で実施したアンケート結果より、以下のような改善点が挙がったため、今後検討し取り組んでいく

予定である。 

   ・内服・外用薬だけでなく、注射薬の出庫リストにも棚番号表示がほしい 

   ・注射薬払い出しの際のオンライン請求を、より拡大してほしい 

   ・業務の統一化を目指すため、業務の流れを記載したマニュアルがほしい 
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【【活活動動のの詳詳細細】】  

◆問題点/取り組み 

①① 調調剤剤時時間間短短縮縮、、調調剤剤過過誤誤・・確確認認漏漏れれ防防止止をを目目的的ととししたたシシスステテムム活活用用がが不不十十分分なな点点  

システムを活用して処方箋のレイアウトを以下のように変更した。 

①-1 検査値をカラー表示に変更 

-2 棚番号の表示を追加 

②② 医医薬薬品品管管理理室室・・注注射射室室ののレレイイアアウウトトがが煩煩雑雑でで、、業業務務のの流流れれとと動動線線がが不不一一致致なな点点  

注射室の医薬品発注用端末と注射端末の位置を変更した。 
③③   外外来来へへのの注注射射剤剤払払いい出出しし業業務務がが非非効効率率的的なな点点 

③-1 外来の注射薬の請求方法を伝票からオンライン請求へ変更 

-2 電子カルテによる外来注射オーダーの拡大 

◆評価 

①①  調調剤剤時時間間短短縮縮、、調調剤剤過過誤誤・・確確認認漏漏れれ防防止止をを目目的的ととししたたシシスステテムム活活用用がが不不十十分分なな点点  

  

②②  医医薬薬品品管管理理室室・・注注射射室室ののレレイイアアウウトトがが煩煩雑雑でで、、業業務務のの流流れれとと動動線線がが不不一一致致なな点点  

 

③③  外外来来へへのの注注射射剤剤払払いい出出しし業業務務がが非非効効率率的的なな点点 

アンケートの結果、以下のような意見が挙がり、多くの薬剤師より良い評価を得られた。 

☆良くなった点 

・紙伝票の処理がなくなった 

・伝票の記載漏れや請求漏れが減った 

・薬剤科での紙伝票の保管・管理業務が減った 

・外来職員の業務負担軽減につながったと思われる 

     ★今後の課題 

・払い出し方法が複雑化している（オンライン請求と紙伝票の同時運用のため） 

今後の課題として挙がった意見については科内で検討し改善していく。 

 

薬剤師 27 名に実施したアンケートの

結果、約９割の薬剤師が「調剤時間の

短縮」を実感し、約 7 割の薬剤師が 

「検査値異常の気付きが増え、調剤 

ストレスが減少した」と回答した。 

管理担当者 

注射調剤担当者 

医薬品発注用端末と注射端末の位置を

工夫する事で空間が広くなり、スムーズに

移動する事ができるようになった。 

管理担当者の使用する発注端末の移動

により、卸業者からの納品作業もより 

効率的に行う事が可能になった。 
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テーマ名                                    荏原病院 
小児における MDRPU 予防 

                           サークル名：チーム小児科 

                           メンバー名：小児科 宮本 歩  

                                     高山 望美 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 小児科は緊急入院や手術が多く、点滴のルートキープは必ず行われる。小児においては点滴固定方法

が成人とは異なり、発汗も多く固定が緩みやすいためテープでしっかりとシーネ固定する必要がある。

差し替えは侵襲を最小限にするべく、点滴漏れなどの必要時にしか行わないため、1週間ほど挿入したま

まにすることも珍しくない。そのため皮膚が圧迫されやすく、昨年は点滴固定による MDRPU が４件発生

した。ルートキープは病棟だけでなく、外来・救急外来・手術室で多く行われており、院内で統一した

固定方法を示したマニュアルが存在していないことに着目した。 

小児は自ら固定による疼痛など訴えることができないため、看護師は子供に苦痛を生じさせないよう

に観察・ケアを行っていく必要がある。そのため小児に関わる部署で、点滴固定方法を統一し MDRPU の

発生予防が必要と考えた。 

 

２ 活動内容 

当病棟においては以前から固定方法についてのマニュアルが存在していたが、小児に携わる部署では固

定方法についてマニュアルが存在しないことが聞き取りによりわかった。そのため、病棟で使用してい

たマニュアルの見直しを行い、その後、病棟スタッフや WOC 看護師の意見を取り入れながら、点滴の固

定方法のマニュアル作成を行った。当病棟以外に小児に携わる部署の小児科外来・救急外来・手術室に

おいて新たに点滴固定のマニュアルを配布、説明し固定方法の統一を図った。必要物品と固定方法を写

真つきで可視化し、すぐに使用できるよう工夫した。配布、周知後は対象部署に口頭で聞き取り調査を

行った。 

 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

 救急外来、小児科外来、手術室での聞き取り調査より 

「写真つきで見やすく、わかりやすくてよかった」 

「シルキーテックスを保護シールとして使うことで貼りやすい」 

「特に問題なく固定できている」 

「造影を必要とする子はロック式のルートを接続することがあるので、その時にシルキーテックスのみ

の保護で大丈夫なのか心配」 

「今までシルキーテックスで刺入部を固定していた」 

という声が聞かれた。 

９月から 10 月 12 日現在、小児科の入院はすべて緊急入院であり入院数は 16 人であった。保護シール

の貼付率は 100％であり現在のところ MDRPU の発生は見られていない。 

今回、他部署と協力し固定方法の統一を図ることができたことで MDRPU の発生を予防することができ

た。現在、COVID-19 の影響により入院患者数が少なかったため、MDRPU の発生は０％であったとも考え
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られるので、今後も引き続き MDRPU の発生予防に努めていく必要がある。 

今後の課題として、病棟ではロック式のルートを刺入部に点滴を接続することがなかったが、外来で

は造影時などにどうしてもロック式が必要であることが今回の聞き取り調査よりわかった。ロック式ル

ートを使用した際も現在の固定方法を継続し、圧痕等が残らないかなど再度検証し、必要に応じ改善し

ていく。 

<資料> 
 

 

① イメージが付きやすいように

実際の入院患児の写真を使用

した。 
② 一目でわかるように一枚にま

とめた。 
③ カラーで見やすく工夫した。 
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は造影時などにどうしてもロック式が必要であることが今回の聞き取り調査よりわかった。ロック式ル
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                                       荏原病院 

地域包括ケア病棟でのピクトグラム導入とその効果 
       サークル名 チームピクミン 

メンバー名 リハビリテーション科 ◎吉田真希 中山玄康 神林利恵 大橋万祐子 
540 病棟        ○長塚綾子 岡部美代子 横関かおり 石井真美 

 
 
 

1．テーマ選定理由、現状の問題点 
ピクトグラム（英語: pictogram）とは、一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や

注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の 1 つである。地と図に明度差のある 2色を用いて、

表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられ、様々なマークが数多く存在する。  

地域包括ケア病棟では医師、看護師、看護補助者、リハビリ療法士、薬剤師、栄養士、医療ソーシャ

ルワーカー、リネンスタッフなど多職種が患者に携わり、より早期に安全な在宅生活への復帰を目標に

日々取り組んでいる。患者の ADL の状態や安静度、安全対策などはカンファレンスで共有しているが、

電子カルテ以外では情報共有手段がなく、職員により認識に差が生じ患者への説明も異なるため、統一

した患者対応ができていないという現状がある。 

そこで、ベッドサイドに患者の現在の状態（安静度、食事の様子）や実施している安全対策などをピ

クトグラムで表示することで、職員間の情報共有ツールになるのではないかと考えた。職員間の情報共

有を円滑に行い、各職員が患者に対して統一した対応をとることは、患者へ安心・安全な医療、看護の

提供に繋がるため、このテーマを選択した。 

 

2．活動内容 

（1）導入前アンケート調査 計 2 回  

①掲示内容の希望調査 

②患者の ADL の状態や安静度、安全対策に関する情報把握について 

対象・・・看護師：20名、リハビリ療法士：18名、看護補助者：10名 

（2）ピクトグラム作成 

（3）ピクトグラム掲示 

    期  間：令和 2 年 8月 21 日～現在 

対 象 者：掲示期間に入院した 540 病棟患者全員 

掲示箇所：患者ベッド酸素配管の上部の壁 

運用方法：リハビリでの獲得動作を即反映させるため、療法士は病棟連絡を積極的に行う 

安静度の変更に合わせ看護師がピクトグラムを貼り替える 

（4）導入後アンケート調査 1回 

①患者の ADL の状態や安静度、安全対策に関する情報把握について 

対象・・・看護師：22名、リハビリ療法士：18名、看護補助者：10名 
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3．改善策、今後の取組等（予定） 

（1）ピクトグラムの安全対策の図が見えにくかった 

    →図のサイズを大きくして作り直した 

（2）両面テープで貼り付けたため、状態が変わったときの貼り替えが大変で、負担に感じる職員がいた

テープが汚れやすいため衛生面の問題が指摘された 

→貼り替えが簡便になるようにマグネットやマジックテープなどハード面の変更を検討する 

また、マグネットをすぐ取り出しやすいように、動線を考慮して保管場所を工夫する 

（3）転入患者の安静度の貼り出しまでに時間を要している、なかなか変更されない等 

→転入患者のピクトグラムは、地域包括ケア病棟への転入前の安静度、安全対策等を理解して

いるリハビリ療法士が転入日に掲示することを検討する 

（4）看護師が貼り替え作業を業務負担に感じているとの意見があった 

→毎週月曜日に開催している安全対策カンファレンスに向け、専従リハビリ療法士と看護師が

協働して貼り替え、運用が軌道に乗れば、今後は全患者を対象とするのではなく、要介助者

のみに掲示して業務負担の軽減を図る 

（5）病棟、リハビリ科だけではなく薬剤科、退院支援部門など他部署にもピクトグラムを周知する 

 

4．取組の結果 

①移動方法：すべて正確に把握・正確に把握 49％→55％ 

②食事：すべて正確に把握・正確に把握 46％→53％ 

③情報共有：非常に負担・負担に感じる 43％→34％ 

＜結果の解釈＞ 

・実施前に比べて、病棟生活の介助方法について職員が把握できるようになった 

・情報共有については、実施前に比べて負担に感じる職員の割合が減った 

・看護補助者は申し送り、または看護師に直接聞く方法でしか情報共有する機会がないため、ピク

トグラムが特に有用だった可能性がある。看護師と看護補助者と分けて検討すべきあった 

 

           けｋｋ 

                                

ピクトグラム一覧表 実際に掲示したピクトグラム 
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荏原病院 

テーマ名   

がん患者の入院前から退院後までの栄養サポート体制の充実 

サークル名  ONE TEAM ONE BITE ～1口でも美味しく食べたい～  

  メンバー名  栄養科 ◎林直子 田村 清美 山本 亜矢子 赤石明子 

薬剤科  金井 亮太 

看護部   増子 容莉 白井 千智 

乳腺外科 日野 眞人 

外科   藤田 泉 

 

１１  テテーーママ選選定定理理由由、、現現状状のの問問題題点点  

わが国において、がんは昭和 56 年から死因の第 1 位であり、生涯のうちに 2 人に 1 人が罹患するともいわ

れている。治療効果を高めるためには栄養面からのサポートが必要であり、2020 年度の診療報酬改定では、

外来化学療法室での栄養管理が評価された。 

集学的がん医療は、当院の重点医療の一つであり、がん患者の入院前から退院後までの栄養サポート体制の

充実を図ることを目的に、本テーマを選定した。 

がん患者は、病気の進行や治療過程において食欲不振による体重減少などの低栄養の問題が生じやすい。早

期からの栄養介入が必要であるが、以下の問題点がある。 

（１）がんに関するチーム医療に管理栄養士が関わっていない 

（２）外来化学療法患者への栄養食事指導体制が整っていない 

（３）入院のがん患者では、食欲不振などにより低栄養となるケースがある 

 

２２  活活動動内内容容  

がん患者の栄養サポート体制を充実するために、以下の活動を行った。 

（１）がん化学療法委員会に管理栄養士が参加し、がんのチーム医療に積極的に参加 

（２）外来化学療法室での栄養食事指導を開始 

化学療法中に栄養食事指導を実施。 

（３）入院のがん患者に対する「ケアミール食」の導入 

 がん治療中の食欲不振時でも食べやすい「ケアミール食」を作成。 

  

３３  改改善善策策、、今今後後のの取取りり組組みみ  

がん化学療法委員会へ管理栄養士が参加し、他職種と連携した栄養管理体制ができた。 

外来で化学療法を行う新規の患者全員に栄養食事指導を行い、適時適切な栄養介入ができるようになった。

その結果、化学療法時間を有効活用でき、患者サービスの向上およびがんの栄養食事指導件数の増加、栄養

指導料の収益増収につながっている。 

入院のがん患者に対しては、食欲不振時に選択できる「ケアミール食」を提供し、患者からは「多くは食

べられなくともこんなにしていただいてありがとう」などの感謝の声が聞かれている。一口でも食べたいと

思える「ケアミール食」に改善しながら、患者が前向きに治療に取り組めるよう栄養面からのサポートを継

続していきたい。 

今後は、退院後のサポートとして継続的な栄養食事指導の実施や退院先への栄養情報提供書の発行も積極

的に行い、切れ目のない栄養サポート体制の充実につとめていきたい。 
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図 2【ケアミール食】メニュー一覧 

・ミニおにぎり盛り合わせ

・ちょこっとカレー

・ちょこっとちらし寿司

・本日のサラダ

・茶碗蒸し

・納豆～薬味添え

・ビシソワーズ（冷製スープ）

・冷奴

・だし汁

＜活動の詳細＞ 

（１）外来化学療法患者に対する栄養食事指導運用方法と実績

がん化学療法委員会に諮り、外来化学療法室における栄養食事指導の実施を決定し（図 1）、関連各所

へ周知した。 

  

表 1 がん栄養食事指導実績（4～9 月実績） 

（２）ケアミール食

 がん治療により、食欲不振で経口摂取がすすまない患者に対して、

通常では提供できない特別な単品料理である「ケアミール食」を新

たに導入した（図 2）。 

管理栄養士が患者のベッドサイドに訪問し、写真で本人に食べた

い料理を選んでもらい、食欲改善につなげている（右記写真）。 

実施年度 栄養指導件数 
栄養指導料算定件数 

（算定額） 

Ｒ1 27 件 
23 件 

（58,000円） 

Ｒ2 197 件 
66 件 

（191,200円） 

外来化学療法室での栄養食事指導開始前に、薬剤科によ
るレジメンや副作用等についての勉強会を行った。

がん患者に対する栄養食事指導件数は、約 7 倍となり、
収益増にもつながっている。
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荏原病院 

COVID-19 に負けない！手術室〜マニュアル作成と動画作成〜 

 
            ファイブ・シックス・セブン 

                    手術室 ◎海野友紀 伊藤未恵 種田ゆう 
 大塚靖子 尾崎優里 佐々木美香 

 
１．テーマ選定の理由、現状の問題点 

 COVID-19 というかつてない脅威に直面する中、感染症指定病院である A 病院の手
術室として、COVID-19 陽性患者のスムーズな受け入れが課題である。 
 手術室として、よりスムーズに患者を受け入れ、無事に手術を遂行し、感染拡大さ
せずに患者もスタッフも安全に退室させることが自分たちの使命である。そのために
は、COVID-19 対策のマニュアル作成やスタッフが見て学べる動画を作成することで
無駄な動きをなくし、衛生材料などの医療資源も無駄なく使用することもできると考
え、今このテーマに取り組むこととした。 

 
２．活動内容 

COVID-19 罹患患者の手術対応をスムーズに行い、医療従事者の安全確保と医療物
資の適正使用を目指す。 

 
３．改善策、今後の取組等（予定） 
 １）改善策 

（１）参考資料の収集 
（２） 院内に向けたマニュアル作成 
（３） 感染症内科医への確認とシミュレーション 
（４） 医療物資の管理 
（５） 手術室看護師向けのマニュアル作成 
（６） 動画作成 

 
 ２）今後の取組み 
   まだ実践がないため、定期的にシミュレーションが必要である。緊急手術が多い外

科や産婦人科、病棟や救急外来看護師との合同シミュレーションを行う必要がある。 
 
４．活動の詳細 

１）参考資料の収集 
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手術室では麻酔時の対応が重要となるため、麻酔科学会、日本手術看護学会から
対応策が提唱されていた。 

２）院内に向けたマニュアル作成 
麻酔科学会、日本手術看護学会の提唱を基本として、感染管理認定看護師ととも

に院内向けのマニュアルを作成した。 
３）感染症内科医への確認とシミュレーション 

作成したマニュアルを元に、感染症内科医師へ実際に手術室での動きを確認しな
がら、対応方法の妥当性などの確認を行った。その後ゾーニングや医療者の交通方
法などをマーキングやマニュアルの修正を行った。 

４）医療物資の管理 
個人防護具を一か所にまとめることで、医療者の動線を確立するとともに、個人

防護具の乱用を避けることを目的とした。また、診療材料や滅菌器械は使用しなく
ても患者の使用している部屋に入れたら汚染されたことになるため、破棄や再滅菌
をすることになる。そのため、室内に入れるのは必要最低限のみとし、術中に必要
になった場合の補充方法を確立し、コストの側面も意識した。 

５）手術室看護師向けのマニュアル作成 
手術室看護師が実際に行動できるよう、手術室の準備、患者入室から退室までの

流れ、部屋の清掃方法などのマニュアルを作成した。また、麻酔種別ごとの看護方
法や、帝王切開時の対応などのマニュアルも作成した。看護師が行動できるかつ、
準備に抜かりがないようチェック方式のマニュアルとし、誰でも同じように行動で
きるようなものとなるよう心掛けた。 

６）動画作成 
手術室看護師向けマニュアルを動画にすることにより、マニュアルを具現化する

ことで、よりイメージがつきやすくすることを目的として作成した。この動画視聴
は悉皆とし、全員が対応できることを目指した。 

 
  実際に COVID-19 陽性患者の手術は行っていないが、緊急手術が必要な発熱患者を

COVID-19 が否定できない状態として対応することになった症例が何例かあった。マニ
ュアルがあることで、その時勤務していた看護師は困ることなく対応することができた。 

 診療材料や滅菌器械もマニュアル通りに扱うことで、破棄するもの、再滅菌するものは
ほとんどなかった。 
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荏原病院 

入院集団精神療法の積極的な加算算定に向けて 

 
サークル名 コロナに負けずに稼ぎ隊 

メンバー名 看護部 530 病棟 ◎鈴木智香 川尻奈津季 ○大和田蘭 松尾紗季子  
 

1. テーマ選定理由、現状の問題点 
入院集団精神療法とは、集団の相互作用を利用し、一定の治療計画に基づいて実施する精神療法

である。医師や臨床心理士、看護師と卓球や体操、カレンダー作りなどのレクリエーションを実施

することは患者にとっても気分転換になる。また、社会性、自立性、対人関係を学育てる精神科リ

ハビリテーションとしての、大切な治療の一環でもある。診療報酬においては「医師と臨床心理士

が精神保健福祉士などの 2 人以上で１時間以上。15 人を限定とし、入院の日から起算して 6 月に

限り週 2 回を限度とし、要点を診察録に記載する。」とあり、入院集団精神療法は 1 人につき週 2
回まで算定できる。 

当病棟では、臨床心理士と看護師が入院集団精神療法の時間を設け病棟内で行っていたが、これ

まで月 2 回のみの算定であった。また、スタッフの入れ替わりなどにより算定の定義について周知

できておらず、確実な算定が行われていなかった。今回新型コロナ感染拡大防止によるデイケア閉

鎖に伴い、デイケア専従の臨床心理士が病棟勤務となったため、1 人週 2 回の確実な算定へ向けて

取り組むこととした。現状の問題点としては次の 2 点である。 
（１） 常勤の臨床心理士協力のもと開催していたため、これまで第 2 水曜日と第 4 水曜日の月 2 回

のみの開催であり、1 人につき月 2 回の算定であった。そのため、各 1 人週に 2 回算定する

ためのシステムがなかった。 
（２） 看護師の入れ替わりにより入院集団精神療法の算定方法について周知できておらず、記録の

不備など確実な算定が行えていないことがあった。 
 

2. 活動内容 
QC メンバーが取り組んだ内容 

 ・フローチャートを記載したポスターを掲示し、勉強会を開催してスタッフ全員に周知した。 
・入院集団精神療法開催時は患者に周知するために廊下や掲示板にポスターを掲示、当日は患者にそ

れぞれ口頭で参加を募った。 
・臨床心理士と連携しながら計画書を立案し、患者と一緒にレクリエーションを行い患者の反応を観

察した。 
・医事課協力のもと専従の要件を確認してもらったところ、業務時間の 2 割は他部署で業務できるこ

とが分かった。そのため、1 時間の病棟での入院集団精神療法が兼務可能となった。 
・前年度との算定比較をスタッフルームに掲示し周知した結果、大幅な収益増がわかりスタッフの意

識改革に繋がった。 
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前年度と今年度の算定比較 
2019 年 4 月～9 月 開催回数 11 回 合計 34 人×1,000＝34,000 円 

2020 年 4 月～9 月 開催回数 47 回 合計 100 人×1,000＝100,000 円 

 
・今年度 8 月においては臨床心理士や看護師の夏休みが重なり開催回数が少ない結果となった。 

 
3. 改善策、今後の取組等（予定） 

改善策は次の 4 点とし、実践した。 
（１） 算定の定義についてスタッフ全員に周知するために、入院集団精神療法を進めるにあたって

準備から当日までのフローチャートを作成する。 
（２） 確実にコストに反映されるよう、参加した患者の評価票をわかりやすく改訂する。 
（３）患者が参加しやすく楽しめるプログラムを考案し、患者自身がプログラムを選択できる制度

にすることで参加人数を確保する。 
（４）算定額などの結果をスタッフに報告することで、モチベーションを高める。 

 今回の取り組みを通して、入院集団精神療法の開催回数を増やし確実な算定を試みた。その結果、昨

年度と比較し開催回数は 36 回増え、収益としては 66,000 円増となり、大幅な増益を見込むことが出来

た。昨今の新型コロナ感染により病院全体の収益に影響が出る中で、加算算定に焦点を当てた取り組み

は 530 病棟の業務改善にも繋がり、荏原病院としても有益になったと考える。また、医事課協力のもと

改めて専従の要件を確認したことで、デイケアとの兼務が可能であることが分かった。そのため、デイ

ケア再開後も継続していけると考える。引き続きフローチャートを用いてスタッフへの周知を継続し、

可能な限り週 2 回の開催をデイケアスタッフと協力しながら実施していく。  
また、8 月よりデイケアの臨床心理士増員により病棟での入院集団精神療法が月火木金の週 4 回まで

可能となった。そのため、新たに参加者表を作成し、1 患者が週に 2 回可能な限り参加できるようにア

プローチし、より多くの入院集団精神療法を実施していく。そして今後も医事課の協力を得て毎月の算

定額を表示することでスタッフのモチベーションを高め、確実な算定につながるよう日々の業務の中で

遂行していきたい。 
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荏原病院 
 

テーマ名 

COVID 蔓延下の摂食・嚥下障害患者への対応 
 

サークル名  チーム コビッとん 
メンバー名 耳鼻咽喉科     ◎木村百合香 

歯科口腔外科     齊藤 真由 
看護部       ☆道上 智佳 玉上佐知子 

北澤 浩美 
リハビリテーション科 平井 素子 神林 利恵  

高橋 忠志 
 

活活動動のの概概要要  
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は、接触感染・飛沫感染やエアロゾルを介した感染により拡大する。摂食・嚥下

障害患者への診療や処置、看護の場は、感染リスクが高い。 
当院では ICN を中心として、２月の時点で PPE の着脱研修や、場面に応じた PPE の選択方法の教育が周知

されてきた。他方、施設内や院内感染において食事の場での感染拡大が報告されている。当院でも、食事の場

面を中心とした感染対策をさらに徹底する必要がある。 
2. 活動内容 
①院内全職員を対象とした、第１回アンケート調査による、食事の場面や食事に関連した処置における感染リ

スクと対応に関する理解度の把握を行った（５月）。 
②第１回アンケート回答時に、資料（摂食・嚥下障害患者への対応）の供覧を行った（５月）。 
③第２回アンケート調査を行い、全職員を対象とした摂食・嚥下障害患者への対応に関する理解度の変化につ

いて、第１回アンケート調査との比較し、今後の問題点を抽出した（１０月）。 
3. 改善策、今後の取り組み等（予定） 
①アンケート結果により得られた問題点を、院内 CC メールや共有板を用いて周知する。 
②新型コロナウイルス感染症の主な感染ルートは飛沫感染であり、食事の場面での感染拡大が指摘されている。

インフルエンザの流行期に入り、さらに年末に向けて多人数での会食の機会が多くなる時期であり、食事を介

した感染のリスクに関する啓発活動を行う。 
 
活活動動のの詳詳細細  
1. 活動方法 
①院内全職員を対象とし、食事の場面や食事に関連した処置における感染リスクと対応に関する理解度の把握

を行った。アンケート方法は、院内メールと院内ポータルを用いてウェブアンケートのアドレスを周知し、

Google フォームによるウェブアンケートを用いた。 
②資料「COVID-19 蔓延下における摂食・嚥下障害患者への対応」を作成し、調査時に配布した。 
③第１回調査と同様の手法を用い、第２回アンケート調査を行い、全職員を対象とした摂食・嚥下障害患者へ

の対応に関する理解度の変化について、第１回アンケート調査と比較した。 
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2. 活動の結果 
①資料「COVID-19 蔓延下における摂食・嚥下障害患者への対応」の作成 
 以下の図に示すような資料（一部のみ抜粋）を作成した。 

②第１回、第２回アンケート調査の回答者の内訳 
第１回調査回答者数は 181 名であり、第２回調査回答者数は 178

名で、ほぼ同数であった。職種の内訳は右図に示す通り、第１回・

２回ともほぼ同じであった。 
③２回の調査の間での比較 
・エアロゾルによる感染性の認識：第１回の時点で 94.5％の高い

認知度であり、第２回（95.5%）と変化はなかった。 
・エアロゾル発生手技の認知度：第１回では 48.8％であったのに対し、第２回では 61.8%と増加していた。 
・COVID-19 が否定できない症例に対するエアロゾル発生手技の予防策：目の保護・N95 マスクやガウンの

使用・室内の換気・手指衛生の遵守に関し、2 回目調査では必要とする回答者が多かった。 
・COVID-19 が否定できない症例に対する食事介助：第 2 回目の調査では、N95 マスクの使用、アイシール

ドの使用、介助の位置や換気に関する認識が高まっていた。 
・COVID-19 が否定できない症例に対する口腔ケア：第 2 回目調査では、アイシールド、N95 マスク、ガウ

ンの使用、吸引やスポンジブラシによる感染リスクに対する認識が高まっていた。 
・COVID-19 が否定できない症例に対する吸引：第 2 回目調査では、N95 マスク、アイシールド、ガウンの

使用に関する認識が大きく高まっていた。 
・COVID-19 が否定できない症例に対するリハビリ：嚥下体操や、咳払いへの留意、アイスマッサージや発

声訓練の見合わせなど、エアロゾルを発生しにくい訓練への認識が高まっていた。 
・自由意見では、第 1 回調査時には、感染対策上嚥下障害への取り組みは消極的であるべきという傾向が強か

ったが、第２回調査では、積極的な介入への要望が寄せられた。 
3. 改善策、今後の取り組み 
 当院においては、多数の COVID-19 症例を受け入れてきたが、これまで院内クラスターの発生はない。こ

れは、感染症指定医療機関に勤務する者として、各自の感染対策への高い意識と理解が背景にある。経済活動

の再開や、インフルエンザの流行期を迎え、COVID-19 の再拡大も懸念される。高い水準での感染対策を継

続していくためには、今後私どものチームでは以下のことを予定している。 
・本調査結果を全職員に向けて共有し、再度、処置やケアの程度に応じた感染対策の確認を促す。 
・日常診療の場面においても、職種を超えて適宜、感染対策へのフィードバックを行う。 
・診療やケアの場面だけではなく、日常の食事の場面における感染対策について、定期的な啓発活動を行う。 
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