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テーマ名                                   松沢病院 

ミーティングを通しての動機づけ強化 

        サークル名 レッツ・ビギン 

          メンバー名 看護部 32 病棟 ◎山室和彦 村上さとみ 横山直人 湊美代 

心理室 榊原秀人 

 

１ テーマ選定理由 

32 病棟では依存物質の使用歴を振り返り、回復への動機づけを強化することを目的とした集団

精神療法(以下ミーティングとする)を行っている。昨年度から多様な精神疾患の患者が増加し、従

来行っていた依存症患者を対象としたミーティングに支障を来たしている。今年度は「デイケアと連

携し、継続的な治療環境を提供します。」を病棟目標に掲げている。そこで、ミーティングの環境や

内容を見直し、退院後の依存症デイケア通所や教育入院に繋げていきたいと考え本活動を実施し

た。 

２ 現状 

誰でも参加できるようにホールで実施している。テーマは依存物質を使い始めたきっかけやなぜ

使っていたかなど依存症に則したものを主とし、言いっぱなし聞きっぱなし、他者の発言を批判し

ないなどのルールをもとに実施している。 

３ 問題点 

（１）依存症患者以外の多様な精神疾患患者も参加し、ミーティング環境が変化している。 

（２）テーマが定まっておらず同じ内容や依存症と関係ないテーマが続くことがある。 

（３）ミーティングの内容を個別の動機づけ面接に活かすことが出来ていない。 

４ 改善策 

ミーティングの場所やルールを変え、参加は依存症患者に限定した。テーマは SMARPP を参考

に全 12 回のプログラムとして設定した。患者用・スタッフ用のマニュアルを作成し、動機づけ面接

に繋げて退院後のデイケア通所や教育入院に繋げることが目的であることをスタッフで共有した。

退院時の ARP 患者アンケートを見直し、対象はミーティング参加者に限定した。改訂したミーティ

ングを実施し、ミーティング実施後スタッフにアンケート調査を実施した。 

５ 結果 

（１）ミーティング参加状況 

3 月 30 日から改訂したミーティングを開始したが、4 月 17 日よりコロナウイルスの影響で一旦打

ち切りとなった。6 月 5 日から週 1 回、参加患者を 3～4 人に減らし再開し、7 月 6 日から参加患者

3～4 人のまま通常通り週 2 回ミーティングを行っている。10 月時点で総参加患者数は 30 人、参加

平均回数は 5 回だった。 

（２）スタッフアンケート結果 

スタッフ 18 人にアンケートを実施した。問 1「ミーティングをマニュアル化したことで以前よりやり
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やすくなりましたか？」は「なった」が 50％「少しなった」が 28％「わからない」が 22％だった。問 2「ミ

ーティングの雰囲気は以前と変わりましたか？」は「変わった」が 50％「少し変わった」が 17％「あま

り変わらない」が 5％「わからない」が 28％だった。問 3「グループミーティングにしたことで患者の参

加姿勢など変化は感じますか？」は「感じる」が 39％「少し感じる」が 34％「わからない」が 28％だっ

た。問 4「グループミーティング内容を記載した経時記録は読んでいますか？」は「はい」が 100％

だった。問 5「グループミーティングで話した内容を患者と振り返ったことはありますか？」は「ある」

が 76％「ない」が 24％だった。問 6「グループミーティングの内容を動機づけ面接の糸口にしたこと

はありますか？」は「ある」が 41％「ない」が 59％だった。約７割のスタッフが内容の振り返りをしたこ

とはあったが、そこから動機づけ面接に繋げられているスタッフは約 4 割しかいなかった。問 7「グ

ループミーティングの内容を今後動機づけ面接に活かしていくことはできますか？」は「はい」が

82％「わからない」が 18％だった。 

（３）患者アンケート結果 

ミーティング参加者 30 人のうち退院アンケートに回答したのは 28 人だった。「退院に向け断酒・

断薬をしたいという前向きな気持ちになりましたか？」の項目が「なった」「少しなった」と回答した患

者は 85.5％だった。退院後依存症デイケア、教育入院に繋がった患者数は今年度 10 月時点で 5

人だった。 

６ 考察 

目的を理解して参加できるようになったこと、依存症患者だけとなり話しやすい雰囲気になったこ

とは雰囲気や参加姿勢の変化に良い影響を与えたと考えられる。今までは進行するスタッフによっ

て雰囲気や内容に差が生じることもあったが、マニュアルに沿ってスタッフがスムーズに進行できる

ようになったことも雰囲気の改善に繋がったと考える。 

動機づけ面接に繋げているスタッフが 4 割しかいなかった要因として、看護師 18 人中 1 年以内

に異動してきた職員が 6 人おり、異動して時期の浅いスタッフは面接技法を習得しきれていないと

考えられる。依存症は否認の病と言われており、使用歴を振り返り動機づけ面接で断酒・断薬への

動機を深めていくことは大切な関わりである。動機づけ面接の実施率を上げて断酒・断薬への動

機を深めれば、退院後も依存症デイケアや教育入院に繋がり継続した治療を受けられる患者の割

合も増えていくと考える。 

７ 今後の取り組み 

ミーティングを改訂し患者が目的を理解して参加できるようになったことで参加姿勢や雰囲気が

改善した。ミーティングがよりよい内容になるよう今後も改善していく。コロナ禍の影響もありデイケア

や教育入院に繋がった患者は昨年度より減少した。しかし入院中に断酒・断薬の動機を高め、継

続した治療に繋がる関わりがスタッフ全員で出来るよう努めていく。 
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やすくなりましたか？」は「なった」が 50％「少しなった」が 28％「わからない」が 22％だった。問 2「ミ

ーティングの雰囲気は以前と変わりましたか？」は「変わった」が 50％「少し変わった」が 17％「あま

り変わらない」が 5％「わからない」が 28％だった。問 3「グループミーティングにしたことで患者の参

加姿勢など変化は感じますか？」は「感じる」が 39％「少し感じる」が 34％「わからない」が 28％だっ

た。問 4「グループミーティング内容を記載した経時記録は読んでいますか？」は「はい」が 100％

だった。問 5「グループミーティングで話した内容を患者と振り返ったことはありますか？」は「ある」

が 76％「ない」が 24％だった。問 6「グループミーティングの内容を動機づけ面接の糸口にしたこと

はありますか？」は「ある」が 41％「ない」が 59％だった。約７割のスタッフが内容の振り返りをしたこ

とはあったが、そこから動機づけ面接に繋げられているスタッフは約 4 割しかいなかった。問 7「グ

ループミーティングの内容を今後動機づけ面接に活かしていくことはできますか？」は「はい」が

82％「わからない」が 18％だった。 

（３）患者アンケート結果 

ミーティング参加者 30 人のうち退院アンケートに回答したのは 28 人だった。「退院に向け断酒・

断薬をしたいという前向きな気持ちになりましたか？」の項目が「なった」「少しなった」と回答した患

者は 85.5％だった。退院後依存症デイケア、教育入院に繋がった患者数は今年度 10 月時点で 5

人だった。 

６ 考察 

目的を理解して参加できるようになったこと、依存症患者だけとなり話しやすい雰囲気になったこ

とは雰囲気や参加姿勢の変化に良い影響を与えたと考えられる。今までは進行するスタッフによっ

て雰囲気や内容に差が生じることもあったが、マニュアルに沿ってスタッフがスムーズに進行できる

ようになったことも雰囲気の改善に繋がったと考える。 

動機づけ面接に繋げているスタッフが 4 割しかいなかった要因として、看護師 18 人中 1 年以内

に異動してきた職員が 6 人おり、異動して時期の浅いスタッフは面接技法を習得しきれていないと

考えられる。依存症は否認の病と言われており、使用歴を振り返り動機づけ面接で断酒・断薬への

動機を深めていくことは大切な関わりである。動機づけ面接の実施率を上げて断酒・断薬への動

機を深めれば、退院後も依存症デイケアや教育入院に繋がり継続した治療を受けられる患者の割

合も増えていくと考える。 

７ 今後の取り組み 

ミーティングを改訂し患者が目的を理解して参加できるようになったことで参加姿勢や雰囲気が

改善した。ミーティングがよりよい内容になるよう今後も改善していく。コロナ禍の影響もありデイケア

や教育入院に繋がった患者は昨年度より減少した。しかし入院中に断酒・断薬の動機を高め、継

続した治療に繋がる関わりがスタッフ全員で出来るよう努めていく。 

テーマ名         松沢病院  

2020 心理教育プログラムの導入 

サークル名 ほっとひといき 

メンバー名 看護部 33 病棟 ◎山口球 田川理輝 田口優花 奥村亮  

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

現在の精神科医療は、病院完結型から地域完結型へ移行していくことが求められている。地域

でよりよく、その人らしい生活が続けられるよう、入院早期から心理社会的な介入が必要である。３３

病棟は、精神科救急のトリアージ病棟として、急性期の患者に対し、医療・看護を提供してきた。昨

年度からはその機能に加えて、スーパー救急病棟としての役割も担うこととなり、患者の地域定着

を見据えた心理社会的な支援が必要と感じているが、現状としてはこれらの支援が十分ではない

のが課題である。そのため、今年度のＱＣ活動として、患者の再入院を予防し、地域での定着を見

据えた心理社会教育プログラムを作成し導入していくことで、患者サービスの向上、経営改善に繋

げていきたいと考えた。 

 当病棟は昼夜問わず、入院や転入を受け入れており、退院や転入、転出といったトリアージは日

勤で行われている。そのような慌ただしい業務の影響もあり、一般室で落ち着いて過ごすことがで

きている患者に対しては、介入が不足している現状がある。実際患者の声として薬について知りた

い、調子よく過ごすためにはどうしたらよいか、不調のサインが分からないなどの意見が聞かれ、現

状と求められていることにギャップが生じている。また当病棟に心理教育プログラムは存在せず、患

者自身が主体的に病気や治療に向き合う機会が少ない。看護職員へのアンケートにおいてプログ

ラムは必要だという意見は多く、疾病教育、薬に関する事、クライシスプラン、再発予防などのプロ

グラムの必要性を感じているスタッフが多数存在した。 

 以上のことから問題点として、①病状が落ち着いている患者へのアプローチが少ない②主体的

に治療生活を送れるような援助が少ないという２点が挙げられた。 

 

２ 活動内容  

（目的）心理社会的な支援に対する患者満足度の向上 

（対象）統合失調症圏患者 

（期間）2019 年 10 月８日～10 月 23 日 

（方法）１、ニーズに合ったプログラムにするため患者、病棟看護師に対しアンケート実施 

     ２、ニーズに合わせた心理教育プログラム全４回を作成 

３、スタッフに対しプレテスト実施 

４、参加者の選定(主治医の許可を得て、患者からは同意書に署名) 

５、心理教育プログラムを全４回実施 

６、評価はプログラム終了後にアンケート実施 
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(結果) 事後アンケート ５名実施 (別紙１参照) 

プログラムの満足度について、満足４人、不満足１人。満足の理由として「他の 

人のストレス対処法が参考になった」「自身で気づけなかったことに気づけた」「自 

分の気持ちを整理することができた」「ありのままの自分をさらけ出せたのでスッ 

キリした」などの意見がみられた。不満足の理由として「不特定多数の中では意見 

が言いづらい」という意見がみられた。 

 難易度について、分かりやすい４名、やや難しい１名。やや難しいと答えた参加 

者は内容の難しさというより自身で考え書き出すことが難しかったと答えている。 

 内容の有用性については大変役に立つ４名、多少は役に立つ１名。役に立たなか 

ったという意見はみられなかった。 

 プログラムに参加し自身が変わったことについては「心の整理がついた」「同じ 

悩みを持った人がいることが分かった」「他の人の意見をよく聞いてみようと思っ 

た」などの意見がみられた。 

 参加者は第１回目６名、２回目５名、３回目３名、４回目３名と徐々に参加人数 

の減少がみられた。減少の理由として症状の悪化、退院、参加者同士のトラブルが 

あがる。 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

 今回、心理教育プログラムを実施し患者満足度向上を図った。参加者同士で話し合う機会を設

けそれぞれの体験を語り、他患者の意見聞き、同じ悩みを共有することで普段の関わりである患者

－看護師関係では気づけない新たな学びや安心感を参加者は得ることができた。一方急性期か

ら脱して間もない患者が大半で症状の悪化や参加者同士のトラブルが生じやすい。参加者に関し

ては主治医を交え十分なアセスメントを実施し参加可能か判断していく、中断時いつでも応援スタ

ッフを呼べる体制を整えておくなどの対応が必要である。また転棟、退院が多い病棟のため今回

同様参加者が最後の回まで参加できない状況が考えられる。２週間という期間でプログラムを構成

していくことが妥当なのか再検討し、後方病棟と連携しフォローアップ体制を整えていく必要がある。 

 今回の QC 活動は看護職員のみでプログラムに取組んだが、今後は多職種にも協力を得てより

専門性の高い内容を提供していくことが、退院後の安定した地域生活、再発予防、再入院予防に

繋がると考える。 
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(結果) 事後アンケート ５名実施 (別紙１参照) 

プログラムの満足度について、満足４人、不満足１人。満足の理由として「他の 

人のストレス対処法が参考になった」「自身で気づけなかったことに気づけた」「自 

分の気持ちを整理することができた」「ありのままの自分をさらけ出せたのでスッ 

キリした」などの意見がみられた。不満足の理由として「不特定多数の中では意見 

が言いづらい」という意見がみられた。 

 難易度について、分かりやすい４名、やや難しい１名。やや難しいと答えた参加 

者は内容の難しさというより自身で考え書き出すことが難しかったと答えている。 

 内容の有用性については大変役に立つ４名、多少は役に立つ１名。役に立たなか 

ったという意見はみられなかった。 

 プログラムに参加し自身が変わったことについては「心の整理がついた」「同じ 

悩みを持った人がいることが分かった」「他の人の意見をよく聞いてみようと思っ 

た」などの意見がみられた。 

 参加者は第１回目６名、２回目５名、３回目３名、４回目３名と徐々に参加人数 

の減少がみられた。減少の理由として症状の悪化、退院、参加者同士のトラブルが 

あがる。 

 

３ 改善策、今後の取り組み 

 今回、心理教育プログラムを実施し患者満足度向上を図った。参加者同士で話し合う機会を設

けそれぞれの体験を語り、他患者の意見聞き、同じ悩みを共有することで普段の関わりである患者

－看護師関係では気づけない新たな学びや安心感を参加者は得ることができた。一方急性期か

ら脱して間もない患者が大半で症状の悪化や参加者同士のトラブルが生じやすい。参加者に関し

ては主治医を交え十分なアセスメントを実施し参加可能か判断していく、中断時いつでも応援スタ

ッフを呼べる体制を整えておくなどの対応が必要である。また転棟、退院が多い病棟のため今回

同様参加者が最後の回まで参加できない状況が考えられる。２週間という期間でプログラムを構成

していくことが妥当なのか再検討し、後方病棟と連携しフォローアップ体制を整えていく必要がある。 

 今回の QC 活動は看護職員のみでプログラムに取組んだが、今後は多職種にも協力を得てより

専門性の高い内容を提供していくことが、退院後の安定した地域生活、再発予防、再入院予防に

繋がると考える。 

テーマ名                                            松沢病院 

薬セットの改善 

   サークル名 けんま君 

メンバー名 看護部 41 病棟 ◎須崎奈成 松本香美 土方明子 

星野美紅 伊藤美和子 

 

１ テーマ選定理由 

41 病棟では、薬セット時・配薬時の間違いを減らす為にすべての錠剤、散財をまとめて、名前と日付を付け手

間をかけて薬のセットをしていた。この取り組みにも関わらず、前年度の内服に関する IA レポートは 13 件あり、IA

レポートが発生するたびに１件ずつ対策を検討した結果、手順を増やし、複雑化した。そこで安全かつ効率的な

薬セット実現のために、『「薬セット手順・配薬手順」の見直し、薬セット環境の調整』をテーマとして選び、取り組ん

だ。その結果を以下に報告する。 

 

２ 現状と問題点 

【41 病棟での現状】 

① 薬セット 

１名の薬セット当番が１日かけてセットを実施した。全患者の電子カルテの処方カレンダーと処方箋を確認

し、一包化薬に日付を記入し、錠剤や漢方薬などの散剤を全てホチキス止めしていた。一包化薬がない場

合は、パソコンにて日付・時間・患者氏名を記載した台紙を作成・印刷し、錠剤をホチキス止めした。処方箋、

処方カレンダーと薬を照合してセットに間違いがないかコーディネーターがダブルチェックを行った。 

② 配薬 

各勤務で、薬剤カートから薬のみを取り出し、処方カレンダーで確認後、男女に分けられた患者一人一人

の名前が付いたケースに入れて準備をした。 

 ケースを患者のところまで持っていき、患者の名前を確認した後に薬を渡した。(名前を言えない場合は、リ

ストバンドや看護師２名でのダブルチェックを行ってから渡した。）当病棟では食事介助が多く、食事が終わ

った患者が待ちきれず不穏になることや、理解が得られない患者にタイミング良く渡すために、担当に限ら

ずに薬を配った。 

 

【問題点】 

① 薬セット 

 一包化されてない薬が多く、患者の名前などが書かれた台紙の作成、薬をホチキスで止めることは手間と

時間がかかる。ホチキスの針や紙などの文房具代、印刷代がかかる。薬セットの当番が 1 人で作業し、終業

時間までになることも多い。ダブルチェックを行うコーディネーターは出来上がりが 17 時になり超過勤務にな

りやすい。 

② 配薬 

薬を薬剤カートから取り出して別のケースに移すことで、取り間違いや取り忘れ、紛失のリスクが高い。また、

担当ではない看護師が薬を配ることで内服前後の観察が十分にできない。 
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 このように、41 病棟の薬セットや配薬についての手順や方法は、手間と時間をかけ丁寧であったが問題点も多

く、必ずしも安全であるとはいえなかった。今後、事故なく継続して実施することは難しく、薬に関するインシデント

を起こさないために、安全性を保持しつつ手順を簡素化し、スタッフ一人一人が責任を持って行うことが必要であ

ると分かった。 

 

３ 改善策 

【ステップ①】 

スタッフ全員に向けて薬セット、配薬の手順・方法についてアンケート調査を実施した。他病棟の配薬マニュア

ルや使用している薬剤カート等の見学に行き、実際の方法について聴き取りを行った。薬のホチキス止めをやめ、

薬袋または台紙と薬を患者それぞれのケースに入れることにした。また、配薬ケース内の薬を別のケースに移し

替えることなくそのままケースごと取り出すようにした。担当患者の配薬ケースをまとめてトレイに入れ、担当の看

護師が患者へ配薬をした。 

【ステップ②】 

 誰の薬か分かるよう患者の名前が書かれた札を配薬ケースに入れるように変更した。また、41 病棟に新しい薬

剤カートが導入された。以前の薬剤カートは長年の使用で引き出しの開閉がしにくく、中身が見づらく、ケースの

一つ一つが大きく場所を取っていた。それらが新しい薬剤カートになり全て改善された。 

 

４ 結果 

【ステップ①】 

ホチキス止めをやめたことで薬の取り残しが起きると懸念されていたが、逆に残っていないか注意して確認する

ようになり、取り残しが防止できている。また、自分の担当患者ごとに分けて準備することで、責任をもって担当患

者に配薬をすることができるようになった。患者の名前が書かれた台紙の作成時間、その台紙に使用する紙の無

駄が減った。以前は作成時間だけでも 2～3 時間かかっていたがそれが 0 時間になった。台紙の紙は 1 か月分

で PC 用紙約 500 枚分は削減できた。 

【ステップ②】 

新しい薬セット方法を 1 週間前から全スタッフへ伝えることによって、新マニュアルの確認が行われ不安なく開

始することができた。配薬カートが新しくなり、セット時間は約 4 時間短縮することができた。ステップ②に移行した

後、病棟スタッフへ再度アンケート調査を行った。 

 

５ 今後の取り組み 

 今回の取り組みでは薬セットが楽になり、セット時間の大幅な短縮をすることができた。現在まで IA レポートの

発生も０件である。 

新しい薬セット方法の検討や修正は継続中であり、アンケート調査では患者の名札の取り扱いについて困って

いるスタッフが多いと分かった。忙しい日々で気付いた問題について早めに意見交換をし、解決策を検討してい

く必要がある。今後も業務の効率化・時間短縮・業務の必要性を検討し、修正しながら取り組みを続け、患者一人

一人と向き合う時間を少しでも多く持つことができるようにしていきたい。 
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テーマ名                松沢病院 

身体合併症病棟の天下統一への道 【実態調査編】  

サークル名 天下統一 

メンバー名 看護部 42 病棟  横溝友明 柿沼朋彦 谷口奈緒美 土井悠里 

看護部 43 病棟 ◎小崎友子 清水かおり 

看護部 52 病棟  太田考子 大灣優喜 川口晃生 

    

1 テーマ選定理由 

当院の身体合併症病棟（42 病棟、43 病棟、52 病棟）は、精神疾患を有し、更に身体的な治療が必要な患者に

対して良質な医療の提供が求められる。そのためには、多職種によって医療者が働きやすい環境を整える必要が

ある。 

しかし、現在医師・看護師長による身体合併症運営連絡会議によって、主に運営について協議し連携をすすめ

ているが、業務内容を検討するチームは存在していない。そのため、今回は身体合併症 3 病棟で業務改善チーム

を作り、業務の統一・効率化に向けた活動により、問題点を解決したいと考え、このテーマを選出した。 

 

2 現状の問題点 

身体合併症病棟は、精神・身体の両側面での医療の提供が求められている。治療内容は多岐にわたり、合併症

病棟で実施される処置検査の範囲は広く、頻度が高いものから数年に 1 回程度のものまである。そのため、病棟保

管の診療材料、衛生材料の種類が多く、全ての物品を把握する事が難しく、期限切れなど管理が不充分となりや

すい。 

また、病棟間での情報共有する機会がなく、医師の異動や、物品変更による手順の変更が周知されにくい現状

がある。結果として、処置時に手間や時間がかかり、混乱も生じやすい。合併症病棟群では看護師の異動も多い

が、前職場の経験が活用しきれない、といったことにも繋がっている。 

 

3 活動内容 

病棟独自のルールをなくすと共に、病棟間の垣根をなくし、より良いチーム医療が提供できるよう身体合併症 3

病棟の業務改善チームを設立し、業務について検討をおこなった。 

･日時：毎月第 4 金曜日 15 時～16 時 

･参加者：身体合併症 3 病棟の主任及び副看護師長 

･場所：43 病棟のカンファレンスルーム 

･開催回数 ７回（10 月末現在） 

 

業務改善チームで業務の統一・改善について検討。その中でも、各病棟に処置セット（胸腔ドレーンセット、腹腔

ドレーンセット、CV 挿入セットなど）が独自に用意されていることが分かった。各々の病棟で処置セットを用意して

いるため、使用したい物品がセットされておらず、医療従事者が困惑する場面が多くあった。困惑する医療従事者

が多くいる為、処置やケアに遅れが生じ、患者に速やかで良質な医療の提供が行えていない現状が多々ある。ま

た、処置セットが各病棟に散在することで物品のデッドストックや使用期限切れも生じており、無駄なコストが発生し

てしまっている。各病棟の処置セットをなくし、一か所に処置セットを用意することで医療者の困惑をなくし、速やか
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で良質な医療を提供するとともにより良いコストパフォーマンスも行えると考え、活動を行った。 

 

4 結果 

【処置セットの把握】 

身体合併症 3 病棟で設置されている処置セットの調査を行い、5 点の処置セットがあることを把握。①CV ライ

ンセット②胸腔ドレーンセット③腹腔穿刺セット④乳腺生検セット⑤髄液穿刺セットが頻回に使用されているこ

とが分かった。 

 

【処置セットを一元管理】 

上記 5 点の処置セットを 43 病棟コアカンファレンスルームに設置。デッドストックの衛生材料は物流へ返却し、

使用期限切れなどの無駄なコストを削減。 

 

【運用マニュアル作成】 

各処置セットに設置されている診療材料が一目でわかるよう一覧表をパウチで作成。さらに、使用した際にス

ムーズに診療材料の請求ができるよう設置されている診療材料を物品請求伝票にあらかじめ記載し、処置セ

ットに組み込む。また、使用頻度の統計を取る為に使用した際のチェックリストを作成。 

 

5 考察 

身体合併症 3 病棟それぞれの特色があり、処置や患者層の違いからも病棟の独自性が生じ、ローカルルール

や病棟独自の物品の配置などが発生していた。さらに、病棟間の連携不足や情報の共有の不十分さが独自性を

さらに助長してしまったと考えられる。今回の活動を通して、身体合併症 3 病棟で数多くの処置セットが散在してい

た現状も、このような背景があったと考える。 

また、同じ処置セットでも、セットされている診療材料に差異があり、このような点が医療スタッフを困惑させ、結果

として処置やケアの遅れに繋がっていた。 

処置セットの一元管理を行う事で病棟独自性を無くし、統一した処置セットで物品の欠如をなくし緊急時も素早く

対応することが出来るようになり、医療者の困惑は軽減し、速やかで良質な医療を提供することができるようになる

と考えられる。さらに、各病棟で散在していた処置セットを無くすことで、診療材料のデッドストックや使用期限切れ

を無くすことができ、コスト削減に繋げることができると考えられる。 

今回の QC 活動により、病棟間の連携不足や情報共有の不十分さが浮き彫りになった。今回、QC 活動を通し

て病棟間の連携が生まれ、活きた情報の共有もできるようになったため身体合併症 3 病棟の業務改善チームの活

動は、円滑な医療連携に対して今後一定の効果があると考えられる。 

 

6 今後の課題 

運用開始に至らずコスト削減がどの程度できたか、具体的な数字で示すことは出来なかった。また、3 病棟のス

タッフだけでなく、医師への周知活動も不十分であった。次年度は、処置セットの活用率や診療材料の使用頻度、

医療スタッフへの周知活動を行い、患者に速やかで良質な医療の提供に繋がるよう取り組みを図っていく。 
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テーマ名         松沢病院 

い～い湯だ～な♪  ～入浴業務の見直し～ 

サークル名 洗い屋本舗 

メンバー名 看護部 51 病棟 ◎中島万里子 串田夏菜子 沼尾卓 

1 テーマ選定理由 

 ＱＣ活動を始めるにあたり、スタッフにアンケートを取ったところ「スマートに入浴業務を行いたい」

「流れ作業的に行っている入浴業務を変えたい」という意見があった。 

 そこでＱＣメンバーで患者に聞き取りアンケートを実施してみると「もっと、ゆっくりお風呂に入りた

い」「湯舟につかりたい」「音楽を聴きながらお風呂に入りたい」等の声が聞かれた。今年度の病棟

BSC 目標の中に接遇向上があり、貴重な要望を取り入れたいと考え QC テーマとして取り組むこと

とした。 

 

2 現状と問題点 

 51 病棟は特殊疾患病棟であるため、日常生活援助を必要とする方が多く入院されている。その

特性から介護度が高い患者も多く、スタッフは日々の業務に追われている現状があった。入院生

活の中の少ない楽しみのひとつの入浴が流れ作業になっているのではないかという意見があり、入

浴業務で改善できるところを見直してみることとした。 

 

3 問題点 

①朝の情報交換の場で、どのように入浴を進めていくかを簡単に共有してからスタートしていた。

入浴の進行がその日のコーディネーターの采配で行われていたが、処置や外来などでコーディネ

ーターが不在になってしまうと、進行が滞ることがあった。 

 

②便が出ている患者のオムツ交換が入浴時に行われていたため、浴室内に便臭が漂う事が多か

った。車椅子で入浴されている方からも「臭い」と苦情が入ることもあった。 

 

③入浴当番が朝の申し送りから情報交換の全てに参加していたため、入浴開始時間が遅くなるこ

ともあった。 

 

4 改善策 

①入浴当番と外回り（当番以外のスタッフ）との連携改善 

 朝の時点で外来や検査、リハビリなどの予定を確認し、それを踏まえて入浴当番があらかじめ入

浴順番を決めておくこととした（病棟ＭＡＰに番号を振り浴室入口に掲示）。 

患者の状況によって、その順番を変更することは可能として、コーディネーターを中心に他のスタッ

フも動けるようにした。 
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②情報共有の時間短縮 

 朝の申し送り後、最初に入浴当番との打ち合わせを行うようにした。熱発者がいた場合など、その

時点で情報共有（入浴可か否か等）をする。終了後、入浴当番は業務に移行。その結果、9 時前

から入浴開始できるようになった。 

 

③すぐに入浴されない患者のオムツ交換 

 入浴前にオムツを確認するようにしたことで、浴室内で便処理をすることが減り、便臭が漂うことも

改善された。 

 

④入浴剤の使用 

 患者への聞き取りアンケートで「入浴剤を使用してほしい」「季節感を味わいたい」という意見が聞

かれたため取り入れることとした。温浴効果もあり、患者からは「体がポカポカしている」「気持ちが

いい」との声が多く聞かれた。 

 

⑤機械浴室に壁掛け時計を設置 

 スタッフも入浴されている患者からも時間の把握をしたいとの希望があり設置した。患者からは時

間を確認し「あと〇分、湯舟につかりたい」や「もう〇分もお風呂に入ってたのね」などの発言が聞

かれるようになっている。 

 

⑥車椅子側の脱衣室にベンチシートを設置 

 以前は椅子を数個並べて配置、そこに着替えを置き座って更衣をしていた。患者から不満は聞

かれていなかったが、スペース確保の目的で変更してみた。少しスペースが出来たことで、手前の

スペースで他患が準備をしていても奥に車椅子ごと入ることが出来るようになり、効率よく脱衣スペ

ースを使えるようになった。 

 

⑦ラジカセを置き、音楽をかける。 

 

5 結果 

 実施後より患者からは入浴剤を使用するようにしたことで、「気持ちがいい」「体がポカポカしてる」

という感想が聞かれている。スタッフからも「良い匂いがすると癒される」と良い反応がみられた。 

現在も日々、業務に追われている感じは変わらないが、今後も患者との良い関わりを見出せるよ

うにしていきたい。 
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②情報共有の時間短縮 

 朝の申し送り後、最初に入浴当番との打ち合わせを行うようにした。熱発者がいた場合など、その

時点で情報共有（入浴可か否か等）をする。終了後、入浴当番は業務に移行。その結果、9 時前

から入浴開始できるようになった。 

 

③すぐに入浴されない患者のオムツ交換 

 入浴前にオムツを確認するようにしたことで、浴室内で便処理をすることが減り、便臭が漂うことも

改善された。 

 

④入浴剤の使用 

 患者への聞き取りアンケートで「入浴剤を使用してほしい」「季節感を味わいたい」という意見が聞

かれたため取り入れることとした。温浴効果もあり、患者からは「体がポカポカしている」「気持ちが

いい」との声が多く聞かれた。 

 

⑤機械浴室に壁掛け時計を設置 

 スタッフも入浴されている患者からも時間の把握をしたいとの希望があり設置した。患者からは時

間を確認し「あと〇分、湯舟につかりたい」や「もう〇分もお風呂に入ってたのね」などの発言が聞

かれるようになっている。 

 

⑥車椅子側の脱衣室にベンチシートを設置 

 以前は椅子を数個並べて配置、そこに着替えを置き座って更衣をしていた。患者から不満は聞

かれていなかったが、スペース確保の目的で変更してみた。少しスペースが出来たことで、手前の

スペースで他患が準備をしていても奥に車椅子ごと入ることが出来るようになり、効率よく脱衣スペ

ースを使えるようになった。 

 

⑦ラジカセを置き、音楽をかける。 

 

5 結果 

 実施後より患者からは入浴剤を使用するようにしたことで、「気持ちがいい」「体がポカポカしてる」

という感想が聞かれている。スタッフからも「良い匂いがすると癒される」と良い反応がみられた。 

現在も日々、業務に追われている感じは変わらないが、今後も患者との良い関わりを見出せるよ

うにしていきたい。 

テーマ名         松沢病院 

患者支援体制向上に向けた業務改善への挑戦 

サークル名 5 時に帰り隊☞充実した患者支援し隊 
   メンバー名 看護部 54 病棟 ◎平岩美香 長谷川千春 佐藤忍 

 

1 テーマ選定理由、現状の問題点 

54 病棟は平均在院日数 35.6 日（2020 年９月現在）であり、短期入院患者が多い。そのような患

者に対し退院準備プログラム開催やクライシスプランの作成等、地域生活の維持や定着へ向けた

退院支援を日々工夫して展開している。今回、病棟業務を見直すことで時間を生み出し、患者支

援体制の向上に有効活用したいと考えＱＣ活動に取り組んだ。 

病棟内業務について現状と問題点を明らかにするために、当該病棟看護師 14 名に対し簡易ア

ンケートを実施した。 

現状と問題点 

（１）入院患者の病棟到着が昼食の時間帯にまたがり多重業務になることが多い。その結果仕事

が中断されやすく、入院受けした看護師の超勤時間が多い。 

（２）定時薬の薬セットが時間内に終わらないことが多い。 

（３）各種マニュアルが現状とそぐわない。口伝えで伝達共有されていることが多く、実施している

SST プログラムが診療報酬獲得につながっていない。 

（４）作業物品が煩雑で無駄な動線が発生している。 

（５）患者の私物洗濯・乾燥機使用後の置き忘れで対応に時間がとられる。 

（６）日勤から準夜への申し送りを各自で行っている為、時間が長引きやすい。 

（７）クライシスプラン作成や個別面談等、患者に寄り添うための十分な時間がとれない。 

（８）頓服薬が不足するたびに処方依頼ノートに記載しているか確認している。 

（９）その他 

 

２ 活動内容 

（１）安全を配慮して昼食時のホール応対看護師を最低 3 名配置にした。入院対応の看護師は

入院に集中できるように業務調整をした。 

（２）薬セット方法を見直し、薬剤のホチキス止めを廃止し、配薬ボックスを簡素化した。 

（３）STT プログラムマニュアルの新規作成とあゆみ荘利用マニュアルを改定した。 

（４）物品や文具等を作業動線に考慮した配置へ変更した。 

（５）洗濯機と乾燥機に白板を設置し、使用者氏名を明示するようにした。 

（６）日勤から準夜勤務者への申し送りを完全に廃止した。 

（７）専門看護師を講師として精神科看護シリーズで学習会を実施した。園芸活動を企画し実施

した。 
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（８） 頓服薬の残数が 3 個以下の場合は、処方依頼ノートに記入し依頼済みのシグナルクリップ

を頓服薬袋につけてわかるようにした。 

（９） 17 時に下膳者の準備を作業員へ依頼をした。54 病棟定型文を作成し看護記録を簡素化

した。入院時チェックリストを見直し修正した。 

 

３ 改善策、今後の取組予定 

現状問題に対し業務改善を行った結果、生み出された時間は合計約８４分/日であった。職員

の時間活用のアンケート（9/28～10/15）では「個人面談を行った」535 分、「クライシスプラン作成」

60 分、「園芸活動」120 分、「SST」165 分の合計 880 分であった。 

生み出された時間の活用 

（１）患者参加型カンファレンスの開催 

毎週水曜日の退院支援カンファレンスの後半 10 分をオープンダイアローグ方式で患者の希望

や意思表明に働きかけ、アドバンスケアプライニングの準備に向けた支援を行った。患者からは

「自分の事を応援してもらってうれしい。」「自分の事をもう一度客観的に整理できた。」と肯定意見

聞かれた。 

（２）個人面談・クライシスプラン作成や園芸活動 

退院時に行っている患者アンケートでは「自分の対処行動がとれるようになりましたか」の肯定割

合は 9 月 85％、10 月 100％であった。 

（３）退院準備プログラムＳＳＴの時間延長 

45 分を 60 分に延長し、SST コスト（入院生活技能訓練法診療報酬）はおおよそ 4500 点獲得

し診療報酬 UP につながった。 

SST の開催場所をホールからミーティングルームに変更し、参加者もクローズドとしたことでロ

ールプレイやアサーションまで質を上げることができた。 

9 月に行った病棟職員アンケートで「業務がシンプルで仕事がスムーズになった」の肯定割合

は 75％であり、「患者と向き合う時間がとれるようになって個別面談などの支援が以前よりも充実

した。」といった感想も聞かれた。 

病棟内業務を見直すことで煩雑化した業務がシンプルでスムーズになり、患者に向き合い寄

り添う時間にすることができ、患者が地域社会で日常生活を継続できるように、患者と共に考え

患者の強みを活かした支援を行うことができた。 

今後もさらなる地域生活維持定着へ向けて充実した支援の提供が必要である。そのために、

病棟内業務を継続的に見直し、患者支援の強化に努めていきたい。 
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（８） 頓服薬の残数が 3 個以下の場合は、処方依頼ノートに記入し依頼済みのシグナルクリップ

を頓服薬袋につけてわかるようにした。 

（９） 17 時に下膳者の準備を作業員へ依頼をした。54 病棟定型文を作成し看護記録を簡素化

した。入院時チェックリストを見直し修正した。 

 

３ 改善策、今後の取組予定 

現状問題に対し業務改善を行った結果、生み出された時間は合計約８４分/日であった。職員

の時間活用のアンケート（9/28～10/15）では「個人面談を行った」535 分、「クライシスプラン作成」

60 分、「園芸活動」120 分、「SST」165 分の合計 880 分であった。 

生み出された時間の活用 

（１）患者参加型カンファレンスの開催 

毎週水曜日の退院支援カンファレンスの後半 10 分をオープンダイアローグ方式で患者の希望

や意思表明に働きかけ、アドバンスケアプライニングの準備に向けた支援を行った。患者からは

「自分の事を応援してもらってうれしい。」「自分の事をもう一度客観的に整理できた。」と肯定意見

聞かれた。 

（２）個人面談・クライシスプラン作成や園芸活動 

退院時に行っている患者アンケートでは「自分の対処行動がとれるようになりましたか」の肯定割

合は 9 月 85％、10 月 100％であった。 

（３）退院準備プログラムＳＳＴの時間延長 

45 分を 60 分に延長し、SST コスト（入院生活技能訓練法診療報酬）はおおよそ 4500 点獲得

し診療報酬 UP につながった。 

SST の開催場所をホールからミーティングルームに変更し、参加者もクローズドとしたことでロ

ールプレイやアサーションまで質を上げることができた。 

9 月に行った病棟職員アンケートで「業務がシンプルで仕事がスムーズになった」の肯定割合

は 75％であり、「患者と向き合う時間がとれるようになって個別面談などの支援が以前よりも充実

した。」といった感想も聞かれた。 

病棟内業務を見直すことで煩雑化した業務がシンプルでスムーズになり、患者に向き合い寄

り添う時間にすることができ、患者が地域社会で日常生活を継続できるように、患者と共に考え

患者の強みを活かした支援を行うことができた。 

今後もさらなる地域生活維持定着へ向けて充実した支援の提供が必要である。そのために、

病棟内業務を継続的に見直し、患者支援の強化に努めていきたい。 

 

テーマ名         松沢病院 

コロナ時代の「新しい日常」に向けた取り組み 

～新しい当たり前とは～ 

サークル名 NN61 

メンバー名 看護部 61 病棟 ◎熊上秀幸 西田琢 秋元文太 岡崎美樹 

 

１ テーマ選定理由 

新型コロナウィルス感染症が発生し、ピーク時より少しずつ状況が落ち着いてきた今、メディアで

は「新しい日常」といった言葉が使われるようになっている。人との接触を減らしたり、消毒など衛生

に気をつけたりする生活は今後日常の一部になるという考え方である。 

当院でも外出・外泊時はもちろんのこと、自室を離れる際のマスク着用、OT 参加時のマスク着用

などがすすめられ、これまでとは異なる「新しい日常」が始められている。 

 令和 2 年 6 月の時点で 61 病棟に入院している患者の多くがコロナウィルス流行前からの入院で

あった。入院中から「新しい日常」に向けた取り組みを行うことで、当院での感染予防方針の周知と、

退院後に直面する「新しい日常」に対する戸惑いを少しでも軽減できるのではないかと考え、ＱＣ

活動として今回の取り組みを行うこととした。 

 

２ 現状と問題点 

 コロナウィルスが流行し、病院スタッフは感染予防のために職務中に常時マスク着用することが義

務付けられた。また無症状のうちに感染することもわかり、6 月には入院中の患者に対しても自室を

離れる際のマスク着用がすすめられた。6 月中にすべての患者がマスクを購入したが病棟外に出

る際には 100％のマスク着用率であっても、ホール滞在時のマスク着用率は 7 月平均 7.5％と低い

ままであった。 

 

３ 改善策 

病棟スタッフで話し合いを行い、どうすればマスク着用の必要性を理解してもらえるか意見を出

し合い、以下の 2 点について改善策として取り組むこととした。 

（1） 患者への勉強会の実施 

（2） 洗って再利用できる手作りマスクを患者と共に作成 

 

4 取り組み結果 

（1）勉強会を実施するにあたり、具体的な内容についてスタッフ間で意見を出し合った。患者から

興味を引くことと分かり易さをポイントに置き、資料に使用するパワーポイントの文字はできるだ

け少なく、イラストを多めに入れ、情報量は必要なものに絞り込むこととした。そして「新しい日
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常って何ですか？」というテーマのもと全 2回で実施。第 1 回は「新型コロナウィルスについて」

そして第 2 回は「変化した生活様式について」をサブテーマにして各回 15 分程度で実施。勉

強会はパワーポイントの資料を配布しホールにてモニターを使用して行った。勉強会実施に

あたっては参加する患者はマスクの着用を依頼し、密になりすぎないようにできるだけホール

を広く使用し座席を配置した。勉強会の参加率は高く、ほぼすべての患者が参加。参加率は

OT などのプログラムに出ている患者を除いて 100％であった。参加できなかった患者に対し

ては後日個別に実施した。勉強会の中では「外はそんなことになっているんですか」「テレビで

しか聞かないから勉強になった」「いつまでこの状況が続くんですか？」「イラストが多くてわか

りやすかった。誰が作ったんですか？」など勉強会に対して肯定的な意見が聞かれた。勉強

会終了後からマスク着用率は上昇し、それまでマスクを持っていてもホールで着用していなか

った患者が着用する姿がみられた。 

（2）手作りマスクは希望者を募り、数人のグループもしくは個別に対応し実施。簡便性を重視しハ

ンカチ 1 枚とゴム紐 2 本を使用し、5 分程度で作成可能のものとした。患者からは「簡単です

ね」「これだったら退院して好きな布を使ってもできますね」「布だと息苦しいからやっぱり普通

のマスクのほうがいいですね」等の意見が聞かれ、使用する人と使用しない人とに分かれた。

再利用にあたっては毎日洗濯するよう説明しマスク専用の洗濯ばさみも一緒に渡した。 

 

8 月に入り、院長のポスター掲示や院内アナウンスで感染予防目的のマスク着用の促しがされた

ことで 8 月のマスク着用率は平均 30.3％に上昇。そして全 2 回の勉強会実施と手作りマスクを作成

した 9 月末のホールでのマスク着用率は平均 67％であり QC 活動を通して最もマスク着用率が高

かった。全体では 9 月平均 52.8％、10 月平均 47.2％となり、QC 活動前に比べるとホールでのマ

スク着用率は上昇したが徐々にマスク着用率は低下している。着用率が高かった期間でも、勉強

会直後は上昇し、その後緩やかに下降している。今後マスク着用率を上げていくには定期的な患

者への動機づけを継続していく必要はある。 

現在我々が日常生活で当たり前のように実施している感染予防行動はメディアからの情報や、

周囲の人の発言・行動などから身についている面は多くある。現在のような感染予防行動が日常

生活の一部として当たり前のように行われるようになって 1 年も経過していない。外出・外泊が制限

されていると、コロナウィルス流行前から入院している患者にとっては病院内が日常生活の場となる。

そして病院外で行われている「新しい日常」が患者にとっては当たり前ではない。今回、病棟での

マスク着用率が低いことから QC 活動として取り組み、活動前に比べればマスク着用率は上がった。

また勉強会の実施により「新しい日常」について少しでも理解され、退院後に「新しい日常」に直面

した際に少しでも戸惑いを減らすことが出来ればよい。 
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常って何ですか？」というテーマのもと全 2回で実施。第 1 回は「新型コロナウィルスについて」

そして第 2 回は「変化した生活様式について」をサブテーマにして各回 15 分程度で実施。勉

強会はパワーポイントの資料を配布しホールにてモニターを使用して行った。勉強会実施に

あたっては参加する患者はマスクの着用を依頼し、密になりすぎないようにできるだけホール

を広く使用し座席を配置した。勉強会の参加率は高く、ほぼすべての患者が参加。参加率は

OT などのプログラムに出ている患者を除いて 100％であった。参加できなかった患者に対し

ては後日個別に実施した。勉強会の中では「外はそんなことになっているんですか」「テレビで

しか聞かないから勉強になった」「いつまでこの状況が続くんですか？」「イラストが多くてわか

りやすかった。誰が作ったんですか？」など勉強会に対して肯定的な意見が聞かれた。勉強

会終了後からマスク着用率は上昇し、それまでマスクを持っていてもホールで着用していなか

った患者が着用する姿がみられた。 

（2）手作りマスクは希望者を募り、数人のグループもしくは個別に対応し実施。簡便性を重視しハ

ンカチ 1 枚とゴム紐 2 本を使用し、5 分程度で作成可能のものとした。患者からは「簡単です

ね」「これだったら退院して好きな布を使ってもできますね」「布だと息苦しいからやっぱり普通

のマスクのほうがいいですね」等の意見が聞かれ、使用する人と使用しない人とに分かれた。

再利用にあたっては毎日洗濯するよう説明しマスク専用の洗濯ばさみも一緒に渡した。 

 

8 月に入り、院長のポスター掲示や院内アナウンスで感染予防目的のマスク着用の促しがされた

ことで 8 月のマスク着用率は平均 30.3％に上昇。そして全 2 回の勉強会実施と手作りマスクを作成

した 9 月末のホールでのマスク着用率は平均 67％であり QC 活動を通して最もマスク着用率が高

かった。全体では 9 月平均 52.8％、10 月平均 47.2％となり、QC 活動前に比べるとホールでのマ

スク着用率は上昇したが徐々にマスク着用率は低下している。着用率が高かった期間でも、勉強

会直後は上昇し、その後緩やかに下降している。今後マスク着用率を上げていくには定期的な患

者への動機づけを継続していく必要はある。 

現在我々が日常生活で当たり前のように実施している感染予防行動はメディアからの情報や、

周囲の人の発言・行動などから身についている面は多くある。現在のような感染予防行動が日常

生活の一部として当たり前のように行われるようになって 1 年も経過していない。外出・外泊が制限

されていると、コロナウィルス流行前から入院している患者にとっては病院内が日常生活の場となる。

そして病院外で行われている「新しい日常」が患者にとっては当たり前ではない。今回、病棟での

マスク着用率が低いことから QC 活動として取り組み、活動前に比べればマスク着用率は上がった。

また勉強会の実施により「新しい日常」について少しでも理解され、退院後に「新しい日常」に直面

した際に少しでも戸惑いを減らすことが出来ればよい。 

テーマ名             松沢病院 

今すぐ始められるクライシスプラン 

                       サークル名 QC 本舗 

                       メンバー名 看護部 63 病棟 ◎吉田真理子 梅木一幸 近藤武 

 

1 テーマ選定理由、現状と問題点 

当病棟では急性期の治療を担い、精神病圏や神経症圏、薬物依存症などの入院患者に対して生活

調整を行い多職種と連携して社会復帰に向けて支援している病棟である。精神科におけるクライシスプ

ランの有効性は多くの文献からその根拠は確立しているが、当病棟では上手く取り組めていない現状が

ある。そこで、「今すぐに始められるクライシスプラン」をコンセプトに、看護スタッフが患者と共同で取り組

める 63 病棟独自のクライシスプランの書式を作成し導入することで取り組みやすくしたいと考えて、テー

マ選定とした。 

現状を確認したところ、看護スタッフからはクライシスプランをどのように作成したらよいか分からないと

いう意見が多く聞かれ、この時点でクライシスプランを実施している患者はいなかった。これらのことから

看護スタッフのクライシスプランの知識と経験の不足が問題だと考えた。そこで、誰もが分かり易い簡便

な書式を決め、それを用いて看護スタッフが患者と共同してクライシスプランを作成することから始められ

るように取り組むこととした。 

 

2 活動内容 

(1)クライシスプランの書式を作成 (2)看護スタッフへの教育 (3)患者への説明 (4)「心の温度計」を

用いたクライシスプランの導入 (5)実施件数の集計 (6)看護スタッフと患者へのアンケートを実施し分析

する 

 

3 改善策、今後の取組み 

看護スタッフ、患者双方にとってわかりやすい書式を検討し、児童や思春期向けに作られた SST やア

ンガーマネジメントで使用されている「心の温度計」という簡便なセルフモニタリングシートをモチーフとし

てクライシスプランの様式を作成した。疾患からくる症状や言動及び、対処行動とその指標を当てはめる

だけで完成するように工夫した。モチーフにしたシートと同様「心の温度計」という名称とし、データーで

保存して共有できるようにした。また、看護スタッフへ CNS によるクライシスプランの学習会を開催し、基

本的な考え方など理解につなげる機会を設けた。その後、「心の温度計」の作成方法を全員に周知し

た。 

患者には「心の温度計」について、病棟ホールで学習会を開催し、看護スタッフと一緒に取り組んで

ほしいと説明した。学習会に参加できなかった患者に対しては、QC 係や看護スタッフから学習会資料を

基に説明を行った。 

看護スタッフ、患者双方への学習会の実施を経て、「心の温度計」を用いたクライシスプランを実際に

導入した。その後、実施件数の集計と看護スタッフ及び患者へのアンケートを実施し分析を行った。アン

ケートの結果から、今回導入した心の温度計は患者、看護スタッフ双方より、導入が容易であることや継

続して使いやすいこと、シンプルで理解しやすいこと、個別的に患者それぞれの病態に合わせて使用

できることなど、肯定的な意見が多数聞かれた。 
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 今後の取組みとして、「心の温度計」を病棟の業務内に定着させていくことが挙げられる。また、介入の

妥当性やプランの適正を評価し、このクライシスプランが馴染まなかったケースや、長期に利用出来て

いるケースの評価を行いながら、内容をブラッシュアップさせるための「心の温度計評価カンファレンス」

を開催することを考えていきたい。よりよいものに改訂し継続的に取り組んでいくことが課題である。 

                   

データーとして作成した「心の温度

計」の基本形を、患者と相談しながら

受け持ち看護師が患者の病態に合

わせて改良していった。 

 

 

 

受け持ち看護師が、患者の

病態に合わせて基本形を改良

した例。「気持ちが昂るとパチ

ンコやお酒で散財してしまう」

患者に対し、対処行動を取る

目安を設定して、入院期間中

に対処行動を取れるようにする

練習を行っていった。 

 

 

 

病棟内での患者向け学習会の様子。入院患者のほぼ全員が参加し、積極的な質問が出てくる様子も

あった。 
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テーマ名                                   松沢病院 

続・病棟内での嗜好品購入の導入 

サークル名 患者サービス向上委員会 
メンバー名 看護部 71 病棟 ◎金丸美雪 橋本龍成 加来ひかる 

 

1 テーマ選定理由 

治療上様々な制限を受け、不満を抱えている入院患者は少なくない。入院生活における些細な

不満の蓄積は医療者に対する不信感となり、治療関係や患者のモチベーションに影響を及ぼす

可能性がある。 

71 病棟では一昨年、可能な限り開放的な治療環境を整え患者サービスの向上を図る目的で、

それまで当病棟では不可としていた売店注文でのおやつの購入を週 1 回に限り可能とした。当初

は好評であったが、導入から時間が経過し患者層が入れ替わることで不満の声が多く寄せられる

ようになった。そこで今回、おやつ注文に関する患者アンケートを実施し、より具体的な意見を聴取

したうえで、できる限り要望に沿うべくルールの改正に取り組むことで、治療関係を円滑にし、更な

る患者サービスの向上が期待できると考えた。 

 

2 現状と問題点 

一昨年に購入と摂取が可能となったおやつは、当病棟が精神科の急性期病棟であることから大

多数の患者が薬物調整を行なっているため、誤嚥・窒息予防の観点から職員の目が行き届かない

お菓子の摂取は規則として禁止していた。そこで、安全の観点からスタッフが見守ることのできるホ

ールで時間をかけずに摂取できる必要があったため、「小さめのもの、一点のみ」の制限の下で開

始となった。回数と個数の制限緩和を望む声を受け、更にコロナ禍において患者の娯楽が大幅に

制限される中でサービス向上を図りたいと考えた。まずは段階的に進めるべく、おやつを日常的に

購入している患者を対象にアンケートを実施した。 

このアンケートから、おやつの注文に対して不満を抱いている患者が多いことを把握することが

できた。さらに自由意見として、 

・コロナで面会もたたれた今、週 1 回で選択肢も少なすぎて切なくなります。 

・気分転換も兼ねて、おやつを食べる事も良いと思います。 

・お菓子以外の娯楽が少ない。選べるお菓子の種類が少ない。 

といった要望が聞かれた。 

 

3 改善策 

・おやつを購入できる回数を週 3 回とし、患者へ周知した 

・移動販売の導入により購入できる種類の見直しを行った 
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4 今後の取り組み（結果） 

改善策を行い定着した頃合いで事後アンケートを実施し、以下の回答が得られた。 

注文回数については、「週 3 回でよい」との意見が「少ない」の意見を上回った。注文個数につ

いては、「1 回につき 1 個では少ない」との意見が大半ではあったものの、事前アンケートと比較す

ると、注文回数・個数ともに「このままでよい」との回答数割合が増加しており、週 3 回に増えたこと

で満足感を得ている患者の割合が上がっている。 

以上のことから、コロナ禍における患者サービス向上の一端を担うことができたと考える。 

今回は、病棟でのお菓子の購入回数を増やす取り組みを行ったが、誤嚥窒息や患者トラブルと

いった問題は発生しなかった。また、スタッフの間でも週 3 回のおやつ注文でも特に問題はないと

の意見が多く聞かれた。一方で、事後アンケーでの「ただでさえ小袋しか頼めないので、個数まで

制限しないでもらえるとありがたい」「1 回につき 2 個くらいおやつを頼みたい」などといったおやつ

に対する要望は根強い。しかし、同じスーパー救急の他病棟では基本的におやつの回数や個数

に制限を設けていないことから、おやつの自己管理を含めた制限の更なる緩和についてより具体

的に検討していく必要があり、患者サービスの向上において今後の課題と考える。 
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4 今後の取り組み（結果） 

改善策を行い定着した頃合いで事後アンケートを実施し、以下の回答が得られた。 

注文回数については、「週 3 回でよい」との意見が「少ない」の意見を上回った。注文個数につ

いては、「1 回につき 1 個では少ない」との意見が大半ではあったものの、事前アンケートと比較す

ると、注文回数・個数ともに「このままでよい」との回答数割合が増加しており、週 3 回に増えたこと

で満足感を得ている患者の割合が上がっている。 

以上のことから、コロナ禍における患者サービス向上の一端を担うことができたと考える。 

今回は、病棟でのお菓子の購入回数を増やす取り組みを行ったが、誤嚥窒息や患者トラブルと

いった問題は発生しなかった。また、スタッフの間でも週 3 回のおやつ注文でも特に問題はないと

の意見が多く聞かれた。一方で、事後アンケーでの「ただでさえ小袋しか頼めないので、個数まで

制限しないでもらえるとありがたい」「1 回につき 2 個くらいおやつを頼みたい」などといったおやつ

に対する要望は根強い。しかし、同じスーパー救急の他病棟では基本的におやつの回数や個数

に制限を設けていないことから、おやつの自己管理を含めた制限の更なる緩和についてより具体

的に検討していく必要があり、患者サービスの向上において今後の課題と考える。 

テーマ名                                   松沢病院 

地域連携の推進 

サークル名 ＴＥＡＭ ＯＲＡＮＧＥ 

メンバー名 看護部 73 病棟 ◎簑田智景 石垣美樹子 佐藤司 牧野優太郎 

 

１ テーマ選定理由 

 認知症病棟の役割は入院時における生活全般の情報を連携先に提供することであり、退院後も

その人らしく過ごす支援者となることである。その中で退院先が自宅や施設となった場合、個人の

特性を踏まえた情報提供は重要となる。QC 活動を通して現場に役立つ良質な情報提供について

検討をしたいと考えた。 

 

２ 現状と問題 

 これまで多職種支援 CF は関係会議に向けた患者と長期入院患者の話し合いが中心であった。

そのため情報が揃わない段階で行うことが多く、時間を要することが問題の一つとなっていた。二

つ目の問題は関係者が複数回にわたり集まることが難しいため、患者情報の受け渡しが不充分で

あったことが挙げられる。そして地域連携情報提供書の利用がスタッフに浸透しておらず、関係者

との連携不備に繋がっていた。  

 

３ 改善策 

 一つ目の改善は多職種 CF には関係者会議を終えた患者であること、更に事前に話し合いのメ

ンバーを選定した患者で行うこととした。また長期入院患者はこの CF には挙げず、PNs と PSW が

話し合いを詰めて情報が揃ってから臨むこととした。 

 二つ目の改善は紙ベースで行っていたチェックリストをホワイトボードに替えて進捗状況が把握で

きるように変更をした。退院先が自宅や施設に決定した場合には患者本人はもちろんのこと、家族

や施設関係者、ケアマネージャーに要望や不安要素を聞きとり、情報をすり合わせて提供書に反

映できるようにした。 

  

４ 今後の取り組み（結果） 

 スタッフと PSW に CF と地域連携情報提供書、日常生活管理プランの改善についてアンケートを

行った。CF の開催時間と患者個人の問題が抽出できたことに変化が見えたとの回答が得られた。

情報を揃えての CF となったことで、時に話し合いが長引くこともあったが、概ね改善が見えたとの

評価であった。ホワイトボードへの変更も意識づけや視覚的に捉えることができたとの評価があった。

また地域との連携については関係者会議を一回で終わりとせず、情報のすり合わせを繰り返したこ

とで地域生活を送る準備が以前より充実したとの評価を得た。 

自分の思いを充分に伝えられない患者の思いを形にして提供することが入院患者をケアして支
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援をする認知症病棟の一つの役割である。病院と地域に壁を作らず、その人らしく暮らせる環境整

備を地域連携情報提供書と日常生活管理プランが一助となって役割を果たしている。さらなる改

善を図りながら、患者に寄り添う看護を今後も提供していきたい。 
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援をする認知症病棟の一つの役割である。病院と地域に壁を作らず、その人らしく暮らせる環境整

備を地域連携情報提供書と日常生活管理プランが一助となって役割を果たしている。さらなる改

善を図りながら、患者に寄り添う看護を今後も提供していきたい。 

テーマ名                                   松沢病院 

患者に対する感染対策の試み 

サークル名 81 コロナ対策委員会 

メンバー名 看護部 81 病棟 ◎和田安未 高橋彬斗 木立知広 

 

 

１ テーマ選定理由 

 現在 COVID-19 流行に伴い、院内では感染対策の徹底がなされている。当該病棟では、退院に

向けて目的をもった院外外出など感染対策の徹底を約束として少しずつ開始しており、以前よりも

感染のリスクがある状態となっている。また、精神科の患者は理解力や認知機能の程度の差が激し

く、自身では感染対策を十分に行うことができない者もいることから、介入を行い病棟内の感染を

予防していく試みが必要であると考えた。 

 

2 現状と問題点 

・疾病による理解力の低さ、認知機能の低下、幻聴や妄想などの陽性症状から感染対策の必要性

を理解できない。また、自ら進んで実施することが困難である患者がいる。 

・COVID-19 流行期間中であっても、患者の退院支援は継続して行われており施設やグループホ

ームの見学、試験外泊などを行わないことは不可能である。そのため、看護師の目の届かないとこ

ろでも該当患者には感染対策を実施してもらう必要がある。 

・また、必要な外出を行った際には万が一 COVID-19 に感染している可能性を考慮し、病棟内で

感染を拡大させないような取り組みが必要となっている。 

・また、看護師から患者に感染する可能性も考えられるため、看護師が感染を媒介させないために

は看護師の感染管理の徹底はもちろんのこと、患者にも感染対策を行って頂くことにより、より

COVID-19 が病棟内で伝播するリスクを低下させることができると考えられる。 

 

3 取り組みの実際 

・ホールのテレビで手洗いの動画を再生し、見て頂く。 

・洗面台の周辺に正しい手洗いの方法を書いた用紙を貼付する。 

・OT や売店などの院内外出から帰った患者には手指消毒と手洗いの声掛けを行う。 

・グループホームや施設の見学のために院外外出を行う患者においては、患者の理解力に合わ

せパンフレットの活用などしながら下記の内容を守って頂くよう説明した。 

①外出時は常にマスクを着用する。 

②電車やバスなどの人の多い乗り物は避け、タクシーでの移動を患者に依頼する。 

③外食を行わない。 

④グループホームや施設の建物内に入ったら手洗いを実施する。 
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また、グループホームの体験外泊を行った患者に関しては、外泊中に人の多い場所に行っている

可能性を考慮し下記の内容を守って頂くように説明した。 

①病棟内でも常にマスクを着用する。 

②他患者との接触を可能な限り避けるため、食事は自室で摂る。 

③該当患者が感染が伝播するリスクが高い行動をとっていないか確認を取るため、自室のカー

テン内から出る際はナースコールしてもらう。 

・地域に退院する患者には、COVID-19 流行中であるため、不要な外出は避けた方がいいことや、

外出後は自宅で手洗いを行うことを指導した。 

 

４ 結果 

・前述の介入を行ったところ、病棟内での感染はみられなかった。 

・外出外泊を行った患者に関して、理解度の低い患者もいたがグループホームへの退院という目

的を掲げることにより意欲的に指導内容を守ることができていた。 

・退院後の外来受診患者も発熱等なく療養することができている、と医師より報告があった。 

 

5 今後の課題 

今後も COVID-19 は引き続き流行することが予測されるが、感染症の流行を原因として退院が

難航するのは患者が地域に移行していくうえで望ましくない。そのため、患者の理解力やセルフケ

アの能力に合わせて感染予防策について指導を行い、そのうえで必要な外出泊を行っていくこと

が大切であると考えられる。また、病棟内での感染だけでなく地域に移行した後の生活でも患者が

感染することがないよう、感染対策を習慣づけるような介入にも取り組んでいく必要がある。退院後、

患者が手指消毒剤をすすんで購入することは難しい。そのためマスク、手洗いを習慣化することが

退院後の患者の安全を考慮するうえで現実的な対策であると考える。 

今回グループホームの外泊を行った患者に感染対策を実施していただいたが、いずれの方も

説明した内容を実施できたことは患者の理解度に合わせた説明を行ったことと「退院」という目的が

あったためであったと考える。そのため退院後も継続して感染対策ができるよう、患者の動機づけ

の面でも今後も介入を行いたい。 
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また、グループホームの体験外泊を行った患者に関しては、外泊中に人の多い場所に行っている

可能性を考慮し下記の内容を守って頂くように説明した。 

①病棟内でも常にマスクを着用する。 

②他患者との接触を可能な限り避けるため、食事は自室で摂る。 

③該当患者が感染が伝播するリスクが高い行動をとっていないか確認を取るため、自室のカー

テン内から出る際はナースコールしてもらう。 

・地域に退院する患者には、COVID-19 流行中であるため、不要な外出は避けた方がいいことや、

外出後は自宅で手洗いを行うことを指導した。 

 

４ 結果 

・前述の介入を行ったところ、病棟内での感染はみられなかった。 

・外出外泊を行った患者に関して、理解度の低い患者もいたがグループホームへの退院という目

的を掲げることにより意欲的に指導内容を守ることができていた。 

・退院後の外来受診患者も発熱等なく療養することができている、と医師より報告があった。 

 

5 今後の課題 

今後も COVID-19 は引き続き流行することが予測されるが、感染症の流行を原因として退院が

難航するのは患者が地域に移行していくうえで望ましくない。そのため、患者の理解力やセルフケ

アの能力に合わせて感染予防策について指導を行い、そのうえで必要な外出泊を行っていくこと

が大切であると考えられる。また、病棟内での感染だけでなく地域に移行した後の生活でも患者が

感染することがないよう、感染対策を習慣づけるような介入にも取り組んでいく必要がある。退院後、

患者が手指消毒剤をすすんで購入することは難しい。そのためマスク、手洗いを習慣化することが

退院後の患者の安全を考慮するうえで現実的な対策であると考える。 

今回グループホームの外泊を行った患者に感染対策を実施していただいたが、いずれの方も

説明した内容を実施できたことは患者の理解度に合わせた説明を行ったことと「退院」という目的が

あったためであったと考える。そのため退院後も継続して感染対策ができるよう、患者の動機づけ

の面でも今後も介入を行いたい。 

 

テーマ名                                              松沢病院 

コロナ禍の退院支援 

サークル名 退院促進戦隊 82（ハニー）レンジャー！！ 

メンバー名 看護部 82 病棟 ◎桃井あおば 村上郁美 菊地美枝子 

1 テーマ選出理由 

82 病棟は、地域生活への定着を目指した、退院促進に力を入れている社会復帰の機能を持つ閉鎖処遇の男性

病棟である。入院患者の約半数は入院期間が 1 年以上の長期入院患者であり、問題行動のため当院への入退院

を繰り返しており、入院期間も長くなっている患者が多い。このような患者が退院して地域へ戻るには、生活基盤の

確立するための介入が必要である。したがって院内、院外への外出・外泊は必要不可欠なプロセスであった。 

しかし、現在松沢病院は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、不要・不急の面会や外出・外泊を禁止してい

る。このような状況下で、患者の新型コロナウイルス感染を予防しながら、地域へ定着させ再入院を防ぐためにはど

のような対策があるのかを多職種チームで検討し、実践してきた。これまでの取り組みを今年度のＱＣテーマとしてこ

こに報告する。 

2 現状と問題点 

 これまで、院内・院外外出外泊を実施して患者の行動範囲の拡大を図ってきた。しかし、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため不要不急の外出泊禁止となった事を受け、患者の新型コロナウイルス感染を防止した上で、退院

促進の方法を新たに多職種で考え、模索した。外出泊を最小限にとどめて退院支援を進める際の、具体的な課題

は以下のとおりであった。 

（1）退院後にも患者が安定した生活を送るため、これまでは患者も交えて家族や地域担当者、多職種の関係者

からなる会議を、院内の会議室で開催していた。しかし、院外の関係者との接触を避けねばならず、会議が開

催できない。 

（2）退院先が紹介されていても、試験外泊ができないため、生活能力の評価ができない。 

（3）院内、院外外出を通しての、買い物や金銭管理の練習ができない。 

（4）日々の気分転換や散歩による運動量確保が、院内外出によるところが大きかったため、気分転換不足や運動

不足によりストレスをため込む患者が増加した。そのため、これまではほとんど見られなかった TV のチャンネ

ル争いや、給茶機の順番争いなどの患者間トラブルが続発した。 

（5）感染予防策へのご理解、ご協力が得られない患者が多く存在した。 

（6）退院先での感染予防に対する患者の問題意識が希薄だった。 

3 改善策 

（1）多職種カンファレンスで話し合ってスピーカーフォンを利用して遠隔での関係者会議を導入。集合する場合

は、比較的面積が広い第 6 会議室を使用。ソーシャルディスタンスを確保し、参加者全員のマスク着用と、入

室前後の手洗いと手指消毒を徹底した。 

（2）退院予定施設への試験外泊が実施出来ないケースがあった。生活能力の評価をどのようにするかを多職種

で話し合った結果、試験外泊の代わりに、院内の 54 病棟あゆみ荘を使用することとなった。実際にあゆみ荘

に宿泊し、看護師と共に患者本人が計画した「3 食分の自炊をする。」という目標にチャレンジした。 

（3）売店の移動販売を活用し、患者自身が品物を選んで買い物を楽しみつつ、金銭管理の練習もすることができ

た。また、緊急事態宣言解除後には、他病棟と接触がないよう社会復帰病棟全体で利用時間を調整して、売

店まで同伴外出を行った。 
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（4）DVD で映画の上映会や、体を使ったレクリエーションを実施して、気分転換をはかった。さらに、七夕やハロウ

ィンシーズンの入浴日には、浴槽に入浴剤を入れて温泉風の演出をしてお風呂のリラックス効果を高め、スト

レスの緩和を図った。また、これまでは患者任せになっていた給茶機の順番の待ち方については、あらかじめ

床に待機場所をテープで示し、ソーシャルディスタンスを取りつつ待機していただくようにした。 

（5）外出・外泊開始時には、院外での感染予防策と、帰院後の感染予防策への御協力をお願いするシートを作

成して、分かりやすく説明した。移動には公共交通機関は利用せず、タクシーを利用して、人との接触を最小

限とした。さらに病棟内でも個々の患者にマスク着用のご協力を声かけ、各洗面所に手洗いうがい励行ポスタ

ーを貼り出して、感染予防策への意識づけを行った。 

（6）コロナ禍で再入院せずに地域への定着を確実に促すため、病棟担当職員による退院前訪問を計 9 件実施し

た。多職種カンファレンスで様々な視点から退院後の生活を想定して退院前訪問の必要性を検討し、入院生

活から地域生活へのスムーズな移行を丁寧にサポートした。退院先に訪問する前には、家族や地域担当者と

病棟担当 PSW と病棟看護師とで事前に情報共有を行った。具体的には、①水道、電気、ガスなどのライフラ

インの確認 ②退院先地域での通院先や買い物の際の安全な道順の情報共有 ③感染リスクが高いと考えら

れる場所を、看護師が患者にその場で説明した 等について話し合った。必要最小限の移動と滞在時間で済

ませることが出来るよう配慮した。 

4 今後の取り組み、結果 

（１）患者と、患者を支援する関係者に、新型コロナ感染者を出すことなく、安全に関係者会議を実施することができ

た。 

（2）あゆみ荘を利用したことにより、その患者の生活能力は、継続して地域で生活していけるレベルにあることがわか

った。その結果をもって無事、グループホームへ退院され、地域生活への定着につなげることが出来た。 

（3）買い物や金銭管理の練習を継続できたことにより、患者の退院後の生活基盤をより盤石なものにできた。 

（4）徐々に、テレビのチャンネル争いや、給茶機の順番待ちの患者間トラブルは減少していった。温泉風の演出も

好評をいただくことができ、ストレスの緩和を図ることが出来たと考える。 

（5）ほとんどの患者が、ホールに出てくるときにはマスクを着用するようになった。引き続き、感染予防の意識づけと

理解を深めていく介入を継続していく。 

（6）患者と共に、看護師が退院先を実際に見ることで、より具体的で個別性の高い感染予防策を患者に実践しても

らうことが出来た。感染予防意識をさらに高めることができた。また、これまでは退院先への滞在時間は約 1 時間

程度であったが、概ね 15 分程度に短縮することができた。問題点を明確化し、事前シュミレーションすることで、

より安全性の高い退院前訪問を実践することが出来た。今後の課題としては、参加者の選別をおこない、必要最

小限の人数で行えるようさらに工夫が必要と考える。 

82 病棟では昨年度まで、毎月約 1 件～5 件前後の退院を促進してきたが、今年度は緊急事態宣言中の 5 月の

退院は 0 件であった。このような状況下においても、上記のような創意工夫を図ることにより、多職種と連携し実践す

ることで、安全に退院先の地域と情報が共有できた。緊急事態宣言後は、地域とのリモートでの話し合いの元、必要

最小限での外出や外泊で退院を支援してきた。その結果 6 月は 2 件、7 月 4 件、8 月は 5 件、9 月は 1 件、10 月は

3 件の退院があり、11 月現在では 4 件退院予定である。その中でも特筆すべきは、これまでに関係者の新型コロナ

感染者を 1 名も出すことなく、さらに 1 年以上の長期入院の方を、4 月からこれまで計 10 名退院へ導くことが出来た

点である。 

 コロナ禍でも多職種で連携して話し合い、創意工夫して実践し、患者の協力を得ながら感染予防に努めることで、

安全に社会復帰を目指した退院支援が可能であることが分かった。今後も多職種チームで協力して取り組んでいく。 
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テーマ名                                    松沢病院 

入院生活を支え患者と職員が笑顔になれる病棟へ 

サークル名 EVOLUTION～進化する 83 病棟 
メンバー名 看護部 83 病棟 ◎小池治 塩原佐智子 ほか 83 病棟全職員 

１ テーマ選定理由 

 83 病棟は、年々病棟の患者層が変化し、現在は中等度～重度の知的障害、心理的発達の障

害、統合失調症などで入院が長期化した患者が共に過ごしている。83 病棟は従来、患者の安全

を守るために看護師がケア介入するスタイルであったが、昨年度の病棟取り組みで、自立する患

者を支える看護について考える機会を得た。患者一人一人が理解力・持てる能力・今後の目標が

大きく異なる中、患者の個性を尊重し、患者の力を引き出す看護を提供する必要がある。 

 まず第一歩、生活の場としての良質な入院環境を提供すること。それを可能にするためにも日々

の業務を抜本的に見直し、かつ高効率化する必要があると考えた。 

 

２ 現状と問題点 

 入院患者の分析（2020 年 10 月 31 日現在）、入院患者 19 名、平均在院期間 5,726 日、最長

15,294 日（41 年 10 月）、10,000 日クラスが 6 名と簡単には想像ができないものである。当院一の

長期入院を抱えた病棟である。 

 また、診断別に見ても長期慢性化した統合失調症。従診断では、加えて心理的発達の障害が割

合の多くを占めている。個々のケースワークも課題困難な状況であるケースが多く、病棟はいわゆ

る旧館であり、本館並みの設備はない。そこがまさに生活の場そのものである。業務に関しても、万

全はない。経験的な知見で先例の方法を繰り返し、効果的な改善を見落としがちなこともある。 

 

３ 改善策 

１） 患者の自立支援  

（１） 私物管理の拡大（コップ、歯ブラシセット、買い物カードなど） 

① 受け持ち患者の自立度、私物管理ができるかのアセスメント、カンファレンスで検討。 

② 自己管理と患者ミーティングは 6 月半ばより順次開始。患者の希望を取り入れて改善。 

（２） 給茶機の 24 時間開放 

・段階を踏んで給茶機の使用を 24 時間可能とした。 

（３） 患者ごとに PNs がアセスメントし、スモールステップで患者が出来ること、自立につなが

る取り組みを行った。 

２） ワークライフバランスを考慮した業務改善  

（１） 病棟内の環境整備 以下を実行 

・スタッフステーションの机撤去  ・移動パソコン導入  ・患者私物棚の整理 

・リーダーテーブル新設 効果的な使用   ・個人おしぼりとおやつかご整理 

・処置台整理  ・洗濯自立への取り組み  ・男女ペアの夜勤組み合わせ 

・体重計を廊下に置き、患者が自主的に体重測定できる  ・点滴スタンドと椅子の整理 

・頓服薬与薬時の手順についての取り組み（シングルチェック） 

・髭剃り、爪切りの棚整理 
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（２） ワークライフバランスについて検討会を４回実施し、意見や要望を業務改善に活かした。

スタッフアンケートの実施。 

３） 中庭の整備と活用 

(1) 雑草に覆われがちな中庭の整備を庶務・SPC の協力を得て改善した。 

・雑草対応（除草剤散布、クローバーの種をまき、グランドカバーとする）、がれき撤去。 

(2) 中庭の活用 

・バスケットゴールの設置、遊具を準備し、中庭で患者が活動の機会を作った。 

・患者ごとにアセスメントし「通行手形」を用いて、短時間から単独の中庭開放を開始し

た。パーソナルスペースを確保することで快適療養環境を提供した。 

(3) 患者の希望を取り入れウッドデッキ設置。 

 

４ 今後の取り組み（結果） 

 ３つの活動グループ（患者自立支援、業務改善、中庭）を編成し、病棟職員全員が病棟づくりに

参画した。短期間で活動成果を上げることができたのは、これらの組織化が実行力に繋がった結

果であると考える。 

 自立支援。私物は看護室管理から、自己管理の拡大へ。“患者が自分のコップを持ち、好きな時

にお茶を飲む”。当たり前のことができない病棟環境の改善を行った。 

多飲水、器物損壊、患者間トラブル、様々なリスクが予測されるが、大きな怪我がなければ器物

は壊れてもいいと方針を決め、多飲水の学習会、患者同士で順番を待つ社会性をはぐくむ機会に

もなった。安全のため、トラブルを起こさないための看護師主導の風土から、「やってみよう。やって

みて問題があるならその時考えよう。」と患者の希望や要望を引き出し、支える風土に変化した。 

ワークライフバランスの検討会での要望や意見交換を経て、小さな業務改善を積み重ねた。職

員にとって働き甲斐のある職場とは。今後も常に問題意識を持ち、積極的に業務改善を行う姿勢

を持ち続けることが重要である。ワークライフバランスも同様に、その人その時の変化に合わせての

バランスがある。検討会を開催したことでお互いの事情について理解・尊重し合う思いやりの風土

がはぐくまれたと考える。 

コロナ禍において面会・外出の規制は患者にとってストレスとなる。限られた病棟内では息が詰

まることもある。中庭整備・活用の取り組みにより、気分転換・憩いの場として活用した。自由に行き

来できる空間となり、ウッドデッキでヨガを楽しむ患者、一人ベンチで空を見上げる患者。自分の好

きな時に好きな空間で好きなことをする。小さな変化ではあるが患者にとって「希望に沿って」「選

ぶ」自由を提供できる機会になっている。今後も、患者の気分転換、アクティビティ、パーソナルス

ペースとして、よりよい環境が提供できるよう、中庭の有効活用を継続することが課題である。 

病棟職員前が参画し、病棟の療養環境改善、患者の自立支援に取り組んだ。結果、重度かつ

慢性の長期にわたり入院を余儀なくされる患者の個性を尊重し、自立を支える視点で新たな看護

介入の可能性に気付くことができた。患者にとっての日常がさらに快適で可能性が開かれるものに

なるよう、引き続き取り組んでいきたい。 

 今後の課題として、取り組みの継続と客観的な評価の実施である。GAF・BPRS など、尺度による

患者の指標を用いた評価を行い分析し、次の課題を明らかにしていく。 
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（２） ワークライフバランスについて検討会を４回実施し、意見や要望を業務改善に活かした。

スタッフアンケートの実施。 

３） 中庭の整備と活用 

(1) 雑草に覆われがちな中庭の整備を庶務・SPC の協力を得て改善した。 

・雑草対応（除草剤散布、クローバーの種をまき、グランドカバーとする）、がれき撤去。 

(2) 中庭の活用 

・バスケットゴールの設置、遊具を準備し、中庭で患者が活動の機会を作った。 

・患者ごとにアセスメントし「通行手形」を用いて、短時間から単独の中庭開放を開始し

た。パーソナルスペースを確保することで快適療養環境を提供した。 

(3) 患者の希望を取り入れウッドデッキ設置。 

 

４ 今後の取り組み（結果） 

 ３つの活動グループ（患者自立支援、業務改善、中庭）を編成し、病棟職員全員が病棟づくりに

参画した。短期間で活動成果を上げることができたのは、これらの組織化が実行力に繋がった結

果であると考える。 

 自立支援。私物は看護室管理から、自己管理の拡大へ。“患者が自分のコップを持ち、好きな時

にお茶を飲む”。当たり前のことができない病棟環境の改善を行った。 

多飲水、器物損壊、患者間トラブル、様々なリスクが予測されるが、大きな怪我がなければ器物

は壊れてもいいと方針を決め、多飲水の学習会、患者同士で順番を待つ社会性をはぐくむ機会に

もなった。安全のため、トラブルを起こさないための看護師主導の風土から、「やってみよう。やって

みて問題があるならその時考えよう。」と患者の希望や要望を引き出し、支える風土に変化した。 

ワークライフバランスの検討会での要望や意見交換を経て、小さな業務改善を積み重ねた。職

員にとって働き甲斐のある職場とは。今後も常に問題意識を持ち、積極的に業務改善を行う姿勢

を持ち続けることが重要である。ワークライフバランスも同様に、その人その時の変化に合わせての

バランスがある。検討会を開催したことでお互いの事情について理解・尊重し合う思いやりの風土

がはぐくまれたと考える。 

コロナ禍において面会・外出の規制は患者にとってストレスとなる。限られた病棟内では息が詰

まることもある。中庭整備・活用の取り組みにより、気分転換・憩いの場として活用した。自由に行き

来できる空間となり、ウッドデッキでヨガを楽しむ患者、一人ベンチで空を見上げる患者。自分の好

きな時に好きな空間で好きなことをする。小さな変化ではあるが患者にとって「希望に沿って」「選

ぶ」自由を提供できる機会になっている。今後も、患者の気分転換、アクティビティ、パーソナルス

ペースとして、よりよい環境が提供できるよう、中庭の有効活用を継続することが課題である。 

病棟職員前が参画し、病棟の療養環境改善、患者の自立支援に取り組んだ。結果、重度かつ

慢性の長期にわたり入院を余儀なくされる患者の個性を尊重し、自立を支える視点で新たな看護

介入の可能性に気付くことができた。患者にとっての日常がさらに快適で可能性が開かれるものに

なるよう、引き続き取り組んでいきたい。 

 今後の課題として、取り組みの継続と客観的な評価の実施である。GAF・BPRS など、尺度による

患者の指標を用いた評価を行い分析し、次の課題を明らかにしていく。 

テーマ名                                   松沢病院 

おやつ配布はワゴンで楽々スピーディーに 

            サークル名 シスタープリンセス 

            メンバー名 看護部 84 病棟 ◎瀧村美奈子 山本さくら 池谷恵子 

 

 

１ テーマ選定理由 

 ８４病棟は社会復帰病棟で、退院を目指す患者が入院しており ADL も自立している人が多い。

新型コロナ感染症が流行する以前には院外や院内を単独で外出できる患者は、毎日の楽しみを

かねて外出先での間食摂取が可能であった。しかし現在は棟外での間食摂取は不可能な状況で

ある。 

間食の時間になると患者一人一人の嗜好にそった対応に看護師はナースステーションとホール

の間を何往復もし、患者は楽しみにしている間食を看護師が配るまで待つ状況になった。そこで患

者に間食を待たせる事なく配れるよう改善を試みた。 

（現状） 

 病棟では毎日、１４時に間食時間を設けている。個人の間食は購入時のコンビニエンスストアの

ビニール袋に入れられており、患者本人の品を探す事に看護師は時間を要している。加え、その

時々により患者は食べたい品や量が変わり、その要望に沿う対応を看護師は行っている。その為、

患者の楽しみにしている間食を看護師が配るまで待たせてしまう状況がある。また、看護師も間食

の管理及び配布において直ぐに患者本人の品や要望の品を見つけられず、不便を感じていた。 

（問題点） 

看護師に患者の間食の管理及び配布方法についてアンケートを実施した。間食時のナースス

テーションとホールとの往復数、配布時の混雑や患者の要望の品を直ぐに探せているのかについ

てアンケートを実施した。結果、ナースステーションとホールとの往復回数は５回が最も多く、次い

で３～４回になり看護師 15 名中、14 名が３回以上往復している事がわかった。配布時の混雑は看

護師全員が感じ、患者の要望の品を探しづらいと感じていた。探しづらいと感じた原因として３点、

①収納場所に関すること ②収納袋に関すること ③患者の希望の品に関することが挙げられた。

①の収納場所については複数の引き出しに収納している事で探す手間がある ②の収納袋は不

透明なビニール袋に入っているため名前が見えにくく探しにくい ③の患者の希望の品は看護師

が準備した間食と異なってしまった時、看護師はナースステーションとホールとの間を何往復もして

しまうと意見があがった。 

 

２ 活動内容 

①収納場所は既存のカートを活用。②収納袋はコンビニエンスストアの不透明なビニール袋か

ら一人ひとつのケースに変更。ケースと引き出し部分には氏名のラベルを貼り付け一目でわかるよ
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うにした。③患者の希望の品の準備に関しては、間食を収納しているカートをそのままホールに出

すことによって、その場ですぐに希望の品を手渡せるようにした。その際、冷蔵庫内の個人の品も

カートに用意した。 

 

３ 改善策、今後の取組等 

  間食用の収納カートを軽量化し、操作しやすいスリムな形のものに変更していきたい。 

（結果） 

看護師がナースステーションとホールを往復する回数を減らすことができた。間食準備から配布

終了までのタイムを計測したところ平均１３分から７分に短縮ができた。 

 配布時の看護師の混雑に関しては「混雑を感じる」は 8 人が「いいえ」と返答しており改善がみら

れた。探す手間も 11 人が改善あったと答えている。患者は、楽しみにしているおやつの待ち時間

が短くなったことや、自分のおやつの残量がかわかり注文の目安になったと言葉が聞かれている。

おやつの内容を患者と看護師が目でみて共有することで体重が増加している患者など健康管理

の面でも指導しやすくなった。 

看護師同士も混雑することなく配布時間の短縮により、その時間を患者ケアなど有効に回すこと

が出来るようになった。 
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うにした。③患者の希望の品の準備に関しては、間食を収納しているカートをそのままホールに出

すことによって、その場ですぐに希望の品を手渡せるようにした。その際、冷蔵庫内の個人の品も

カートに用意した。 

 

３ 改善策、今後の取組等 

  間食用の収納カートを軽量化し、操作しやすいスリムな形のものに変更していきたい。 

（結果） 

看護師がナースステーションとホールを往復する回数を減らすことができた。間食準備から配布

終了までのタイムを計測したところ平均１３分から７分に短縮ができた。 

 配布時の看護師の混雑に関しては「混雑を感じる」は 8 人が「いいえ」と返答しており改善がみら

れた。探す手間も 11 人が改善あったと答えている。患者は、楽しみにしているおやつの待ち時間

が短くなったことや、自分のおやつの残量がかわかり注文の目安になったと言葉が聞かれている。

おやつの内容を患者と看護師が目でみて共有することで体重が増加している患者など健康管理

の面でも指導しやすくなった。 

看護師同士も混雑することなく配布時間の短縮により、その時間を患者ケアなど有効に回すこと

が出来るようになった。 

テーマ名                                        松沢病院 

患者と共に未来を考える「患者応援ミーティング」の実施 

～患者の人生の可能性を広げるために～ 

サークル名 離れ『はちろく』 

メンバー名 看護部８６病棟 ◎菅野敏彦 登里学 古谷祥平 須藤勝則 村上拓己 

 

１ テーマ選定理由、現状と問題点 

 昨年度 86 病棟は“①治療水準の改善の取り組み②療養環境の改善を行い、QOL 向上を目指す③患者の人

生の可能性を広げる”を目標に掲げ、業務改善を中心に推進してきた。その活動を通し、今年度は『患者の人

生の可能性を広げる病棟をつくる』をビジョンとして掲げた。長期入院者の真の社会復帰は「退院」そのものでは

なく、当事者が社会とのかかわりの中で自分らしい生活の実現に向けた取り組みにあると考える。 

コロナ禍の現状では「外出、面会制限によるストレス」「問題解決能力の低さ」「他患とのトラブル」「退院意

欲が低い」等の現状があり、生活水準・活力低下に繋がっている。また、職員も「管理的、日課中心の看

護」に傾き、患者との距離感を感じ、閉鎖的環境となっている。患者が何を感じ、何を望んで入院生活を送っ

ているのかを探り、病棟職員と協力し、従来行われてきた病棟患者全体でのミーティングの他に、個別での応援

ミーティングを導入、活発化を図ることとした。 

 

２ 活動内容 

 ＜患者応援ミーティングの実現に向けて＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改善策 

1）時間：昼のカンファレンス後 20～30 分程度。 2）場所：Ns ステーション。 3）進行方法：事前に課題を共 

第第一一段段階階「ミーティング方法の検討」  

時間 場所 ファシリテーション方法 記録方法 周知方法 

第第二二段段階階「患者への周知」  

担当看護師 患者定期ミーティング ホール掲示板 

第第三三段段階階「患者応援ミーティング実行」  

第第四四段段階階「ミーティングの評価・修正」  
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有、担当 Ns がファシリテーターとなりアイスブレイクを心掛ける。 4）記録方法：記録を意識させないよう、実 

施中はメモ程度のものを残し、終了後にカルテ記載。 5）周知方法：担当 Ns からと患者定期ミーティングで 

説明。 6）患者応援ミーティングまでの流れ 

①希望者の募集 ⇒患者定期ミーティングや担当看護師による患者への説明 ⇒ホールに応援ミーティン 

グ希望用紙にて希望者を募集   

   ②準備 ⇒応募内容から優先順、緊急性を絞る ⇒対象患者の主治医や担当看護師が揃い比較的勤務  

 者の多い日での開催日設定 ⇒対象患者へ開催日を伝える 

③患者応援ミーティングの実施 ⇒患者の希望に寄り添った、より良い問題解決へのアプローチの検討 

④評価修正 ⇒後日、患者と参加看護師へのアンケート実施 ⇒ミーティングの持ち方の再検討 

 

３ 結果  

実施件数：延べ 20 件(対象実人数は 16 名) ※ううちち３３名名はは退退院院  

 ＜患者アンケート結果＞  ｎ＝13 名（16 名配布、うち 13 名の回答） 

質質問問  ははいい  いいいいええ  

①① 話話合合いいのの雰雰囲囲気気はは良良かかっったたかか  7700％％（（99 名名））  3300％％（（44 名名））  

②② 自自分分のの思思いいをを話話すすここととがが出出来来たたかか  5544％％（（77 名名））  4466％％（（66 名名））  

③③ 職職員員皆皆はは自自分分ののここととをを考考ええててくくれれたたかか  5544％％（（77 名名））  4466％％（（66 名名））  

④④ ここれれかかららのの自自分分のの課課題題がが見見つつかかっったたかか  4466％％（（66 名名））  5544％％（（77 名名））  

⑤⑤ 前前向向ききにに進進めめそそううかか  6622％％（（88 名名））  3388％％（（55 名名））  

＜患者の声＞ 

「将来性のことは整ったと思う。自分にとって転棟や他施設への体験入所をもっと積極的に進めてもらいた 

い」 「今まで漠然としていたが、目標がはっきりしてきた」 「先生ばかりが答えていて、看護師の意見があ 

まり聞けなかった」 

 ＜職員の声＞ 

  「普段対立的な患者とも穏やかな雰囲気で話せ、関係づくりになった」 「退院には厳しい状況ではあるが、 

その中でも目標設定のする合わせが出来た」 「患者一人に対して医療者が複数だと、多少の圧迫感がある 

かもしれない」 「患者が主体的に参加することで日常では聞かれない意外な発言を聴くことが出来た」 

 

４ 評価と今後の課題 

患者応援ミーティングは、実際に 3 名の退院に繋がり、長期入院生活を送っている患者人生の可能性を広げ

る絶好の機会となったと考えられる。アンケート結果は、「話し合いの雰囲気は良かったか」には 70％、「前向き

に進めそうか」には 62％が良い評価をしている。これは医療者が良い雰囲気を作り、患者と一緒に未来を考え

ていきたいという日常の姿勢が伝わったものと考えられる。しかし、「自分の思いを話すことが出来たか」「職員皆

は自分のことを考えてくれたか」「これからの自分の課題が見つかったか」という問いに良い評価は 54％と、半分

程度の評価であった。理由として、応援ミーティングの方法があげられる。患者を囲む形での実施や、椅子が高

く目線も高くなってしまったことで、結果的に威圧感、緊張感を与えてしまったことが考えられる。 

今後は、患者応援ミーティングの雰囲気を更に向上させ、患者にもっと気軽に希望や意見を述べてもらえるよ

う改善していく必要がある。 

86 病棟の「患者の人生の可能性を広げていく」というビジョンは今後も継続されるべきものであり、より良い患

者との関係性の構築や病棟運営を行っていく上で「患者応援ミーティング」は切り離せないものになると考える。

今後も評価修正を繰り返し、「患者の人生の可能性を広げていく」支援を継続していきたい。 
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テーマ名               松沢病院 

災害に強い検査科 

サークル名 東京マツケン音頭 2020 

メンバー名 検査科 ◎日野小百合 石濱裕美子  

石川真理 長岡愛 川副嘉恵 

 

１ テーマ選定理由 

 今後 30 年以内に南関東でマグニチュード 7 クラスの地震が起こる確率は 70％とされている。ま

た、当院では危機に備えるべく 2020 年 3 月に BCP（地震編）を改訂している。今回、私たちは災害

の中でも大規模な地震に見舞われた際を念頭に業務を継続可能にする方策を整備して「災害に

強い検査科」を目指すことにした。 

 

２ 現状と問題点 

 １）時間外の対応  夜間および休日を合わせると 1 年間の実に 75％は時間外に相当するので

一人勤務の際に発災する確率は 75％ともいえる。 

時間外にただ一人で行動するために必要なマニュアルが準備されていない。 

 ２）被害状況別の対応  当院は免震構造になっており施設設備がさほど被害を受けない可能性

もある。しかし、夏季における給水の耐久時間が 2.4～2.9 日とされる状況では普段どおりの検査業

務はできないのではないか。また、システムの被害状況の違いにより対応方法が大きく異なってくる。 

 ３）応援者への対応  令和 2 年度は参集人数 33 名、うち当院職員は 3 名となっている。応援者

にどのように対応し、またどのような仕事を依頼するのか整理しておく必要がある。 

 

３ 改善策 

 １）平日日勤時間と時間外では単純にマンパワーが異なるため、それぞれの場合に用いる被害

状況チェックリストやアクションカードを整備する。 

アクションカードは時間内と時間外に分けて、また検査業務内容と患者とのかかわり具合から、検

体系検査室、生理検査室、採血室の 3 系統に分けて考えることとした。時間外では検体系の緊急

検査が正常に実施できるかどうかがポイントとなり、時間内の初動段階では患者の安全確保を重視

して作成した。 

 ２）ライフラインおよび施設設備の被害程度により検査できない項目が生じることや 

システムの障害状況によって通常と異なる手順で検査を行う必要がある。緊急性の高い検査を中

心に業務を続けるためのマニュアルを作成する。 

 ３）避難経路を含めた 1 階および 2 階の平面図を用意し応援者の院内での活動に支障がないよ

うにする。また、応援者が用いるアクションカードを整備する。 
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４ 今後の取り組み（結果） 

作成した災害時マニュアルとアクションカードを使いシミュレーションを行い参加者の感想や意見を

聴取した。検体系検査のチェックリストには点検月日、チェック時刻、報告者欄を設けてあったが、

点検結果を検査科リーダーに報告した時刻も書くように改めた。また、検体検査の受付状況と検査

の進捗状況を管理するために結果報告確認票を新たに作成した。生理検査室の地震時アクション

カードについては、患者の退避場所が 12 番検査総合受付の待合であったが 12 番にはおそらく放

射線や内視鏡の患者もおり、職員の目が届いて付き添いやすく空間として安全が確保できるであ

ろう A 廊下の方がより適しているとの意見を取り入れて改訂した。病院の総合防災訓練では落ち着

いたところで帰宅困難患者をリハビリテーション室へ誘導したが、引継ぎできるまでは責任をもって

患者の安全確保に努めることが必須である。アクションカードは災害時や訓練時に行動する内容

がわかりやすいようにラミネートしたものを用意したが、実際に手に持って業務開始時刻や作業の

チェックを書き込みながら使用するための紙印刷物も準備することにした。今回作成や改定をした

災害時マニュアル、アクションカード、チェックリスト、避難経路図、昨年度改訂済みのシステムダウ

ン時・災害時検査申込書等をまとめて保管し周知した。また、医療救護活動におけるトリアージエリ

アの運営へのかかわりについては多部門との協同で行われるところであり、連携の在り方や細かな

運用について課題として提起された。その中で近々に科内のみで対応可能なこととして、トリアー

ジエリアに設置する採血検体・検査申込書入れや検体回収搬送容器の検討、緊急採血管セットの

一定数在庫準備等の意見が挙がり引き続き取り組む予定である。今回、災害に強い検査科をテー

マに活動してきた。現在松沢病院で働いている職員でアイデアを出し改良をしてきたが、新しい職

員を迎えた機会に避難経路図をはじめとするマニュアル類を見てもらい、当院に詳しくない応援者

の視点から見た意見を取り入れることも改善につながるのではないかと考えている。今後定期的に

科内で災害時訓練を実施して見直しを継続しバージョンアップを図っていきたい。 
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４ 今後の取り組み（結果） 

作成した災害時マニュアルとアクションカードを使いシミュレーションを行い参加者の感想や意見を

聴取した。検体系検査のチェックリストには点検月日、チェック時刻、報告者欄を設けてあったが、

点検結果を検査科リーダーに報告した時刻も書くように改めた。また、検体検査の受付状況と検査

の進捗状況を管理するために結果報告確認票を新たに作成した。生理検査室の地震時アクション

カードについては、患者の退避場所が 12 番検査総合受付の待合であったが 12 番にはおそらく放

射線や内視鏡の患者もおり、職員の目が届いて付き添いやすく空間として安全が確保できるであ

ろう A 廊下の方がより適しているとの意見を取り入れて改訂した。病院の総合防災訓練では落ち着

いたところで帰宅困難患者をリハビリテーション室へ誘導したが、引継ぎできるまでは責任をもって

患者の安全確保に努めることが必須である。アクションカードは災害時や訓練時に行動する内容

がわかりやすいようにラミネートしたものを用意したが、実際に手に持って業務開始時刻や作業の

チェックを書き込みながら使用するための紙印刷物も準備することにした。今回作成や改定をした

災害時マニュアル、アクションカード、チェックリスト、避難経路図、昨年度改訂済みのシステムダウ

ン時・災害時検査申込書等をまとめて保管し周知した。また、医療救護活動におけるトリアージエリ

アの運営へのかかわりについては多部門との協同で行われるところであり、連携の在り方や細かな

運用について課題として提起された。その中で近々に科内のみで対応可能なこととして、トリアー

ジエリアに設置する採血検体・検査申込書入れや検体回収搬送容器の検討、緊急採血管セットの

一定数在庫準備等の意見が挙がり引き続き取り組む予定である。今回、災害に強い検査科をテー

マに活動してきた。現在松沢病院で働いている職員でアイデアを出し改良をしてきたが、新しい職

員を迎えた機会に避難経路図をはじめとするマニュアル類を見てもらい、当院に詳しくない応援者

の視点から見た意見を取り入れることも改善につながるのではないかと考えている。今後定期的に

科内で災害時訓練を実施して見直しを継続しバージョンアップを図っていきたい。 

 

テーマ名             松沢病院 

パラダイムシフト！！ ～間食の考え方を変えよう～ 

サークル名 メタボアラート隊             

メンバー名 栄養科 ◎吉田絵美 塚田いぶ希 手塚由紀子 

土屋貴子 髙田真理子 久野由紀 

弓野 栞  小山理美子  

１ テーマ選定理由  

精神疾患患者は薬の副作用による食欲増進、不規則な食生活、精神状態の悪化による食思不振等から肥満

ややせ、低栄養に陥りやすい。入院患者の約 25％が肥満であるが、中には入院後に体重が増加するケースもあ

り、間食（病院食以外の飲食）の過剰摂取が要因のひとつとして考えられる。 

本来、間食は多くの患者にとって入院中の楽しみや癒しの時間となるものだが、間食内容について管理栄養

士が介入することに抵抗をもつ患者もおり、十分に介入できていないのが現状である。 

そこで、入院患者が間食の意味合いを理解して、なるべくストレスなく間食調整ができるよう、患者の間食に対

する考え方を変える働きかけを行う。また、管理栄養士も視点を変え、患者が間食を上手に選択できるよう、行動

変容を促す効果的な方法を検討することを目的とし、本テーマを選定した。 

 

２ 現状と問題点 

間食の介入は、病棟協力のもと栄養食事指導にて行っているが、実施できているのは一部であり、多くの場

合、間食を含め食生活に対する介入が十分に行えていない。 

また、間食ルールは病棟により様々であり、家族からの差し入れや院内売店（以下、売店とする）での購入、外

出許可のある患者は外出先での飲食など多岐に渡り、病棟や管理栄養士がその実態を十分に把握できていな

いため、患者への適切なタイミングでの介入が難しい状況にある。 

 

３ 改善策 

（1）間食介入方法の検討 

全病棟への間食に関する調査及び SPC へ売店商品についての情報収集を行った。間食ルールは病棟間

で大きく異なっており、コロナ禍での外出禁止による行動制限が長期入院患者にとっては非常にストレスの大き

い状況であると想像できるため、病棟の特性や患者個々の精神症状を鑑み、適切なタイミングでの介入が重要

と言える。 

（2）入院患者への間食介入 

2 病棟を選出し、患者への間食介入を行うことにした。病棟への調査結果及び売店商品情報を踏まえ、患者

への間食摂取状況の調査、集団ミニ栄養教室の開催、希望者に対する個別介入を行った。また、間食介入終

了後にも介入開始時と同じ調査を行い、介入前後で調査結果を比較して変化を見た。 

対象病棟の間食摂取状況調査の結果及び病棟の特性から間食習慣の実態を踏まえ、集団ミニ栄養教室を

2 か月間で各回 30 分程度全 4 回シリーズとして開催した。入院生活での食事は病院食のみで十分であること

を前提に、各教室の導入時には食事の基本となる 1 日 3 回の規則正しくバランスの良い食事について話した

上で、本来の間食の意味を説明することにした。また、過剰な間食摂取が招く健康被害について触れ、間食の

摂り方や選び方についても説明した。指導媒体として、患者がよく摂る商品の実物を準備し、カロリーや砂糖の

含有量など視覚的に理解が深まる媒体とした(図 1)。 

集団ミニ栄養教室に参加した患者は、A 病棟は延 34 名、うち全 4 回参加したのは 2 名。B 病棟は延 21 名、
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うち全 4 回参加したのは 4 名だった。4 回全て参加した患者の実施後アンケートでは、初回受講時、「意外に

おやつにカロリーがあることに気付いた。」との感想が最終回では、「おやつ無しでは生きられないほどおやつ

が大好きです。だからこそ教わったとおりに食べたいと思います。」と間食に対する考え方に変化が見られた患

者もいた。患者自身が間食摂取について考え直す機会となり、教室受講による効果があった。 

（図 1）指導媒体       

  

  

 

 

 

 

                        

個別介入では、患者の精神的負担を考慮して改善意欲のある患者を対象とし、ミニ栄養教室の実施後アン

ケートにて個別介入を希望すると回答した患者に介入を行った。A 病棟 2 名、B 病棟 4 名計 6 名の患者から

希望が挙がった（BMI25 以上 2 名、BMI18.5～24 4 名）。介入時に現体重と標準体重を示し、目標体重と間食

内容についての目標を立てた。患者自身で間食を管理できるようにするための「おやつ記録表」やおやつの選

び方についての資料を作成して使用した。週 1 回から 2 週に 1 回のペースで病棟訪問し、間食状況の確認と

アドバイスを行った。介入患者 6 名中 2 名が肥満患者で、うち 1 名は間食量調整に意欲的であり減量に成功

した。6 名全員が今後の介入継続を希望した。 

間食介入後の摂取状況調査では、介入前に行った調査と同内容を 2 か月後の活動終了時にも行った。調

査結果からは、A 病棟では間食を摂る回数を病棟ルールの週 2 回から 1 回に減らす、あるいは、間食を止め

る患者が 3 名いた。自由意見では、おやつの回数を増やして欲しいと言っていた患者が、少ない量にして毎

日摂りたいとの変化が見られた。 

B 病棟では、毎日間食を摂っていた患者のうち 4 名は間食を止め、1 名は回数を減らした。自由意見では、

自分の体調に合わせて食べたい、甘くておいしいけど太らないお菓子が食べたいといった健康への配慮がう

かがえる意見が少数だが見受けられた。いずれの病棟においても若干名だが、摂取状況の改善や意識の変

化が見られた。 

意見の中には、病棟を転棟した際、病棟間での間食ルールの違いに戸惑うとの声もあった。間食は、精神症

状のコントロールのためのひとつのツールとなっており、病棟間のルールの違いが患者への精神的負担になっ

ていると考えられる。 

 

４ 今後の取り組み（結果） 

今回行った間食内容是正の取り組みは、患者自らの意思でより良い選択ができるようにするという目的で活動

した。結果として活動期間中に間食習慣の大きな行動変容までは見られなかったが、初めは消極的姿勢であっ

た患者から改善意欲のある声が聞かれ、前向きな気持ちへの変化が見られた。 

一方、間食をしていなかった患者が、入院を機に間食習慣が形成されるケースも見られ、退院後の食生活も視

野に入れた間食指導の必要性を改めて感じた。また、やせや低栄養患者への間食（補食）指導の取組みを充実

させることも課題である。間食介入は、精神状態に配慮しながら患者が聞き入れられる適切なタイミングで行うこと

が重要であり、今後も病棟の特性に合わせ、病棟医師・看護師などと連携して取り組んでいきたい。 

指導資料（一部抜粋）           実物媒体        血管年齢測定器 
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テーマ名              松沢病院 

コロナ時代におけるニューノーマルに向けた業務改善 

（共通 ID を活用した庶務業務の効率化） 

サークル名 業務改善チーム 宙組 

メンバー名 庶務課 ◎菱田真名美 寒川秀哉 国枝遥香 松井祐子 

稲葉友里恵 徳永紳 大野健太郎 秋山哲也 

(株)メディカルマネジメント松沢 竹田功 唐津洋志 

１ テーマの選定理由（目的） 

・従来からの庶務の縦割りの業務体制や頻繁な人事異動による業務非効率や業務継続性の低下

を解消し、さらなる職員支援力の向上を目指す 

・現在の業務を再検証し、帳票類や印鑑押印の必要性を見直しがら、業務のペーパーレス化と IT

化を図る。 

 

２ 現状と問題点 

（１） 縦割りの庶務業務 

・1 業務 1 人担当の状況→他業務の状況・内容がわからない 

・横連携、情報共有の少なさ→二度手間・手戻り等業務非効率の発生 

・当該業務の担当者以外の担当者が、問合せに対応することが困難 

・病院経営本部本庁からのデータも業務ごとにそれぞれの別個の様式で、当該業務の担当者

のみに提供されるため、横展開・全体共有・二次利用が困難 

（２）人事異動、担当替えによる業務断絶 

・担当者個々人の配慮により適切な引継ぎがなされないと、業務継続性の確保が困難 

・各担当が代々、それぞれの様式で、過去の情報、データを保持している。 

→過去データの保存において統一性が取れておらず、経年データの把握や必要な時に必要

な情報をすぐに参照することが困難 

（３）東京都の各種届出様式の複雑性 

   ・届出様式の記入方法が複雑、わかりにくいものが多い 

→説明・手続きに時間がかかる。手戻りの発生による業務非効率の発生 

（４）その他 

・データの作成、レイアウト様式の非効率 

→職員が手作業でデータの更新等を行う必要があるものも。 

・紙管理のデータ、様式の存在 

 →職員からの申請書や東京都から提供されるデータに、紙・データ形式のものが混在しており

データが分散。一元的な管理や、必要とするデータへの到達に時間がかかる。 

⇒以上により、庶務業務に膨大な非効率が生じ、問合せをした職員への即時適切な対応が難しい

ほか、作業が終わらないことによる超過勤務の増加等の弊害が生じている。 
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３ 解決策 

（１）分散しているデータの一元化 

（２）データ様式の統一 

（３）データ更新・作成にかかる手作業の廃止 

（４）庶務担当内での情報共有体制の強化 

（５）データ更新・管理方法の簡素・定型化 

 

４ 見込まれる効果 

（１）情報更新、管理方法の効率化 

・担当者／年度／業務ごとに散逸・分散していたデータの一元化や様式統一により、必要とする

データの検索、参照が容易となる。 

・担当者ごとに個別様式で管理されてきたものの統一化により、過去の経緯等の把握も容易とな

る。 

・データ更新の単純化により、作業効率と正確性が大幅に向上 

（２）職員対応のワンストップ化の実現 

・庶務担当全員の情報共有を可能とし、担当不在による職員対応の停滞を解消する。 

（３）データの二次利用の実現による業務効率化 

・関連業務への応用や資料作成への活用等、データ利用・応用範囲の拡大により、関連業務の

効率化が可能となる。 

（４）事務引継ぎ、業務継続性の強化 

・情報の一元化、様式の統一化、管理の単純化により基本的な情報は常に簡単に把握可能と

することで、庶務職員の人事異動・担当替えがあっても業務水準の低下を防止する。 

 

４ 取組内容 

（１）共通 ID を活用した職員人事情報のデータ整備・集約・一元化 

・現状で各事務担当が縦割り・別個で持っている担当者／年度／業務ごとに散逸・分散してい

たデータを、ファイルメーカーを活用して一元化 

・職員共通 ID に庶務業務に必要な職員情報を結びつけ、それまで業務ごとに分散していた職

員個人に付随する庶務業務に関連する情報を一括で引出しを可能とした 

（２）経年経過管理が必要なデータの整備、取込み 

・健康診断・抗体価に関する歴年データの整備、ファイルメーカーへの取込みを実施 

（３）業務内容の再検討による効率化項目や課題の洗い出し 

 

５ 今後の課題等 

（１）データベースのアップデート方式や運用方法の確立 

 →庶務担当の大幅な人事異動があっても安定的に業務継続ができるよう、単純・簡素な運用方

法の確立を進めていく。 

（２）届出様式記入・申請の簡略化 

 →届出様式への職員情報の自動反映や、申請の電子化等を検討していく。 
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３ 解決策 

（１）分散しているデータの一元化 

（２）データ様式の統一 

（３）データ更新・作成にかかる手作業の廃止 

（４）庶務担当内での情報共有体制の強化 

（５）データ更新・管理方法の簡素・定型化 

 

４ 見込まれる効果 

（１）情報更新、管理方法の効率化 

・担当者／年度／業務ごとに散逸・分散していたデータの一元化や様式統一により、必要とする

データの検索、参照が容易となる。 

・担当者ごとに個別様式で管理されてきたものの統一化により、過去の経緯等の把握も容易とな

る。 

・データ更新の単純化により、作業効率と正確性が大幅に向上 

（２）職員対応のワンストップ化の実現 

・庶務担当全員の情報共有を可能とし、担当不在による職員対応の停滞を解消する。 

（３）データの二次利用の実現による業務効率化 

・関連業務への応用や資料作成への活用等、データ利用・応用範囲の拡大により、関連業務の

効率化が可能となる。 

（４）事務引継ぎ、業務継続性の強化 

・情報の一元化、様式の統一化、管理の単純化により基本的な情報は常に簡単に把握可能と

することで、庶務職員の人事異動・担当替えがあっても業務水準の低下を防止する。 

 

４ 取組内容 

（１）共通 ID を活用した職員人事情報のデータ整備・集約・一元化 

・現状で各事務担当が縦割り・別個で持っている担当者／年度／業務ごとに散逸・分散してい

たデータを、ファイルメーカーを活用して一元化 

・職員共通 ID に庶務業務に必要な職員情報を結びつけ、それまで業務ごとに分散していた職

員個人に付随する庶務業務に関連する情報を一括で引出しを可能とした 

（２）経年経過管理が必要なデータの整備、取込み 

・健康診断・抗体価に関する歴年データの整備、ファイルメーカーへの取込みを実施 

（３）業務内容の再検討による効率化項目や課題の洗い出し 

 

５ 今後の課題等 

（１）データベースのアップデート方式や運用方法の確立 

 →庶務担当の大幅な人事異動があっても安定的に業務継続ができるよう、単純・簡素な運用方

法の確立を進めていく。 

（２）届出様式記入・申請の簡略化 

 →届出様式への職員情報の自動反映や、申請の電子化等を検討していく。 

 

テーマ名            松沢病院 

コロナ時代におけるニューノーマルに向けた業務改善 

（修理依頼書電子化の検討） 

サークル名 業務改善チーム 風組               

メンバー名 庶務課 ◎齋藤雅之 金子温美 早津翔平 山根浩子 大野健太郎 秋山哲也 

(株)メディカルマネジメント松沢 小山仁和 春日弘章 佐久間正祐 

唐津洋志 竹田功 

 

1 テーマ選定理由 

 テレワーク・業務のペーパーレス化の進行に伴い、修理依頼書について電子化を進める。 

２ 現状と問題点 

（１） 膨大な紙の使用量 

令和２年度に用度に提出された紙の修理依頼書は 11/1 時点で 428 枚で、状況説明の資料を加える

とさらに数は増える。これはあくまで用度での契約に至った案件のみである。 

（２） 紙ゆえの業務の非効率性 

 修理フロー（図１）に従って書類をやり取りするために最短の方法は持参であり、各部署を往来する時

間的コストがかかる。 

 各修理品について１つの書式で対応するため、関係のない項目で見た目が煩雑になる。 

 また用度で修理仕様や契約書類を作成する際に紙からデータに打ち直す手間もかかる。 

（３） 情報の蓄積の困難性 

効率的な予算執行のため契約の相手方、金額等のデータの蓄積、分析重要である。膨大な情報を

蓄積し、必要な情報を抽出する作業が必要になるが、日常の業務の中で並行して行うのは担当職員の

負担が大きい。 

３ 改善策 

 電子化に向けてエクセルで以下の点を反映した修理依頼書の様式を試作した。具体的に盛り込んだ

機能は以下のとおりである。 

（１） 事務処理の効率化 

契約書類用の情報抽出 

仕様、契約書類の作成フォームに必要な情報を別シートに抽出するよう関数を設定。 

（２） 入力者の負担軽減 

電子への移行を円滑に、かつ運用を持続させるためには入力者側に紙以上のメリットを提供する必

要がある。 

 ア 外観の簡素化 

必要な情報を入力させるフォームだけにすることで見た目がシンプルになり、入力漏れなどにも気付

きやすくした（修理フローは別シートに掲載）。 
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イ 自動入力 

（ア）依頼日は today 関数で入力を不要にした。 

（イ）入力した内線番号を一覧から検索し、依頼部署名は自動で入力。 

（ウ）修理依頼品の規格をプルダウンから選択すれば、品名は自動で入力 

入力形式を既にあるデータに合わせることで、データとして蓄積する際に別データとして扱われる事

態を回避できる。これは次の規格の検索機能も同様である。 

ウ 規格の検索機能 

 修理履歴のある物品の規格の一覧を作成し、型番やメーカー名の一部を検索セルに入力することで、

過去案件から物品の一覧をプルダウンに表示する機能を持たせた。 

 

エクセル化によって紙の移動コストを削減し、データの蓄積を効率的に進める形ができた。また種々

の機能によって入力者の負担も軽減し、電子化への移行が円滑になると考える。 

 

４ 今後の取り組み（方向性） 

 エクセルの試作品では完全な効率化には至らず、新たなニーズ・課題も浮き彫りになった。 

（１） エクセル様式の試作で生じた不都合・課題 

今回試作したエクセル様式から見つかった不都合や解決できなかった課題は以下のとおりである。 

ア コピーアンドペーストの手間 

イ タイトル編集の手間 

ウ 日付の設定 

エ メール送付に伴う時間的コスト 

オ ナンバリング 

（２） ファイルメーカーの活用 

カスタマイズ性が高く、データベース作成を得意とするファイルメーカーを活用した修理依頼書

（フォーム）を大きく以下の 2 段階に分けて制作を進める。 

  ア データベース作成の簡素化 

   第一段階として、まずは用度担当でデータベース管理をする手段として整備する。入力を簡略化

するため、日付・ナンバリングなどの機能を実装していく。 

  イ 現場レベルでの実用化 

   第二段階として、フローの管理と物品名の認識の 2 点の課題を解決した上で現場で直接入力する

方式に移行する。 

（３） その他の課題 

電子化はネットワーク環境を共有することが前提であり、この点も踏まえて使用媒体を検討するか、運

用方法レベルで対策を考える必要がある。 

サジェスト機能で規格の入力を簡素化したが、思い込みで字面の似た別の型番を選択してしまい、正

確に情報が伝わらない可能性がある。また実機を確認してメモに書き写して入力し直すという手間が未

だ残る。バーコード（リーダー）管理なども一案である。 
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イ 自動入力 

（ア）依頼日は today 関数で入力を不要にした。 

（イ）入力した内線番号を一覧から検索し、依頼部署名は自動で入力。 

（ウ）修理依頼品の規格をプルダウンから選択すれば、品名は自動で入力 

入力形式を既にあるデータに合わせることで、データとして蓄積する際に別データとして扱われる事

態を回避できる。これは次の規格の検索機能も同様である。 

ウ 規格の検索機能 

 修理履歴のある物品の規格の一覧を作成し、型番やメーカー名の一部を検索セルに入力することで、

過去案件から物品の一覧をプルダウンに表示する機能を持たせた。 

 

エクセル化によって紙の移動コストを削減し、データの蓄積を効率的に進める形ができた。また種々

の機能によって入力者の負担も軽減し、電子化への移行が円滑になると考える。 

 

４ 今後の取り組み（方向性） 

 エクセルの試作品では完全な効率化には至らず、新たなニーズ・課題も浮き彫りになった。 

（１） エクセル様式の試作で生じた不都合・課題 

今回試作したエクセル様式から見つかった不都合や解決できなかった課題は以下のとおりである。 

ア コピーアンドペーストの手間 

イ タイトル編集の手間 

ウ 日付の設定 

エ メール送付に伴う時間的コスト 

オ ナンバリング 

（２） ファイルメーカーの活用 

カスタマイズ性が高く、データベース作成を得意とするファイルメーカーを活用した修理依頼書

（フォーム）を大きく以下の 2 段階に分けて制作を進める。 

  ア データベース作成の簡素化 

   第一段階として、まずは用度担当でデータベース管理をする手段として整備する。入力を簡略化

するため、日付・ナンバリングなどの機能を実装していく。 

  イ 現場レベルでの実用化 

   第二段階として、フローの管理と物品名の認識の 2 点の課題を解決した上で現場で直接入力する

方式に移行する。 

（３） その他の課題 

電子化はネットワーク環境を共有することが前提であり、この点も踏まえて使用媒体を検討するか、運

用方法レベルで対策を考える必要がある。 

サジェスト機能で規格の入力を簡素化したが、思い込みで字面の似た別の型番を選択してしまい、正

確に情報が伝わらない可能性がある。また実機を確認してメモに書き写して入力し直すという手間が未

だ残る。バーコード（リーダー）管理なども一案である。 

テーマ名 松沢病院 

日用品申込み業務の合理化 

 

 サークル名 みんなで考えよう 

 メンバー名 （株）MM 松沢 ◎間戸奈緒美 工藤愛 

  売店（光洋） 市村篤史 信澤純子 藤森美南海 

  （株）トーカイ 亀田臣弘 吉岡克明 

  看護部 42 病棟 浅見友子 

 

１ テーマ選定理由 

(1) 当院では、日用品の利用料金の精算については、原則として、お買い物カードからの事後

の引き落としとなっている。売店では、退院時に清算が間に合わず、退院後に未収が発生

し、その後に未収代金の回収を行うケースがあり、苦労している。 

(2) また、日用品の申込は、日用品申込書を使い行っているが、入院時、転棟時、退院時等、

FAX を使い病棟から売店に連絡を行う必要があるが、その作業も面倒である。 

(3) 病棟の業務を削 減し、更 に売店側でもタイムリーに精算することを目的に、日用 品申込業

務の合理化をテーマに活動を行うこととした。 

 

２ 現状と問題点 

(1) 患者が退院する場合には、病棟より売店宛に「退院・転棟届」を FAX する運用となっている

が、急な退院もあり、売店が患者の退院を把握できない、またおむつの納入業者の確認に

時間を要するケースが多く、退院前の精算が間に合わないことがある。 

(2) 売店側では、FAX された情報をすべて紙のまま管理しており、患者の日用品の利用状況を

把握できていない。 

(3) 私物洗濯、おむつ、エプロン、新聞、牛乳などの代金回収リスクを売店が担っている。特に

おむつについては、患者の支払能力を売店が把握していない状態で利用が行われており、

かつ利用金額も多い。 

 

３ 改善策 

(1) 日用品購入の申込～退院までのフローを関係者で再確認を行い、フロー図を作成する。 

(2) 転棟時、退院時の精算を迅速に進められるよう、患者の日用品の申込状況をデータとして

管理する。 

(3) 未収が常態化している患者については、退院後に速やかに請求ができるよう、事前に請求

先の確認ができるようにする。 

(4) 売店の代金回収リスクを低減するためには、各業者がそれぞれ未収に対する責任（リスク）

を持つことが望ましく、売店を介さず直接患者と契約を結べるようにする。 

 

４ 今後の取り組み（結果） 

(1) （結果）日用品の患者との契約について見直しを行い、新聞については患者と新聞業者が

直接契約するよう運用を変更した。 

(2) （結果）日用品の申込状況、未収があり退院した患者への請求ができるようシステムのプロト

タイプを構築した。 

(3) （今後の取り組み）プロトタイプの利用を通じてシステム仕様の確認を行い、システム化を行

う。 
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(4) 日用品の申込を FAX ではなく、システム上へのデータ登録の運用に切り替えられるよう、シ

ステムを改修する。 
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(4) 日用品の申込を FAX ではなく、システム上へのデータ登録の運用に切り替えられるよう、シ

ステムを改修する。 

 
テーマ名  松沢病院 

検体回収搬送のトラブルを「ゼロ」にして再採血の再発を防止する 

 サークル名 検体回収搬送トラブル「ゼロ」化チーム 

 メンバー名 (株)メディカルマネジメント松沢 ◎小山仁和 山﨑裕子 

  都立松沢病院検査科    井澤幸子 

 (株)トーカイ            山本陽子 

 

１ テーマ選定理由、現状と問題点 

病棟で患者から採血等をした検体の回収搬送では、病棟の受け渡し用の検体置き場で搬送者が検体容

器を取り忘れるトラブルが年に 1～2 件発生していました。 

検体置き場は、旧棟時代はスタッフステーションの空き箱や空き缶であったところを、新棟運用開始に合わ

せて専用カゴを用意したものの、病棟によっては冷蔵庫に置いたり、別の場所にコップに入れたりして統一

が図れていなかった。また、専用カゴから取り忘れるというトラブルがなくなりませんでした。 

 

２ 活動内容 

今年度の活動では、①検体置き場と搬送用コンテナの統一、②検体搬送ルールの見直しと統一、③検体

容器（未使用）保管場所の統一するための業務改善に取り組みました。 

 

３ 改善策、今後の取り組み等（予定） 

今年度の活動で実施した改善は、下記のとおりです。 

① 検体の置き場を容量が大きい専用コンテナに統一しました。 

② 検体の回収作業を専用コンテナの交換作業にすることで、作業時間を短縮しつつ、検体回収の専

用カゴから搬送容器に入れ替える手作業を無くしました。（業務効率化と安全性向上） 

③ 検体の専用コンテナをダブル（2 個／病棟）で用意し、2 色に色分け、病棟名を表示することで、回収

忘れ（病棟の巡回忘れ）をなくしました。（作業の見える化） 

④ 病棟に在庫する検体容器の数量の見直し、保管方法の統一、検査科の払出等の業務を物流センタ

ーに移行することで、過剰在庫や期限切れロスをなくすとともに必要時に取り出しやすくしました。 

今回の業務改善は、看護部、検査科、SPC そして協力企業が一体となって取り組み、柔軟な BPR

（Business Process Re-engineering）ができました。 

とくに、協力企業が既存の業務仕様にとらわれることなく、積極的に業務改善へ取り組み、仕組みの変更

を一緒に議論・検討して実現できたものです。 

幸いにも、業務改善をした後の検体回収トラブルは「ゼロ」を継続できています。 

2 2 2

1 1 1

0 0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

検体回収トラブル 
3 年連続 

「0」件達成 
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図－１ 改善した検体回収業務の運用フロー 

物流
センター
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コンテナごと渡す

コンテナ（実）
を搬送
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コンテナ（実）
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ボックス（空）
を搬送

残数カウント
して必要数
を請求

必要数を
搬送・補充

専用コンテナ

検体容器（未使用）

検体容器（採取済み）

検体搬送バッグ

コンテナ（空）
を搬送

検体をコンテナに入れる
（看護師）

 

図－２ 専用コンテナの採用と交換方式 

 

 

新たに導入した専用コンテナ 

 

  十分な容量を確保。 

  検体スタンドを用意して、検体（スピッツ）を

転がすことなく安全に回収搬送。 

  大きな検体容器（便、痰など）を安定して

収納できる。 

  専用コンテナの内外、検体スタンドは、検

査科に検体を提出した後に毎日清拭して

清潔を保っている。 

 

専用コンテナの交換作業 

 

  検体が入っている専用コンテナを「空」の

専用コンテナと交換する。 

  検体に触れることがないコンテナ交換方式

なので、作業がスピーディで安全。 

  検体が 0 本でも交換。 
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テーマ名        松沢病院 

共用物品の貸出管理業務の効率化と 

利用者への情報提供のシステム化 

サークル名 共用物品貸出管理効率化チーム 

メンバー名 (株)メディカルマネジメント松沢 ◎小山仁和 山﨑裕子 工藤愛 

庶務課用度担当       金子温美 

(株)トーカイ   井川裕美 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

松沢病院では、2017 年度に離床センサーマット等の物品を院内共用化して、必要に応じた貸出／回収を

する新たな運用に業務改善で取り組み、現在まで運用を継続しています。 

この貸出管理業務により、病棟で使用していない車いす等の物品を共用化して、医療現場のニーズに対

応した物品の貸出／回収するとともに各病棟が新規に購入することなく業務費用削減に貢献しています。 

しかしながら、2017 年度からの運用を重ねる中で、いくつかの問題点が見えてきました。 

① 共用物品の在庫状況、貸出利用先は、Excel ベースで管理しているため、情報の更新と公開に時

間を要していること、公開した情報が電子カルテ端末で閲覧できないために物品を必要とする利用

者が院内各所に連絡することも多々発生している。 

② 貸出物品の在庫状況、貸出状況の更新・公開に時間を要している。 

③ 貸出状況をサイボウズに公開しているが、主な利用者である看護師は、サイボウズが利用できない

ので貸出状況が閲覧できない。 

 

２ 活動内容 

今回、共用物品をデータベース化して在庫状況、貸出状況を入力することで、最新情報を電子カルテ端

末で閲覧できるシステムを開発・実装して、利用者と管理者の業務の効率化を図る業務改善に取り組みまし

た。 

新たに「物品貸出管理システム」（FileMaker）を開発して、情報の中心（ハブ）として位置づけて、看護師等

の物品の利用者、貸出返却管理者、SPC そして用度担当が、最新の貸出状況を把握できるようにして、貸出

依頼〜物品貸出までの運用の効率化を図りました。 

 

３ 改善策、今後の取り組み等（予定） 

今回の業務改善では、現時点までに Excel ベースで管理していた情報をデータベース化して貸出管理シ

ステムのプロトタイプが完成し、サーバーでの運用が開始されました。 

今後は、部門システムの仮想化サーバーにインストール、電子カルテ端末にアイコンを配布して、実運用

に供する予定です。 

また、貸出物品を取り扱う貸出管理スタッフ、SPC、そして用度担当が対象物品の拡大拡充を図り、開発し

た「物品貸出管理システム」を利用してデータを一元管理することで、共用物品の利用者と管理者の業務の

効率化につなげます。 
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図－１ 改善後の物品貸出管理の運用 
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図－２ 物品貸出管理システムの機能 
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図－１ 改善後の物品貸出管理の運用 
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テーマ名 松沢病院 

ひとりでも QC 活動 

サークル名 ひとりでも QC 活動 

  メンバー名 (株)メディカルマネジメント松沢 ◎小山仁和 

 

１ テーマ選定理由、現状と問題点 

松沢病院の広大な敷地の緑豊かな自然に心癒される人は少なくないだろう。しかしながら、敷地内の道路、

通路、駐車場、芝生などにタバコの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどのゴミが散乱していては「安心」な場所

とは言い難いです。 

私は、松沢病院が患者やお見舞いなどで訪れるすべての人にとって「安心」できる場所であってほしいと

願って日々の仕事をしています。 

ゴミが落ちていない病院のほうがきっと「気持ちがいい」はず、きっと「安心」なはずです。 

松沢病院の西門から本館診療棟までの約 200m の間には、ベンチがある小公園、駐車場、芝生や植栽が

あります。そこに、タバコの吸い殻が年間 400～500 本、空き缶やペットボトルが年間 100～200 本ぐらいポイ

捨てされています。 

清掃を委託された SPC と協力企業が定期的に清掃していますが、放っておけば道路や庭に吸い殻や空

き缶などのゴミが散乱してしまいます。 

 

２ 活動内容 

毎朝の出勤時に「松沢病院をきれいにする」という至ってシンプルな「ひとり QC」に取り組みました。（数年

前から継続して毎朝の出勤時に取り組んできました。） 

 

３ 改善策、今後の取り組み（予定） 

 今回取り組みました「ひとり QC」は、下記のとおりです。 

① 西門守衛所でポリ袋を１枚もらう。 

② 道路やベンチ、駐車場、芝生などで吸い殻などを見つける 

③ 吸い殻などをポリ袋に入れてゴミ箱に捨てる 

この「ひとり QC」を通じて、ポイ捨てされタバコの吸い殻が年間 400～500 本、空き缶やペットボトルが年間

100～200 本回収され「気持ちがいい」「安心」な松沢病院となるように僅かでも貢献できたと思います。また、

私にとっては、仕事場に入る前に「心を整える」時間となっています。 

組織横断的に病院運営に貢献する QC 活動、病院経営に貢献する QC 活動、情報システム（IT）を活用し

た QC 活動のように大きな取組みではありませんけど、「ひとり」の「敷地内をきれいにする」という「小さな活

動」でも松沢病院を訪れる人の「安心」、ひいては「イメージアップ」につながることと思います。 

身の回りには「自分の仕事を効率化する」「お金や時間を節約する」「小さくてもサービスを向上する」とい

った「ひとり QC」のテーマがいっぱいあります。 

これからも組織の最小単位である「ひとり」でもできること（微分）を積み重ねて（積分）する活動を継続した

いと思います。 
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