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テーマ名                                広尾病院 

ムダなくすっきり、キレイを目指して・・・ 
サークル名  120 病棟美化委員会       
メンバー名  看護部 窪田 紀子 松原 玉美 
       医療作業 120 担当 大塚 翔子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 
120 病棟は、入院病棟の他に三次救急で搬送されてきた患者の初期治療を行う初療室、透析

室を管轄している。 
入院患者の対象は、全診療科であり、多様な疾患が対象であるため、患者に使用する物品も

多岐に渡っている。 
それに伴い多種の診療材料を、確保しておく必要がある。しかし、当病棟の収納スペースは、

多種の物品を確保しておくには狭く、それに加えて定数による管理が出来ていなかったた

め、倉庫内には物品が山積みとなっている状態であった。 
 
 
←整理されないまま山積み状態… 

 
SPD が導入され、その際に定数の見直しを計ったが、物品の過不足が目立ち、必要時に迅

速に準備されなかったり、使用されなかったりということが起こってしまった。 
また、物品請求・整理を看護師のみで対応していた。しかし、勤務の状況で毎日物品のチェ

ックを行えず、管理が不十分となっていた。 
１) バーコードの定数化ができていない 
 物流の必要数が把握できておらず、バーコードの定数化につながらない。 
２）収納スペースが乏しい 
 救命センターであり、多様な疾患が対象となるため、多岐に渡る診療材料を確保するスペ

ースが必要であるが確保できていない。 
３）収納場所が明確化されていない 
 滅菌物やディスポ類等の明確な区別や診療科ごとに必要な診療材料の収納場所が混在し

ており、必要時に迅速に準備や使用ができない。 
 

－3－



２ 活動内容 
これらのことから 
１）物品の整理を行うため、物品の数を定数化する。 
２）収納方法を考え、物品を用途別に分別し、且つ表示を見やすくし、取り出しやすくする。 
３）物品の請求、整理に関しては看護師だけでなく、病棟担当の医療作業員にも協力を仰ぎ、

請求・管理に携わってもらうようにする。 
４）ホワイトボードを活用し、病棟スタッフに対し現在の物流の現状や、防護用具の使用状

況の明確化、SPD との連携に繋がるようにした。 
 
 
３ 改善策 
１）見やすくなり、在庫の有無が把握しやすくなった→スタッフの過剰請求が減少 
２）過剰なストックが減少 
３）整理整頓されたことで減災対策の一貫にも繋がった 
４）医療作業員に協力を仰いだことにより、連携と情報の共有化が高くなった 
 

←診療科毎にまとめられ、 
表示も見やすくなりました 

 
４ 今後の取り組み等（予定） 
・診材の定数・バーコードリストの整備 
・診療材料の配置表を完成し、120 診材管理運用マニュアルを作成することで診療材料の変

更や請求の管理行えるようにする 
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広尾病院 

テーマ名 

 目指せ！正確・時短・タイムリーな記録 
                                サークル名 記録ととのえ隊 
                               メンバー名 710 病棟 ◎田中亜美 
                                 ○関本佳美 宮島里美 松橋尚子 
                                           長尾芙実花 
 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 

東京都は、育児・介護と仕事の両立や女性活躍など、全ての職員の活躍を後押しする働き方改革を推進し、都民サ

ービス向上につなげる「ライフ・ワーク・バランス」の実現に取り組んでいる。 
 当院においても、働き方改革の推進がされており当病棟では、超過勤務の削減や年次休暇取得に取り組んでいる。

当病棟の看護方式は、パートナーナーシングシステム（以下 PNS とする）であり、ペアナースで協力し合いながら、

タイムリーに記録を行う努力をしている。入院患者のうち救急患者と転入患者数は、約半数を占めているため救急

患者の入院と転入患者の受け入れが午後に重なると、時間内に業務が終了せず、超過勤務となっている現状がある。

また、時間で行う処置や検査などが優先となり記録は後回しになってしまうことが多い。4 月の超過勤務は 72 時間

で、そのうち記録による超過勤務の時間が27時間と多い。そこで今年度看護記録が理由の超過勤務の減少を目標に、

タイムリーな記録が行えるよう看護記録のセット展開（以下、セット展開）の整備と、記録に専念できる体制づくり

に取り組む事とした。 

２ 活動内容 

 （１）看護記録のセット展開の充実（7 月から 9 月に実施） 

①セット展開について、必要なものと活用状況について病棟スタッフにアンケートを実施する。 

②アンケートをもとにセット展開の整理・追加を行う。 

③セット展開の一覧を作成し、電子カルテのワゴンに掲示してセット展開の活用を促す。 

（２）記録者が集中して記録ができる体制づくり（8 月中旬から実施） 

①朝礼後リーダーは、各チームで 5 分間程度、午前中に行う記録の戦略をたてるよう、声かけを実施する。 
②各チームは 11 時の業務報告時にリーダーへ戦略の取り組み状況を報告する。 
③各チームは、14 時のリシャッフル時に記録にかかる所要時間をリーダーへ申告する。リーダーは、14 時から

16 時 50 分まで、各チーム 1 時間以内で記録に専念できるように順番と時間の采配をする。 
④各チームの記録者は、采配された時間に「記録に集中しています」と記載されたゼッケンを着用し、タイマー

をセットして記録に集中する。その間のナースコールや検査搬送などは、他チームや補完スタッフが協力し

て行う。ナースステーション内の電子カルテは、1 台記録専用として使用する。 

（３）アンケートで聞き取り調査を実施する。（8月、11 月に実施）  

  ①アンケート内容は「今回の取り組みによってタイムリーな記録ができていると思うか」や「記録者はゼッケ

ンをつけることによって記録に集中できているか」「今回の取り組みによって記録による超勤が減ったと思う

か」を聴取し、看護記録の各項目にどの程度時間がかかっているかという点もアンケートで聴取した。 

②アンケート結果の集計と結果のフィードバック、改善点の提案をする。 

（４）実態把握 

4 月から 10 月の超過勤務時間と、記録が理由による超過勤務時間の集計を行う。 

 

３ 改善策 
 （１）11 月のアンケート結果を、フィードバックし以下の改善策を提案した 
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   ①タイムリーな記録の実践に向けての改善策 
・各チームの記録担当者は、検温時、検査前後、手術前後の観察場面でタイムリーに記録を行うことをペア

ナースに伝える。 

・直接患者ケア担当者は、記録担当者が記録している時間に、ナースコール対応や患者周囲の環境整備な

ど記録以外の看護業務を行う。 

・タイムリーに記録ができなかった場合は、午後に記録時間を申請する。 

   ②記録担当者が記録に専念できる体制づくりでの改善策 

・ゼッケンをつけている人には、声をかけない。 

・ゼッケンをつけている人は、PHS をペアナースに預ける。 

・ゼッケンをつけている人以外が記録に集中できるように、他メンバーはナースステーションのモニター

を管理する。 

   ③その他の改善策 

・朝礼後、各チームは、戦略をその場でたててから解散する。 

・検査搬送、ナースコール対応で朝礼後すぐ集まれない場合は、検温実施前に各チームで戦略をたてる。 

・リーダーは、各チームに 14時のリシャッフル時に記録の申請時間を確認する。 

 

４ 取り組み結果（図表、写真）、今後の取り組みと課題 
（１）取り組み結果 

4 月の病床利用率は 71％、10 月の病床利用率は 61％であった。4 月の超過勤務時間は 72 時間、そのうち記録

が理由の超過勤務時間は 27 時間に対して、10 月の超過勤務時間は 34 時間、そのうち記録が理由の超過勤務時間

は 10 時間であり、病床利用率に比例して減少している。記録申請時間の 1 日平均は、8 月 23 分から 10 月 15 分

であり、記録が理由の超過勤務時間の割合は、4 月が 49%に対し、10 月は 28%と減少した。記録申請時間は減少

している事と記録が理由の超過勤務時間の割合が減少していることから、タイムリーに記録が実施できるように

なってきていると評価できる。11 月のアンケート調査の結果、「意識的にその場で記録を書くようになった。」「セ

ット展開を使うことで入院の記録がしやすくなった。」「ゼッケンをつけることで記録に集中できるようになった。」

などの意見が聞かれた。これらの事から、タイムリーな記録を実践するための体制づくりとセット展開の充実や

活用の促進により、スタッフへの意識付けができ行動変容へとつながったと考える。 
（２）今後の取り組み 

タイムリーな記録についてスタッフへの意識付けができ、行動変容へ繋がってきている。そのため、引き続き

タイムリーな記録を実践していけるようスタッフへの周知と意識付け、体制づくりを行い、超過勤務時間の集計

と分析を実施しポスター掲示などで結果をスタッフへのフィードバックすることが必要である。 
（３）今後の課題 
今後は、病床利用率が上昇しても、記録が理由による超過勤務時間の減少につながる取り組みの強化に加え、

全体の超過勤務時間の減少に繋げることが課題である。  
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                                               広尾病院 

COVID-19 院内感染防止に向けた取り組み 

 

 サークル名 COVID-19 に commit 
                   メンバー名 看護科  

◎片井野由美子     

○安西 美智子 稲毛寛美 坂下真希 小野綾子 樋口薫 

１ テーマ選定理由・現状 

2019 年 12 月中国湖北省武漢で発生した新型コロナウイルスは、2020 年 3 月 WHO がパンデミックと表明し、現在

も全世界でかつてない広がりを見せている。日本国内では 2020 年 1 月に１人目の感染者が発覚し、2020 年 12 月東

京都の感染者数は約 40000 人、死者約 500 人となっており、現在もなお感染者数は増加している。広尾病院では、

新型コロナ感染者、感染疑いの患者を 2020 年 3月 19 日より受け入れを開始している。当該病棟では、4 月 2 日に感

染疑い患者を受け入れる病棟となる事が決定、6日には受け入れ開始となった。3日間で一般病棟から感染病棟へと

準備を進める事となった。新型コロナ感染症（以下 COVID-19）は、当初治療内容や経過等、不明確な点もあり、一

般病棟を感染病棟として運営するのに必要な、マニュアルや環境調整を感染管理や災害対策支援室担当者、売店、

薬剤科、庶務、医事課等の多職種と検討を重ね対策を講じ作成にあたった。どこに潜んでいるか分からない COVID-

19 に感染しない・させない事を念頭に多職種と連携し、取り組んできた内容を報告する。 

2 活動内容 

4 月 2日（木）COVID-19 疑い患者受入病棟となる事が決定する。翌 3日と 4 日の 2 日間で入院患者全員を退院ま

たは転棟した。4 日と 5 日の 2 日間で、マニュアル作成、スタッフの感染に対する知識・技術の確認と習得や統一、

入院オリエンテーション用紙の作成、病室準備を行った。特に病室準備では、感染管理と災害対策支援室担当者と

共にゾーニングを確認し、PPE 脱着、必要物品の配置の検討を行った。一般の病室を活用する為、感染防止に向けた

対策と PPE 着脱について、スタッフに周知し、確実に出来るまで練習を重ねた。患者受入経路やスタッフの導線を

確認し、交差しないように表示やアナウンスで統一を図った。患者は一旦入室すると病室から出られない為、売店

へ申し入れを行い、平日午前中に限り商品の購入が出来るよう手配をした。現在も、疑問が生じた事案に対して、そ

の都度多職種と連携し検討を重ね修正を行っている。中でも、急激な呼吸状態悪化の為、一般病棟へ転棟できない

まま永眠された患者対応では、家族の面会基準や方法、ご遺体搬送の方法に関して多職種と連携し対策を検討した。

面会出来ない患者や家族の為に iPad を導入し、画面越しに面会できるように対策をした。基本的に入院期間は 1日

から 3 日であるが、病状や背景により 2 週間から 3 週間となる患者もおり、その間に退院調整に向けたカンファレ

ンス時にも iPad を使用し、患者が参画できるよう配慮した。この危機を乗り越える為に、看護師間の一体感を強め

モチベーションの持続と向上を目指す為に、袖に｢〇〇-2020｣と刺繍の入ったユニフォームを揃えた。 

3 改善策、今後の取り組み 

現時点でアウトブレイクやクラスターの発生はないが、いつ終息するか分からない COVID-19 感染症に対して、継

続した感染対策とスタッフの感染への意識向上と維持が必要となる。そのためには病棟スタッフだけではなく、多

職種共に一丸となり取り組む姿勢が必要不可欠となる。又、より質の高い看護提供の維持・継続に向けて、病棟看護

師の看護技術・知識や倫理感性の維持向上に対策を講じていく必要がある COVID-19 感染症との戦いが長引く中、自

身が感染する可能性や感染源となり拡大させてしまう可能性があるという意識下において、不安と緊張によるスト

レスが増大する事が予測される。又、患者の尊厳が保持できず、終末期や永眠時に面会も許されない状況において、

スタッフのメンタルヘルスの変調にも留意した対策が必要である。そのためには、スタッフが抱える思いを表出で

きる場の検討やいつでも話し合える職場の風土作りが必要不可欠である。ポジティブメンタルヘルスを獲得し、持

続するための取り組みを検討していく必要がある。 

感染防止に努め、アウトブレイクやクラスターを発生させない為の対策の継続と共に、患者の尊厳を守り、質の
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高い看護が提供出来るようこれからも検討を重ねていく事とする。 

 

4 取組結果 

（病室）ゾーニング状況 

                          ＊COVID－19 疑い患者の入院の為、全室個室対応とする。 

          大部屋         個室  ＊1 日数回の換気を実施 

 

 

 

＊前室が確保出来ない為、ビニールテープで、レッドゾーンとイエローゾーンのゾーニングを行う。 

病室の構造上、イエローゾーンに洗面台がある病室では、体動困難な患者を入院させるなど、病室内でも導線が 

交差しないよう配慮した。 

（デイルーム） 

                         ＊3密回避目的で、電子カルテを配置し ICや CF 等を行え 

るよう設定している。 

                         ＊医療作業員の作業場所やスタッフの昼 

食場所にも活用している。 

 

（廊下） 

                                ＊バラバラに配置してあった個人防具は、

テープで枠を作る事で整理され、探す手間

が省けた。この事により、PPE 装着時間短

縮が図れ、患者対応時間の短縮にもつなが

った。 

 

 

                                ＊廊下にむきだしになっておかれていた衛

生品は、感染防止の為棚に収納している。 

 

 

（COVID-19 マニュアル） 

 

                     ＊院での決定事項や COVID-19 会議議事録等も差込み、全員が周知

し行動できるようにしている。 

                     ＊独自で作成した資料や説明用紙等は別冊子にまとめ、活用しやす

いよう配慮している。                                                                        

(患者パンフレット） （売店購入依頼表） 

           （患者パンフレット）                   

＊字を大きくし、絵を入れる事で理解しやすいよう工夫している。 

＊この他にも、入院中の注意事項や病棟スケジュール表を準備した。 

（売店購入依頼票） 

＊売店と協議を重ね、注文用紙と商品リストを準備してもらい、プリ  

ペイドカードを使用し、平日1回配達をしてもらえるようになった。 

高い看護が提供出来るようこれからも検討を重ねていく事とする。 

 

4 取組結果 

（病室）ゾーニング状況 

                          ＊COVID－19 疑い患者の入院の為、全室個室対応とする。 

          大部屋         個室  ＊1 日数回の換気を実施 

 

 

 

＊前室が確保出来ない為、ビニールテープで、レッドゾーンとイエローゾーンのゾーニングを行う。 

病室の構造上、イエローゾーンに洗面台がある病室では、体動困難な患者を入院させるなど、病室内でも導線が 

交差しないよう配慮した。 

（デイルーム） 

                         ＊3密回避目的で、電子カルテを配置し ICや CF 等を行え 

るよう設定している。 

                         ＊医療作業員の作業場所やスタッフの昼 

食場所にも活用している。 

 

（廊下） 

                                ＊バラバラに配置してあった個人防具は、

テープで枠を作る事で整理され、探す手間

が省けた。この事により、PPE 装着時間短

縮が図れ、患者対応時間の短縮にもつなが

った。 

 

 

                                ＊廊下にむきだしになっておかれていた衛

生品は、感染防止の為棚に収納している。 

 

 

（COVID-19 マニュアル） 

 

                     ＊院での決定事項や COVID-19 会議議事録等も差込み、全員が周知

し行動できるようにしている。 

                     ＊独自で作成した資料や説明用紙等は別冊子にまとめ、活用しやす

いよう配慮している。                                                                        

(患者パンフレット） （売店購入依頼表） 

           （患者パンフレット）                   

＊字を大きくし、絵を入れる事で理解しやすいよう工夫している。 

＊この他にも、入院中の注意事項や病棟スケジュール表を準備した。 

（売店購入依頼票） 

＊売店と協議を重ね、注文用紙と商品リストを準備してもらい、プリ  

ペイドカードを使用し、平日1回配達をしてもらえるようになった。 
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テーマ名                                                             広尾病院     

ここから始める感染対策、控室からキレイ・綺麗！ 

サークル名 清潔空間改善 Lａｂ 

メンバー名 検査科   ◎堀内 正志  

〇清水 紗希   浅香 裕幸   江村 早苗 

奥秋 記子   今泉 悠美 

1. テーマ選定理由 

今般、感染拡大した新型コロナウイルス感染症は、未だ収束の気配が見られない。様々な所で集団感染が発生

し、病院での発生も報告されている。感染予防の第一歩は手指衛生と環境整備である。手指衛生については職

員の感染予防意識が高く、十分実施されている。また、検査室内の環境整備については対策がマニュアル化さ

れており順守している。しかし、休憩室（検査科控室：以下控室）の環境整備については方法などが明確に示さ

れておらず、私物のスマートフォンなどの持ち込みもあり、感染予防に疑問がある。そこで今回、検査科では、職

員がマスクを外し無防備になる控室、多くの患者が訪れる採血室周辺の環境調査及び整備について取り組み、

職員の感染予防策への意識向上、対策の継続を目指した。 

 

2. 現状と問題点 

４月以降、検査科では業務中の標準予防策の徹底に加え、控室入室時の手指消毒や机の配置変更による３密

回避などの感染対策を行ってきたが、長期間続く現状に気の緩みも見られ、漫然と実施されている状況が見受け

られた。特に控室においては環境整備の方法が決まっていないため、現状の感染予防効果は不透明であった。

採血室においては採血台の消毒などの環境清掃は職員の個々の裁量で行われているため、感染予防策として

不十分な可能性が考えられた。 

 

3. 活動内容と改善策 

最初の活動として、現状の感染予防の効果はどのくらいかを視覚化するために、控室と採血室付近を拭き取り法

によって環境調査し、その結果より清潔を維持するための改善策を作成した。調査結果と作成した改善策は勉強

会で科内周知し全員で取り組んだ。 

【活動内容】 

① 控室および採血室周辺の環境調査の実施（改善前後） 

② 汚れが多い個所の洗い出し 

③ 改善案の作成  

・清拭方法、部位、清掃タイミングの追加 

・清掃ポスターの作成（写真や図による清掃部位の視覚化） 

・主担当者の決定、チェックリスト作成 

④ 科内勉強会の開催 

・調査結果のフィードバックと改善策の周知 

 

   【調査方法】 

    ・拭き取り法： 平面・10x10cm（100 ㎠） 凸凹面（全面） （図 1） 

    ・調査部位： 机、ノブ、家電などの高頻度接触部位（検査科控室、採血室、採血待合等の 40 ヵ所） 

    ・使用培地： 2 種類使用 

図 1：環境調査実施状況 

表 1：環境評価  Ten Cate の判定 
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①普通寒天培地（対象：一般生菌）  

②卵黄加マンニット食塩寒天培地（対象：黄色ブドウ球菌）   

    ・培養時間： 35℃ 48 時間 

    ・評価法： Ten Cate の判定を使用 汚れ度合いを分類（表 1） 

培地に発育したコロニー数（集落数）をカウント 

4. 結果と考察 

環境調査１回目の結果では、電子レンジや冷蔵庫の取手は高頻度接触染部位の割に汚染度が低く、手指衛生

の効果と考えられた。控室の机も食後に個々で清拭するため、清潔度が保たれていた。ソファのひじ掛けや共用

パソコンのマウスは普段清掃していないこともあり中等度の汚れが見られた。想定以上に汚れていた場所が控

室の椅子と採血待合の椅子で、清掃場所として追加する必要があると判断した。（図 2 左，図 3 左） 

１回目の調査結果をもとに、清掃場所の追加、写真入りの清掃案内の作成、清掃用品の指定、チェックリストの 

作成を行い、科内勉強会で職員へフィードバッグし改善策を検査科職員全員で取り組むこととした。また、効果判

定として２週間後に２回目の環境調査を行った。（図 4、図 5） 

   ２回目の環境調査では、特に控室は清潔度改善が認められた。（図 2 右） 一方、採血室およびその周辺におい

ては、大幅な改善がみられず、多数の人が使用する部位は清拭回数を増やす必要があると考えられた。（図 3

右）２回目の調査結果をもとに、改善が認められなかった採血台や待合椅子について、主担当者を明確にし、清

掃のタイミングを増やすこととした。２回目の調査結果と改善策の追加の必要性を科内勉強会にて報告し、実施

した。（表 2） 

汚れている場所を視覚化することで日常にある高頻度接触部位に対する理解が高まった。また、清掃活動をす

ることにより業務負担が増えるとの意見が上がることが懸念されたが、一定の効果があること、清掃の足りない

場所があったことが明らかになり、清潔環境を維持しようという職員の意識を高めることが出来た。 

図 2 控室 環境調査結果                      図 3 採血室 環境調査結果図 

 

 

 

 

 

 

図 4 清掃案内ポスター         図 5 チェックリスト           表 2 採血室（台・椅子等） 

清掃担当者とタイミング   

 

 

 

 

 

 

５. 今後の課題 

追加の改善案実施後の環境調査が未実施のため十分な効果判定が得られなかったが、今後は今回開始した清

掃活動を継続していくとともに、チェックリストをより一層良いものに改善する等で活動の継続を促していく。また、

待ち合い椅子の清掃はコスト面も考え、クリアパワーから７０％アルコールによる清拭法に変更する予定である。 
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広尾病院 

テーマ名 

ペーパーレス化による業務軽減の効果について（時間短縮と経費削減等） 

サークル名 ペーパーレスカンパニー 

メンバー名 薬剤科 ◎鶴野結花理 〇土屋秀行 須永雅恵 南雲成 仁井田怜子 

松林麻里子 本間莉果 初鹿野達也 清水晴香 原愛 

 

1. テーマ選定理由、現状の問題点 

東京都は「DX 推進に向けた 5 つのレス」を推進している。取組みの一つとしてペーパーレス化がある。しか

し、広尾病院薬剤科には紙資料の作成や管理に時間と費用がかかり、業務効率の低下している問題点があった。 

 

2. 活動内容 

（１）電子媒体への移行 

(ア)医薬品情報室内紙資料の電子化 

医薬品情報室に保存している紙媒体の医薬品資料を一律 PDF に変換し、院内サーバーに格納した。 

(イ)「医薬品取扱手引き」の電子化 

「医薬品取扱手引き」の紙媒体での部署配置を取りやめた。電子カルテ端末から「医薬品取扱手引き」を

閲覧できる旨を各部署に周知した。 

(ウ)厚生労働省および医師会からの通知文書（医事課経由）の電子化 

紙媒体で医事課から送付されていた厚生労働省および医師会からの通知文書をメールで受信とした。 

(エ)「ＤＩ室 問い合わせ記録」の電子化 

ＤＩ室（医薬品情報室）への問い合わせ記録簿を電子化した。 

(オ)「 Excel マクロブック」の活用 

病棟薬剤業務内容の引継ぎは、病棟マップを印刷し手書きの書面を作成していた。Excel マクロブックを

活用することで、電子カルテ端末上での患者情報の引継ぎを可能とした。 

(カ)「ECO Meeting®（電子会議システム）」の活用 

薬事委員会、がん化学療法委員会、治験審査委員会、受託研究委員会での「ECO Meeting®（電子会議シス

テム）」を用いた会議開催。 

 

（２）運用の見直し 

(キ)「ピッキング指示書」の廃止 

ピッキング指示書は、薬剤師免許を保有しない大学実習生や入職間もない新卒の薬剤師（見習）が調剤を

行う際、その安全性を担保するために使用していた。使用機会が少ない（期間限定）ため、廃止した。 

(ク)「緊急購入薬品申請書のコピー」の廃止 

医薬品管理室での緊急購入薬品申請書のコピーの保管を廃止し、一覧ファイルのみとした。 

(ケ)「調剤済み医薬品の払出記録」の統合 

各病棟に日付ごとの払出記録を作成し、運用していた。払出記録簿に病棟の記入欄を設けて、統合した。 

(コ)「ＮＧチェックシート」の廃止 

 処方せんにシステムチェックエラー（ＮＧ）の内容を記載することで、調剤室と注射調剤室で使用してい

た「ＮＧチェックシート」を廃止した。 

 

 上記の活動で見込まれる費用と時間の削減効果について表１にまとめた。 
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3. 改善策、今後の取組等 

今回の取組は、用紙代、印刷費、業務に要する時間の節約などが期待できる。ペーパーレス化による経費

節減だけでなく、業務効率化により薬剤師の病棟活動の時間を増加させる効果も期待できる。これにより薬

物療法の安全性向上、薬剤管理指導件数（医療収入）の増加等につながると考える。 

今後、業務の効率化で捻出される時間を病棟薬剤業務に充てることで、安全・安心・良質な薬物療法を提

供していきたい。 

 

表１ 

 

活動 

内容 

経営改善効果（円/年） 
備考 

印刷関連経費 医療収入見込 合計 

（ア） 27,000 1,520,000 1,547,000 約 6000 枚/年（約 2400 件） 

約 200 時間/年（検索、ファイリングなど） 

（イ） 15,300 76,000 91,300 約 3400 枚/年（約 40 部署に改訂ごとに配

布、1部 85 頁) 

約 10 時間/年（回収・配布など） 

（ウ） 6,750 152,000 158,750 約 1500 枚/年 

約 20 時間/年（ファイリングなど） 

（エ） 2,250 152,000 154,250 約 500 枚/年 

約 20 時間/年（検索、ファイリングなど） 

（オ） 14,040 5,928,000 5,942,040 約 3,120 枚/年（13 病棟、月 20 日病棟業

務実施と仮定） 

約 780 時間/年（引継ぎにつき 15 分かかる

と仮定） 

（カ） 279,000 950,000 1,229,000 約 62,000 枚/年 

約 125 時間/年 

（キ） 424,863 5,928,000 6,352,863 94,414 枚/年 （2019 年度年報より） 

約 780 時間/年（1 枚あたり 30秒処理に要

すると仮定） 

（ク） 1,575 3,800,000 4,070,000 約 350 枚/年 

約 30 時間（申請 1 件につき 5 分かかると

仮定） 

（ケ） 22,995 1,520,000 1,547,000 約 5110 枚/年 使用 (1 日 1 病棟あたり 1

枚使用×14 病棟) 

約 90 時間/年 (更新にかかる時間を 15分

と仮定) 

（コ） 270,000 76,000 91,300 約 60,000 枚/年使用（2019 年度） 

約 500 時間/年（1 枚あたり 30秒処理に要

すると仮定） 

合計 1,063,773 19,418,000 20,481,773 約 236,394 枚/年 

約 2,555 時間/年 
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広尾病院 

テーマ名    

優しくとめ帯 

サークル名  迅速安全帯       

メンバー名  手術室 ◎竹内千陽 久保田いずみ      

1 テーマ選定理由、現状の問題点 

内閣府の最新の統計によると、2018 年度の日本の高齢化率は 28.1％である。高齢者の数は年々増加してお

り、2036 年には 33.3％に達すると予測されている。 

高齢者は加齢による身体能力の低下や認知機能低下により転倒のリスクが高く、外傷性の大腿骨近位部骨折

発生率が高い傾向にある。大腿骨近位部骨折の場合、骨折部位の違いによって術式やそれに伴う手術体位が決

定される。その手術体位の中のひとつにフラクチャー体位がある。フラクチャー体位とは専用アクセサリーを

用いた特殊な体位固定方法であり、主に大腿骨骨折で使用する。当院で昨年行った手術のなかでフラクチャー

体位による手術は 76 件あり、平均年齢は 77.35 歳であった。76件中 60 件は 65 歳以上の高齢者であり、うち

17 件は 90 歳以上であった。今後、高齢化率の上昇に伴いフラクチャー体位手術件数も増加していくことが予

測される。現状のフラクチャー体位固定では、呼吸管理の観点と術野を清潔に保つために患側上肢を吊り上げ

て固定している。しかし吊り上げることにより術中や術後に肩の疼痛を訴える、固定に 2人以上の人数を要す

る、担当するスタッフの経験値によって固定方法に差が生じる、患者の体格に左右されるといった問題点があ

る。それに加えて夜間休日はスタッフの数が限られており、少ない人数で体位固定を行わなければならない。

そのため、少ない人数でも安全・安楽に固定でき、経験値や体格に左右されない統一した固定方法がないか検

討・改善の余地があると考えテーマを選定した。 

2 改善点と活動内容 

従来の体位固定方法の問題点である①疼痛の発生②体位固定物品の多さと体位固定の煩雑さ③人員を要する、

の 3 点について検討し以下のような改善策を考案した。改善策作成にあたっては、呼吸管理の視点からも問題

がないことを麻酔科医師に確認し了承を得た。 

① 吊り上げていた上肢を腹部上に置いて固定し吊り上げない（写真２参照） 

② 体位固定用具の使用方法を変更することで体位固定を容易にする 

③ 体位固定方法を改良することで体位固定に必要な人員を減らす 

まずスタッフに新たな体位固定方法について口頭と文書による説明を行い、デモンストレーションを実施し

周知を図った。次に、実施期間内にフラクチャー体位手術についたスタッフと患者に調査用紙に沿って口頭で

質問を行うと共に、スタッフからの質問や指導依頼に対応した。取り組みを広めるため、フラクチャー体位手

術に対応する機会がなかったスタッフにはスタッフ間で固定方法の体験をしてもらった。実施期間終了後に全

スタッフにアンケートを実施し評価を行った。 

3 取組の結果 

①疼痛の発生に関しては、上肢を吊り上げず腹部上に置いて固定する方法に変更した（写真１･２参照）。手術を

受けた患者に術直後に疼痛の有無を確認した結果、疼痛が発生した人数は 0 人であった。今回、新型コロナウィル

スの影響で調査期間中の件数が 15件と少ない上に、術後訪問が実施出来ず直接患者に確認できなかった症例もあ

った。確認できた症例でも鎮静直後のため傾眠傾向にあったことなどを考慮すると、疼痛を軽減できたと断言する

ことはできない。しかしスタッフにデモンストレーションを実施し、実際に体位固定を体験してもらった結果から

は、「患者の負担が少ない」「しっかりとまっていた」「痛くない」と疼痛の発生を減少する効果があるとの評価を

得られた。 

②体位固定物品の多さと体位固定の煩雑さに関しては、従来の方法では a上肢にブルーラップを巻く b 上肢固定
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具を巻く c金属の棒に上肢固定具を固定する d すり抜け防止のため弾性包帯で固定するという４つの工程を要して

いたが変更後は aと d が不要となり２工程で実施でき手順を簡略化することができた。また上肢固定具から腕がす

り抜けてしまう危険も減少したため、途中で再固定する必要がなくなった。スタッフに実施したアンケートの回収

率は 97％で、より簡単に体位固定が出来たと評価したスタッフが 89%（25 名）、どちらともいえないと回答したス

タッフが 7％（2 名）であった。どちらともいえないとしたスタッフも、その理由として「覚えるまで方法の説明

用紙を確認しながら固定しなければならない」と回答しており、実践回数が増えることで解決できる内容であっ

た。また、包帯やブルーラップを使用しなくても固定できるようになりコスト削減にも繋がった。 

③人員を要するに関しては、必要物品が減ったこと、手順が減ったこと、固定のために固定位置で上肢を保持す

る必要がなくなったことにより問題を解消することができた。スタッフに実施したアンケートより「一人で固定で

きるようになった」との回答があり、少ない人数でも実施できる体位固定になったと評価する。 

【アンケートより得られたスタッフの意見】 

良かった点：固定した後に観察がしやすい、従来の方法より安定性がある、簡単に固定できる、2人で固定する必

要がなくなった、レクチャーを受けたのでやりやすかった、固定にかかる時間の短縮が出来た、腕がすりぬけなく

なった、物品が少なくてすむのでコスト低下につながる、患者の負担が少ないと思う、患者から不快の訴えがなか

った 

困った点：点滴刺入部の確認が難しい、体格の大きい患者だと固定できない、慣れるまで順番を間違えてしまいそ

うだ、点滴が患側の上肢に挿入されていると滴下が悪くなることがある 

4 今後の課題 

スタッフに実施したアンケートより、巻き方によってはマジックテープの角があたってしまうことや、安全帯の

紐が縛りにくい、固定時に固定方法のポイントなどをまとめたものを確認できるようなるとよいと意見があった。

上肢安全帯の形状を改善していくことと、固定方法のポイントをまとめた図表を必要時にスタッフが確認できるよ

うな仕組みを作っていく必要がある。また、末梢ラインが患側の上肢に挿入されていると滴下が悪くなってしまう

との報告もあり、その対策も含めて今後の取り組み課題とする。 

 

       従来の方法（写真１）                  新しい方法（写真２） 
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広尾病院 

テーマ名 

 感染防護具の衛生的で効果的な整理・整頓 
                                 サークル名 感染対策戦隊 コビッド・バスターズ 

メンバー名 診療放射線科 ◎金谷 知幸         
                                    〇山中 弘樹 鈴木 一平 
                                              向井 伶奈 庄司 康輔 
１ テーマ選定理由 

新型コロナウイルス（COVID-19）は全世界に広がり、わが国では緊急事態宣言が出されるなど、未曽有の

経験を余儀なくされている。新型コロナウイルス感染症患者を診療する上で肺炎の有無を確認する画像診断が

有効であり、疑わしい場合は胸部 X 線、あるいは胸部 CT 検査等の画像検査が行われている。診療放射線技師

は防護具を着用して検査を実施するが、防護具が十分に補充されず、個人防護具を個々人で管理し再利用せざ

るを得ない状況が続いていた。今回放射線科では、感染防護具の衛生的かつ効果的な運用を目標として、「個人

防護具の整理整頓」、「ポータブル撮影時の工夫」、「待合スペースの掲示物変更」の３点について QC 活動を行

ったので報告する。 
 
２ 現状と問題点、活動内容 

① 個人防護具の整理整頓 
従来は、マグネットクリップ等に名札を付け、個人管理を行っていた（図１）。しかし、スペースが手狭な

ため「持ち出し時に探しにくい」「埋もれている状態は衛生的に心配」という意見が多数あり、環境改善が必

要であった。 
② ポータブル撮影時の工夫 

放射線科では検査機器の消毒と、撮影業務にあたる職員による媒介を防ぐことが感染対策として重要である。

撮影室内の消毒はもちろん、注意すべきなのが病棟に訪問するポータブルエックス線撮影装置である。装置は

限られた台数で運用しているため、通常病棟と感染症病棟に同じ装置で訪問することもあり、ポータブル X 線

装置による感染拡大のリスクも考えられた。 
③ 待合スペースの掲示物作成 

 放射線科待合スペースの椅子には、４月以降「ソーシャルディスタンス」を呼びかける貼り紙がされていた

が、破損や紛失もあり、見た目の印象があまり良くなかった。 
 

３ 改善策、今後の取り組み等 
① 個人防護具の整理整頓 

衛生的な保管に必要な要件として「探しやすく、取り出しやすいこと」、「本人以外が触れる機会を減らすこ

と」、「保管場所の消毒がしやすいこと」を考慮し、個人用の N９５マスクやフェイスシールドを管理しやすい

ように１か所にまとめて保管する専用の棚を設置した（図２）。基本的に個人の収納場所を本人以外が触れる

ことは無く、接触による感染機会を減らすことができている。また、プラスチック製のため保管場所のアルコ

ール消毒が容易になった。 
 
 
 
       

                      図１ 改善前        図２ 改善後  
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② ポータブル撮影時の工夫 
ポータブル撮影装置本体をビニール袋等で防護し、二人一組で撮影を行うことをルール化した。患者さん

に向ける管球やフラットパネルの防護に加え、患者さんに触れる介助者と、装置のみに触れる撮影者に分け

ることで装置の汚染防止につながっている。（図３、図４） 

      
           図３ ポータブル X 線管球      図４ 撮影用フラットパネル 

③ 待合スペースの掲示物作成 
オリジナルデザインの貼り紙をラミネートし、差し替えを行った（図５）。わかりやすく親しみやすいデザ

インとし、英語表記による掲示も行っている。 

        
図５ ソーシャルディスタンス掲示物 

 
４ 今後の課題、取組の結果 
  今回の活動について、放射線科職員に対しアンケートを実施した。（回答数 21 件）（図６） 

職員による媒介のみならず、撮影室や撮影装置も感染症を媒介する可能性も低くはない。そのため、検査毎の

消毒やビニール袋等による機器の防護が非常に重要である。加えて、職員や患者が触れやすい箇所を把握し、可

能な限りゾーニングを行うことで、感染リスクを管理する取り組みが必要であると考える。今後も、放射線科の

検査を「安全」「スピーディー」「衛生的」に実施できるよう、職員の意見を取り入れながらアップデートしてい

く。 
 

① 個人防護具の整理整頓 
(1) 使いやすさ 
(2) 感染防止に効果的だと感じる 
 

② ポータブル撮影時の感染症対策 
(1) 使いやすさ 
(2) 感染防止に効果的だと感じる 

 
③ 待合スペースの掲示物変更 

(1)取り組みの満足度 
(2)感染防止に効果的だと感じる 

 図６ 放射線科職員に対する QC 活動におけるアンケート調査結果         
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広尾病院 
テーマ名 

安安全全でで満満足足度度のの高高いい食食事事提提供供をを目目指指ししてて  

                    サークル名 あつまれえいようの森 
                    メンバー名 栄養科 ◎宮崎 千春  ○石井 祥子  庄司 洋子  藤澤 なつみ                  

                                塚原 美樹   関口 知紗   不破 珠美                                

                     富士産業株式会社  田端 章子   綾部 祐二 
 
１１  テテーーママ選選定定理理由由  

 病院の食事は、入院生活の中で楽しみの一つである。しかし、治療上制限のある食事や食欲不振によって、必ずしも満足度

の高い食事を提供することは難しい現状がある。 
 また、食札に献立名を掲載しているが、主食や禁止食品のコメントによっては、提供している物と異なる献立名が表記され

ていることがあり、患者はもちろんの事、食事を提供する調理側も混乱のもととなっていた。 
 そこで、安全で満足度の高い食事提供を目指して取り組むこととした。 
 
２２  現現状状とと問問題題点点  

 （１）部門システムの都合上、食事コメントによっては、提供する食事と食札の献立名が異なることがある 
 （２）特別治療食など食事提供量が少ない患者にも、通常の大きさの食器で提供し、提供量に見合っていない食器となって

いる 
  （３）浸し料理は、茹で野菜に醤油パックを付けて提供しているが、醤油パックは患者自身で開けることが困難な事があ

り、看護師が介助をしている。また、醤油パックはコストも高い。 
 （４）昨年度末より、退院時アンケートにおける患者満足度の上位満足度の割合が低下している 
 
３３  改改善善策策  

 （１）部門システムの献立表記の変更 
 （２）料理の提供量に対して適正で、おいしく見える食器の検討 
 （３）醤油パックを提供、開封する手間がかからず、より美味しく食べられ、醤油パックのコスト削減ができる提供方法へ

の変更 
 （４）上記３点の改善により、リスクの軽減と患者満足度をアップさせる 
 
４４  今今後後のの課課題題、、取取組組のの結結果果  

 （１）部門システムの献立表記の変更 
  ①パン、麺献立時の変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  パン禁・麺禁のコメントがある場合や主食に全粥等が指定されている場合は、基本献立の主食がパンや麺でも指定された

物を提供する。しかし、食札献立表記は基本献立のパンや麺から指定の物に変更することがシステム上難しいため、基本献

立のままとなっていた。そのため、提供された患者や配膳する看護師から、「食札と違う主食が配膳されている」と度々連

絡があり、その都度説明をしていた。また、主食を配膳する調理師も、食札左上に表示されている主食も確認して配膳しな

ければならず、大変神経を使っていたが、間違えてセットしてしまうこともあり、インシデントの原因となっていた。 

  今回、提供する主食と食札に表示される献立名が同じになるように、システムでの登録方法をメーカーに確認し、システ

ムへの入力を行った。このことにより、配膳する主食を表記することができるようになり、「主食が違う」という問い合わ

せも減り、配膳する調理師からも「わかりやすくてよい」との意見があり、インシデント防止にもつなげることができた。 

  「炊き込みご飯」や「炒飯」のような味付き飯の時も、主食表記が同様であったため、現在システム構築中で、12月中

旬より対応できる予定である。 
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   ②特別献立患者の食札に献立表を添付 

    アレルギーや宗教対応がある患者には、対象の食品を除去するなど個別に献立を作成しており、基本献立と違う料理を提

供することが多い。そのため、食札の献立名に基本献立を表記すると実際に提供している物と異なることが多く、献立名を

表記していなかった。しかし、患者から「提供されている食事に、アレルギーの食材が入っていないか心配です」という意

見があり、献立表を添付し、提供している内容の詳細がわかるようにした。 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

患者からも「献立表をよく見ています」とのことで、関心が高いことが分かった。また、患者に安心して喫食してもらえ

るようになった。 
 

（２）新しい食器の導入 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副食半量や特別治療食で食事の提供量が少ない患者の食事も、今までは通常の大きさの食器で提供していたが、食器に対

して料理の量が少なく、多くの量を食べたい患者には物足りなく、食欲がなく少ない量でよい患者には大きな皿は圧迫感が

あり負担となっていた。 
  また、全量も半量もセットする食器の種類が同じため、配膳時にひと目見ただけで正しい量の料理が配膳されているかわ

かりにくく、確認作業にも手間がかかっていた。 
  今回、小さな主菜皿を導入したことで、患者からも「お皿の大きさがちょうど良くてよいです」「見た目もいいね」と評

判がよく、盛り付ける調理師からも、「キレイに盛り付けることができる」「判別しやすいので確認業務がしやすくなった」

という意見であった。 
  今後は、副菜の食器を含めた全体で、食器の見直しをしていきたい。 
  また、認知症のある患者向けに、ごはん（お粥）が見えやすい食器やワンプレートの食器の導入も、検討中である。  
  
（３）醤油パックを提供、開封する手間がかからず、より美味しく食べられ、醤油パックのコスト削減ができる提供方法へ

の変更 
  お浸しは茹で野菜に醤油パックを付けて提供しているが、醤油パックが1個3.4円とコストが高い事、醤油パックを開け

る手間がかかる事、料理の配膳において醤油パックを添付する調理師が1人必要になる事が問題となっていた。 
そこで、野菜を醤油で和えて味付けをして提供するように変更した。これにより、浸し一人当たりの醤油代が3.4円から

0.6円となり、2.8円のコスト削減となった。また、患者や看護師の開封による手間軽減、添付する調理側の手間の軽減に

つながった。また、醤油パックで別添えするより、醤油で和えて調理することで味がなじんで、より美味しく食べられるよ

う工夫した。 
 
 （４）満足度アップによるサービス向上 
  これらの改善は、9月～11月に行っており、退院時アンケート調査結果や嗜好調査結果の患者満足度の結果としてまだ

表れてきていない。今後も、患者意見を参考に、満足度アップによるサービス向上により、患者の喫食量アップにもつな

げ、治療効果向上に努めていきたい。 
 
５５  引引用用・・参参考考文文献献  MARUKEI 業務用メラミン食器総合カタログ2021-1、退院時アンケート調査結果、嗜好調査結果  
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テーマ名                                          広尾病院 

コロナになっても元気で帰るぞ！ 

                       サークル名 打倒！コロナ 

    メンバー名 看護科 中田あかね 菅野雅美 尾崎祐美  

 

１ テーマ選定理由 

 2020 年コロナウイルスの感染が拡大、広尾病院も感染患者の受け入れを２月より開始し、当病棟では 4月 20 日

よりコロナ感染患者の受け入れを開始した。 

入院患者は感染拡大の予防のため退院まで病室内隔離を強いられる。看護職員は感染予防対策のため、１回の病

室入室が短時間で済むようケアを工夫している。入院患者の 40%は 65 歳以上の高齢者である。高齢者は短期間の入

院でも身体機能が低下し、元に戻るまで時間がかかることが多い。入院中の患者は、発熱や倦怠感などの症状から

臥床傾向にあり、四方カーテンで囲まれている空間で 1日を過ごすことで外からの刺激も少ない。そのためコロナ

に罹患した患者の身体機能・認知機能の低下がなく元の生活に戻れるよう、患者サービスが提供できるのではない

かと考え取り組んだ。 

 

２  現状と問題点 

リハビリテーションの介入ができず、患者は呼吸困難、咳、倦怠感などから臥床がちとなり入院前より ADL が低

下しやすい状態であった。また入院による環境の変化や、訪室頻度が減ることによる刺激が少なく、認知機能も低

下しやすい状態となっている。そのため、ADL を維持するために病室内でできるリハビリや、認知機能を維持する

ために脳トレができる働きかけを検討した。 

また、隔離された環境や家族から離れて過ごすこと、特に高齢者は対面ができないことから孤独感、疎外感を感

じている。家族は入院中の経過を知らないことで、自宅退院後の状態を想像できなく不安を持つ可能性がありリモ

ート面会を検討した。 

 

３ 改善策、活動内容 

病棟内に医師と患者とのコミュニケーションツール用の ipad が設置されており、ipad のリモート機能を利用

し、患者や家族への有効的な関わりからサービスが向上できるのではないかと考え 4つの取り組みを実施する。 

１）ADL を維持するためのリハビリを当院の理学療法士に相談し、日中の検温時に ipad を使用、座位でできる体操

等の動画を流し看護師と実施する。 

２）認知機能を維持するための介入は、患者はどのような日常を過ごしていたか家族や施設職員から情報収集を行

い、隔離された病室でも入院前と同じような自宅や通所施設で行っていた運動や脳トレなどを取り入れ過ごせるよ

う努める。 

３）孤独感、疎外感を感じさせないため、家族が病棟に来棟した際、看護師から家族に ipad を使用しての面会が

可能であることを伝える。 

４）不安なく自宅退院ができるために、ipad を使用した家族指導を行う。 

 

４ 取組の結果、今後の課題 

１）ADL を維持するためのリハビリ 

ADL を低下させない取り組みについて、65歳以上で日常生活援助が必要な患者を対象とし、期間中４名実施が出

来た。ベットサイドで可能なリハビリテーションについては、当院の理学療法士に相談し、①筋力トレーニング

（寝てできる運動、座ってできる運動）②有酸素運動の実施が有効であると助言を受けた。日中の検温時に ipad

を使用、座位でできる体操等の動画を流し看護師と実施した。まず、患者に承諾を得るために目的と方法を説明し
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た。説明直後患者からは消極的な反応がみられたが、日々実践していく中で、決められたプログラムの回数より多

く運動が出来るようになった。また、「歩きたい」など前向きな発言が聞かれ、意欲的な反応も見られるようにな

った。入院時と退院時の日常生活機能評価票、必要度 B項目を比較すると、入院時の ADL を維持しているか上昇し

ており ADL が低下している患者はいなかった。 

２）認知機能を維持するための介入 

認知機能を低下させないための取り組みについて、入院前、患者はどのような日常を過ごしていたか家族や施設

職員から情報収集を行った。施設で脳トレを得意としていた患者にはインターネットから簡単な計算やパズルなど

を印刷して脳トレを行った。また、運動を日課としていた患者には ipad に映してラジオ体操を行った。隔離され

た病室でも入院前と同じような日課を過ごせるよう努めた。その結果、生活リズムが整い、不穏行動なく夜間も良

眠することができた。 

３）孤独感、疎外感を感じさせないための面会 

孤独感、疎外感を感じさせない取り組みについて、家族が病棟に来棟した際、看護師から家族に ipad を使用し

ての面会が可能であることを伝えた。家族からは「施設では何か月も会えなかった。まさかこんな風に会って喋る

ことができるなんて思わなかった」「面会できると思わなかったのでよかった。顔が見られて嬉しい」と肯定的な

意見が聞かれた。ipad 越しに誕生した孫の姿を見て生きる気力が生まれ自宅退院された方もいた。また、重症で改

善が見込めない患者の動画を撮影し、面会できない家族へ動画を見てもらうことで、逝去時「生きている姿を見せ

てもらえ家族や親戚にも見てもらえた。面会しているようだった」と家族からの言葉が聞かれた。ipad を使用した

面会は 15件実施できている。 

４）不安なく自宅退院ができるための家族指導 

不安なく自宅退院ができるための取り組みについては、口腔外科で下顎切除術後、擬陽性患者の妻より、退院後

に向けて食事形態や食事の食べ方、薬の飲み方など様子を知りたいと希望があり、食事中の患者を ipad を使用し

観察した。妻より、食事形態や自助具について積極的な質問に対応した。患者は自宅へ退院することが出来た。ま

た、家族が濃厚接触者であるため病院入口までしか来られない場合は看護師が ipad で患者を動画撮影し病院入口

で家族に動画を見せた。その結果、家族より親族にも動画を見せたいと希望があり家族のスマートフォンで撮影し

帰宅した。ipad を使用した家族指導について、実際に見て頂くことで家族がイメージを持ちやすく、退院後の生活

が想像できたと考えられる。 

隔離生活が強いられる入院生活で、ipad のリモート機能を利用し、患者や家族への有効的な関わりからサービス

が向上できたと考える。限られた時間や回数の中で、患者の ADL を低下させずに元の生活に戻れるように入院生活

の質を高め、今後も ipad のリモート機能を利用し、患者家族への有効的な関わりとサービスの向上を継続してい

く。 
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広尾病院

テーマ名：振り向けば彼女がいる 

サークル名：空間無視への理解を深める 

メンバー名：510 病棟看護部 松下、佐藤 リハビリテーション科 秋山 

       脳神経外科 吉田、堀野 

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  

東京都立広尾病院 510 病棟は、脳神経外科、整形外科患者が主として入院診療を受けてい

る。特に、救急疾患が多いため、脳卒中患者の取り扱いが多いことが当病棟の特徴でもある。

一般的に、脳卒中による右大脳損傷の約 4 割程度は左半側空間無視が出現すると言われて

いる。半側空間無視があると、ADL の妨げになるため、機能回復のリハビリテーションが早

期より必要である。しかし、 

• 当院は急性期病院であるため、リハビリテーションの時間制限 

• 患者さん自体は、ずっと半空間無視、関心なくても過ごせる、困らない 

• コロナ禍での家族への協力を得ることができない、刺激が少ない 

医療従事者側にとっては、「何とか空間無視が良くなって欲しい。」と考えている。しかし、

いつ、どこで、誰が、どのように対応すると空間無視のある患者に対して、医療従事者が、

効果的な接し方や日常診療の方法は具体的には定まっていない。更に医師、看護師、理学療

法士の空間無視のある患者に対して、その病状の共通認識や今後の方向性を確認する機会

は 510 病棟にはない。そのため、医療従事者に、患者の空間無視に対する共通認識が必要と

思われた。そこで、以下のことについて今回の QC活動することにした。 

  個々の患者の空間無視についての認識を多職種で確認する 

  個々の患者の空間無視における療養中の問題について意見交換を行い（主として食事）、

その改善できることを抽出して実行した 

この活動において、510 病棟に常設しているミーちゃん（会話のできる人形）を利用して、

多職種で協力して、少しでも患者が空間無視する領域に対して関心を持ってもらうことが

できないかを考えた。 

２２＞＞活活動動内内容容  

まずは、空間無視の現状を把握するために、ご協力を頂いた患者にウエラブルカメラを装

着して食事をして頂いた。その食事の様子を患者目線でどのように食事を摂取しているか

を撮影し、そのデータを PC 上で、多職種で集まり画像を供覧した。そこでの＜空間無視の

症状の気づき＞を抽出し、意見交換を元に、具体的な改善策を立てた。その改善策をスタッ

フの共通認識にするため、伝達方法として多職種カンファレンスのテンプレートを使用し

て電子カルテ上に記録を残した。また、改善策の実行し、日時を改めて食事風景の撮像を行

ない、PDCA サイクルを元に改善策をブラッシュアップした。＜写真１＞は実際の患者目線

での食事風景であり、＜写真２＞のようなウエラブルカメラを患者頭部に装着して撮影を
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行った。カメラは患者目線に沿うように装着し、約 10~20 分程度の撮影を行った。 

（写真１） （写真２） 

下表に実際にご協力を頂いた患者４名の要約を示す。 

No. Age 病名 症状 

1 48 脳出血（右視床） 左半身麻痺、視野障害 

2 71 脳梗塞（右中大脳動脈領域） 左半身筋力低下、半空空間無視 

3 56 ICH（右被殻） 左半身麻痺 

4 76 脳梗塞（左中大脳動脈領域） 右半身筋力低下、認知症 

開始当初は装着や撮影に難渋することもあったが、カメラ装着マニュアルを作成すること

で担当看護師が簡易的に装着できるようにした。 

４名中３名では食事の際の問題点の抽出することができ、食事の配置や環境整備を行うこ

とで空間無視による食事の食べ残しが減っていることが確認できている。特に、左半身麻痺

の患者に協力を頂き、食事の際に左手をテーブルにおいて、その先に人形を設置した。人形

への注意関心が高まることで、麻痺側である左手の視認を確保できること、食事における左

側への関心も高まり食べ残しが減ることが確認できた。（患者風景参照） 

３３＞＞改改善善策策、、今今後後のの取取りり組組みみ  

この取り組みを行うことで、担当ではない看護師の関心も高く食事風景の観察する姿が見

受けられた。患者への注意の動機付けのみならず、空間無視に対する医療従事者側の関心も

高まっていることを感じている。4 名中 1名で、カメラ装着により注意散漫になることも確

認できたことから、カメラ装着の適応や方法についての改善策が必要と考える。 

今後の取り組みは、空間無視について本当の患者目線での様々な日常生活活動を多職種で

の理解を深め、その患者に応じたテーラメイド対応を行なっていきたい。 

＜患者風景：人形をテーブルに設置して左側への意識を高めている＞ 
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