
 

 

令和２年度 テーマ別改善運動報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多摩南部地域病院 
 

－169－





多摩南部地域病院 

テーマ名 

患者支援センター体制整備 ～多職種連携・強化に向けて～ 
 

サークル名 入院前から支えたい♡ 

メンバー名 看護部 ◎早田 千賀 ○綿谷 孝保  林 加奈 

             薬剤科  畠山 卓 

             栄養科  米田 杏子 

 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

患者支援センターは、患者中心の医療を提供するため、多職種職員が協働し、地域の関係機関との連携強

化を図り、受診、入院前から退院までシームレスな患者支援を行うことを目的としている。当院は平成 26年

4月20日に患者支援センターを開設し、平成29年より入院時支援加算算定要件を満たす支援体制を整えた。

当初は、人工膝関節全置換術（以下 TKA）・人工股関節全置換術（以下 THA）・退院後に医療処置を導入する予

定入院患者を対象とし、退院困難な問題を早期に把握し支援につなげ、患者の意思決定支援および病棟との

情報共有に努め、入院期間の適正化に取り組んでいる。このような取組を PFM（Patient‐Flow‐Management

（以下 PFM と略す）といい、質の高い、効率的な医療の提供を目指している。これまでは、薬剤師・管理栄

養士が常駐していないことにより、看護師による抗血栓薬中止指示に伴う薬の確認、薬剤・食事アレルギー

の有無等を聴取していた。そのため、時間を要し患者を待たせてしまうことや、安全の観点からの専門的な

情報提供が不足していた。今回、令和 2 年度より患者支援センター職員の定数配置に伴い、入院時支援加算

１を取得、多職種との更なる連携強化のため、患者支援センター体制整備に取り組んだ。 

 

２ 活動内容 

今回、（１）入院説明の予約制導入（２）患者支援センターにおける多職種連携強化（３）入院時支援加算

１取得の３点について取り組みを行なった。 

 

（１） 入院説明の予約制導入 

入院決定後、患者支援センターにおいて、事務職・薬剤師・管理栄養士・看護師からの入院前説明と情報収

集が行われ１時間程度の時間が必要となる。さらに、多職種職員が他業務中は、迅速に対応できず患者の待

ち時間の延長や十分な説明が出来ない事も予測された。これらを改善するために、入院説明に対する予約枠

を新設した。予約方法については、入院決定後、「入院説明の予約について」の用紙をもとに説明し、予約日

の調整は外来での検査日に合わせて予約が取得できるよう配慮している。結果、予約による充分な時間をと

ることで、患者の拘束時間が短縮し精神的・身体的負担の軽減に繋がり、落ち着いた環境で説明と情報収集

ができている。 

（２）多職種連携強化 

配置人数の増員に伴い、患者支援センター説明ブースに個室を２部屋増設し、プライバシーに配慮できる

ようにした。看護師は４人から６人へと２人増員、薬剤師・管理栄養士も常駐となった。多職種職員が顔を合

わせて情報共有することで、患者の支援計画について共通認識が図れ、専門的な質問に対しても早期解決に

繋げることができ今まで以上に密な連携となっている。また、不定期だが、多職種職員と業務についての話

し合いを設け、問題解決に取り組んでいる。看護師は聴取した情報をデータベースに入力し、看護相談係、病

棟看護師と退院支援が必要な患者の情報を共有し連携することで、安心・安全な入院準備、入院生活、退院後

の生活につながるよう充分なサポートに努めている。薬剤師は、主に、対象患者の常用薬を確認し、医師の休

薬指示に該当する医薬品を調べ、患者に術前の休薬説明をしている。管理栄養士は、栄養評価、食物アレルギ

ーや食事形態の聴取、必要に応じて栄養食事指導を行い、得られた情報を入院後の栄養管理に繋げている。 

（３）入院時支援加算１ 

入院時支加算１取得に向けては、TKA・THA・退院後に医療処置を導入する患者に加え、全身麻酔で手術をす

る患者も対象とした。入院決定した患者に対して算定要件の必須８項目に沿って「患者支援センター療養支

援計画書」を作成し、入院前より看護師による患者情報の把握、退院困難者のスクリーニング、管理栄養士に

よる栄養状態の評価、薬剤師による服薬中の薬剤の確認、事務員による入院生活の説明実施を示す内容とし

た。また「PFM フローチャート」を作成し、多職種職員がスムーズに対応できるようにした。その他、診療報

酬改定に伴い「入退院支援計画書」「スクリーニングシート」を見直し、適切な支援につながるよう、病棟へ

の周知を行なった。また、確実な算定に繋がるよう加算取得の仕組みを関係部署に説明している。表１、図

1、２に入退院支援加算、入院時支援加算の収益、件数の状況を年度別に比較したが、取り組みにより増収に

つながり、病院経営に貢献できている。 
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３ 改善策、今後の取組等（予定） 

（１）ワンストップ方式導入に向けて 

入院前説明の際、各専門職種が配置されているブースへ患者が移動するため高齢者、機能障害のある患者

は、移動の負担が大きい。ワンストップ方式を取り入れ、患者が動かず、医療・事務スタッフが交替するこ

とで、移動負担を軽減する取り組みを整備している。 

（２）入院説明による退院支援スクリーニング 

対象患者の支援が適切であったか評価・検討していく。 

（３）手術前訓練の説明 

手術目的で入院の場合、術前訓練等の説明までは行えていない。入院前説明時に訓練の様子等を動画視聴

や演習をしてもらう等、実践的な指導を行い、術後の合併症の予防に繋げていく。 

（４）タブレット端末による検査説明の導入 

検査説明を受けるまでの待ち時間の間に、タブレット端末を利用した検査説明を視聴してもらい、視覚情

報を用いることで、より検査のイメージ化が図れるよう検討している。 

（５）ワンタッチコール導入に向けて 

患者から説明の待ち人数や順番が分からないとの意見がある。そのため、患者に受信機を持ってもらい説

明の順番が来たら知らせるワンタッチコールの導入を検討している。患者は説明ブース前の椅子から離れる

ことができ、名前を呼ぶ事がなく、プライバシーに配慮したスムーズな対応となり、患者サービスの向上に

つながると考える。 

（６）患者支援センターの機能、役割、取り組みの周知活動 

入院のお知らせに患者支援センターの役割や取り組みを掲載し、患者が相談しやすいようにする。また、

ポスターでの掲示、病院ホームページへの掲載に着手していく。 

                                      

 

表表１１  入入退退院院支支援援加加算算、、入入院院時時支支援援加加算算のの年年度度別別収収益益状状況況  

  令令和和元元年年  令令和和 22 年年  増増減減値値  

入入退退院院支支援援加加算算件件数数  （（660000 点点））  11,,441199 件件  22,,000000 件件（（見見込込みみ））  ▲▲  558811 件件  

収収益益  885511 万万 44,,000000 円円  11,,220000 万万円円  ▲▲  334488 万万 66,,000000 円円  

入入院院時時支支援援加加算算件件数数  （（220000 点点＋＋223300 点点））  116600 件件  220000 件件（（見見込込みみ））  ▲▲  4400 件件  

収収益益  3322 万万円円  4466 万万円円  ▲▲  1144 万万円円  

 

表表２２  入入院院説説明明予予約約、、対対応応件件数数      

件件数数  88 月月  99 月月  1100 月月  計計  

入入院院説説明明のの予予約約対対応応  1133  1166    2299  

入入院院説説明明のの当当日日対対応応  4444  5500    9944  
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図図１１ 入入退退院院支支援援加加算算件件数数 年年度度別別比比較較

（（令令和和元元年年、、２２年年 ４４−−９９月月））

入入退退院院支支援援加加算算１１令令和和元元年年 入入退退院院支支援援加加算算１１令令和和22年年
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図図２２ 入入院院時時支支援援加加算算件件数数 年年度度別別比比較較

（（令令和和元元年年、、２２年年 ４４−−９９月月））

入入院院時時支支援援加加算算22  ((220000点点))  令令和和元元年年

入入院院時時支支援援加加算算１１＋＋22（（223300点点＋＋220000点点））令令和和22年年

上上昇昇傾傾向向  上上昇昇傾傾向向  

件件数数  
件件数数  
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多摩南部地域病院 

テーマ名       小さなことからコツコツと❣ 

～患者さんにやさしい生理検査室を目指して～ 
 

サークル名 あつまれ！KENSA の森♠ 

メンバー名 検査科 ◎土門茉利奈 瀧澤美佳 

          ○田原真琴 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 生理検査への案内に関して、生理検査室受付に辿り着けない方や、実際に検査を始めようとして呼出

しても居ない方など、検査室を迷われている患者さんが比較的多くいる事に着目した。この迷われてい

る患者さんの行動を観ると、原因として院内の構造上の問題・掲示物の問題が考えられた。今回、患者さ

んが迷うことなくスムーズに移動できることを目指して、掲示物の改善を行い、その問題解消を試みた。

また、技師側も案内業務の負担軽減により、検査への集中に期待でき、患者サービス向上と業務改善に

つなげられると考え、本テーマを選定した。 

 

患者さんが迷ったり、呼び出しても入室されないなどの原因として、以下の２点と考えられた。 

１）院内構造上の問題：採血室のような受付窓口がない 

２）掲示物の問題：見にくい、わかりにくい、少ないが問題 

 

① 掲示物が見見ににくくいい→遠目から見ると、文字が小さく見えにくい。 

② 掲示物がわわかかりりににくくいい→文字が羅列しわかりにくい。 

③ 掲示物が少少なないい→案内掲示が少なく、入室に躊躇したり診療券の提出をしなかったりする。 

 

２ 活動内容 

院内構造上の問題は建物の多大な修繕が必要となるため、今回は掲示物の見直しを行った。 

誰でも見やすく！わかりやすく！をコンセプトに文文字字をを大大ききくく、見見ややすすいいフフォォンントト、色色ををつつけけ、 

内内容容はは簡簡潔潔にに、イイララスストトをを入入れれるることに念頭をおき作成した。また、案内を強化するため新しく掲示

物を作成した。作成の際には、東京都のユニバーサルデザインガイドラインを参考にした。 

改善前後で状況調査を行い、評価した。 

 

３ 改善、今後の取組等（予定） 

 ３-１）掲示物示物の改善  

①掲示物が見見ややすすくくななっったた！！  

    掲示を大きくし、部屋の中に入ってもらえるように案内を追加した。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

②掲示物がわわかかりりややすすくくななっったた！！ 

イラストを入れ、内容を簡潔にし、誰にでも伝わりやすくした。 

 

 

 

 

 

 

 

 《改善前》 《改善後》 

 《改善前》 《改善後》 
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③掲示物が増増ええたた！！ 

受付に診療券が必要だが、提出してもらえないことが増えたため、案内を強化し、提出を促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３-２)迷っている患者さんの状況調査 

《方法》 

実施期間：①改善前 2020 年 8 月 4 日～8月 11 日（うち平日 8日間）  

       ②改善後 2020 年 8月 14 日～8 月 25 日（うち平日 8 日間） 

実施方法：受付クラーク及び、検査技師の目視で迷っている方、お呼びしても検査室に入ってこない方

をカウント。 

《調査結果》 

  

 

 

生理検査受付に入ってこなかった人の割合は、16.6％から 4.5％へ減少した。(図１) 

超音波検査の受付番号が呼ばれても入室しなかった人の割合は 15.7％から 3.2％へ減少した。(図２) 

 

 

３-３)まとめ 

掲示物の文字の大きさ、見やすいフォント、色付け、簡潔な内容、イラストを入れる、などの工夫を

し、見やすく・わかりやすく・増やしたことで患者さんに掲示を読んでもらうことができた。 

その結果、 

① 生理検査室前で迷っている人が少なくなった 

② 検査に集中できるようになった 

③ 『見やすくなった』と言ってもらえるようになった 

患者サービス向上に寄与し、業務改善につなげることができたと考えられた。 

 

 

３-４)今後の取り組み 

今回、QC 活動期間が短かったこともあり、案内表示のみに着目した。検査室の配線や環境整備などその

他にも日常業務のなかで気がついたことをまとめ、より患者サービス向上、業務改善ができるように、

検査環境の改善に今後考えていきたい。 

図 1 
図 2 

《改善後》 
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多摩南部地域病院 

テーマ名 

術前休薬、じょうずにできるかな？ 
サークル名 お薬てちょうといっしょ 

メンバー名 薬剤科 ◎芝崎 宏幸  岩鼻 優  柿内 みず季 

           下城 葉月紀 

 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 

出血を伴う手術・検査を行う際、抗血栓薬（血をさらさらにする薬）を服用中の患者は事前に

休薬する等の対応が必要になります。抗血栓薬以外にも糖尿病用薬やホルモン薬など一時中止が

必要な薬、処置内容によって休薬期間が異なる薬、同一成分でも複数の名称がある薬など様々な

薬に注意が必要であり、医師-患者間のやり取りのみでは休薬を正確に行うことが難しい現状に

あります。 

抗血栓薬休薬の説明について、当院では以前から患者支援センターにて看護師が対応してきま

した。本年 4 月より薬剤師も患者サービス係の一員となり、外来患者との面談を実施、常用薬内

容の情報収集と手術および検査前休薬に関する説明を行っていく体制を本格始動しています。 

患者面談の際に効果を発揮するのが『お薬手帳』です。高齢患者が増え続ける昨今、本人の薬

剤理解がたとえ曖昧であったとしても、服用歴を一目で把握することができるなど、常用薬の内

容を正確に知るための強力なツールと言えます。 

このように『お薬手帳』は情報収集の優等生ですが、残念な話が担当薬剤師より聞かれること

があります。「お薬手帳を持って来ていなくて、その場では何を飲んでいるのか分からなかった」

と。この場合、患者には後日再来院や電話連絡を行っていただく対応をとっていますが、患者・

スタッフ双方の負担増大となる、電話連絡では正確な薬剤情報収集と説明が行えないリスクがあ

るなどの問題が生じています。すなわち患者支援センターの業務の中で一部患者について、常用

薬内容の把握と説明をスムーズに行えていない点が現在の課題であり、その解消が本活動の選定

理由となっています。 

 

２ 活動内容 

 

  本活動は「外来患者におけるお薬手帳の持参率向上を目指し、後日対応を行うことなく常用薬

内容の確認を完遂する。これにより、すべての患者で適切な休薬を行えるようにし、より安全且

つ安心な手術・検査につなげていく」ことを目的とします。そのためには患者一人ひとりの行動

変容、お薬手帳の重要性の再認識が必要と考え啓発運動の形式で検討を重ねていきました。 

   

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

   

 [改善策] 

  当院では予約電話の際、受診時にお薬手帳を持参するよう伝えており、再度必ず伝えるよう徹

底してもらいました。その上で外来患者の動線に合わせた以下３つの改善策を講じました。 

〈改善策①：啓発ポスターの作成〉外来受診の待ち時間に目に付くよう、各外来ブースに啓発ポ

スターを掲示しました[図①]。また薬剤科窓口の番号表示板にもポスター内容が表示されるよう

設定しました（8 月中旬）。 

 〈改善策②：ホームページへの掲載〉来院前患者へのアプローチとして病院ホームページのトッ

プ画面に薬剤科のコーナーを設けました[図②]。さらに、ポスター内容を補強する特設ページへ

のリンクを作成しました（９月下旬）。 

 〈改善策③：外来ファイルへの啓発カードの添付〉外来患者が持ち運ぶ外来ファイル（予約券入

れ）に啓発カードを貼付しました。啓発カードは複数パターン用意しました[図③]（11 月上旬）。

外来ファイルは外来受付で回収されるまでの間は手元にあるため、患者の目に必ず入ることにな

ります。 
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図① 啓発ポスターの作成          図② ホームページへの掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図③ 外来ファイルへの啓発カードの添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 [活動の結果] 

  患者支援センターでの薬剤師業務における、「総対応件数に対する後日対応件数の割合」を月

ごとに算出したところ、月数経過ごとに割合の減少が認められました[表 1]。この減少は活動前

の 7 月より生じており、本活動が反映されているかどうかを評価することはできません。ただし、

減少傾向は現在まで続いており、一定の効果は得られていると考えます。啓発活動の性質上、長

期の観察が必要であり引き続きの集計作業を行っていく予定です。 

  [今後の取り組み] 

   今回私達は来院前から受診時までの患者の動きに合わせた活動を行ってきましたが、受診を終え

た後に対して取り組みの余地が残されていると考えます。院外処方箋発行率が 90％以上であること

を考えると、院外薬局と協同し地域全体の取り組みとして活動を広げることが重要です。以前より

薬薬連携として、南多摩薬剤師 

  会とはお薬手帳を使用した活動 

を行っています。この地域連携 

をさらに充実させることで、患 

者の皆さんがじょうずに休薬を 

行えるように支えていきたいと 

考えています。 

 

 

 

 

 

特設ページへ 
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多摩南部地域病院 

テーマ名 

足並み揃えてアレルギー対策！ 
サークル名 共通にんしきーず★ 

メンバー名 栄養科 ◎鈴木 香菜、亀田 孝子、大嶋 茉由、横山 智子 

          陶山 百合子、菅原 紀子、米田 杏子 

ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽﾍﾙｽｹｱ（株）吉田 智子、田口 拓也 

 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

わが国の食物アレルギー患者数は年々増加しており、様々な食材にアレルギーが認められるよう

になっている。当院でも多様な食物アレルギーに対して、原因食材の除去食を提供している。除去

の程度には個人差があり、当院では除去範囲によって、「禁止」と「アレルギー（完全除去）」の２段

階に分けて対応している。そのため、精度の高い調理・配膳作業に加え、的確な問診・食事オーダが

必要であり、看護師、管理栄養士、調理従事者の協力が欠かせない。しかし、アレルギー対応につい

て院内の共通認識が不十分な現状があった。また、今年度に入り、アレルギー関連の誤配膳が多く

発生していた。 

    そこで、食物アレルギー患者に安心・安全な食事を提供するため、院内でアレルギー対応につい

て共通認識を持ち、誤配膳防止の対策を行うことを目的として本テーマを選定した。 

現状の問題点として以下の３点が挙げられた。 

（１）アレルギー対応に対する管理栄養士間での認識のずれ、看護師の認知不足 

  （２）誤配膳の要因分析に調理現場の意見を十分に反映出来ていない 

  （３）調理従事者の意識・認識不足 

 

２ 活動内容 

 （１）アレルギー対応の認識統一・認知度向上 

 （２）科内全員による誤配膳要因の抽出と対策 

 （３）調理従事者の意識・認識の強化 

   

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

 （１）管理栄養士間で認識を統一し問診票を改定、当院の食物アレルギー対応について病棟に周知 

 （２）誤配膳リスクについて科内でアンケート調査を実施、食札の改善 

 （３）朝礼時の禁止・アレルギー情報伝達方法の改善 

  今後の取り組み：病棟との情報共有と誤配膳防止のための業務改善の継続 

 

４ 活動の詳細 

 （１）アレルギーの対応の認識統一・認知度向上 

  ①科内での認識統一と問診票改定 

   科内職員の入替わりにより、管理栄養士間で「禁止対応」と「アレルギー（完全除去）対応」の区

分けに若干の認識のずれが生じていた。患者に問診を行う職員と、除去食の献立を作成する職員が異

なると、除去する食物の範囲に差が出てしまい、安全な食事提供ができない。そこで、除去範囲をマ

ニュアル化するとともに、食物の除去範囲を具体的に示した問診票を作成して標準化を図った。 

②看護師に対する説明会の実施 

 看護師が患者の食物アレルギー情報を聴取した際は、栄養科に連絡が入る。管理栄養士は詳細を聞

き取り対応を決定し、食事オーダ入力を依頼するが、当院の

アレルギー対応と食事オーダ入力方法について認知されて

いないことが多く、繰り返し説明していた。病棟のアレルギ

ー対応の現状を知るために、４名のリーダ看護師に聞き取り

を行ったところ「禁止対応とアレルギー対応の違いが分かり

難い」、「オーダ画面のどこに食事コメントがあるのか分かり

難い」という意見が挙がった。そこで、全病棟の協力を得て、

「禁止対応」と「アレルギー（完全除去）対応」の区分けや
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食事オーダ入力時の注意点について説明会を開催した。 

 

（２）科内全員による誤配膳要因の抽出と対策 

    通常、インシデント発生時には、当事者と調理業務受託会社の責任者から聴取をして、要因分析

と対策立案を行っている。今回、調理・盛り付け・配膳車への入れ込み・配膳・事務などの様々な立

場から率直な意見を集めるため、全栄養科職員を対象に誤配膳についてのアンケート調査を実施し

た。その結果、誤配膳を起こす原因として、以下の意見が挙げられた。 

・食札にラインマーカーが多く付けられていたり、文字が小さくて見にくい 

   ・禁止対応やアレルギー対応が多く、トレーへのセットや確認が煩雑 

   ・少人数で時間に追われながら作業をするので、余裕がなくなり焦ってしまう 等 

その中で、一番意見が多かった「食札が見にくい」ことを解消するために、以下の２点に取り組

んだ。 

   ①食事コメントの精査 

    食札は 8.2 ㎝×12 ㎝の紙で、限られた面積の中に病棟・患者氏名・食種・献立・食事コメント（禁

止対応・アレルギー対応・付加食品等）等の多くの情報を掲載しているため、文字サイズの拡大は

難しい。食事コメントが多く掲載されているとより見にくくなるため、コメントを減らすことがで

きないか検討した。「魚禁」と「青魚禁」など内容の重複したコメントが入力されていることがある

との意見が挙がり、定期的に食事コメントを精査し、不要なコメントを削除することとした。 

②ラインマーカーの削減 

    食札にはコメントの内容毎にラインマーカーを引いて注意喚起を行っているが、マーカー部分が

多いとかえって注意するべき点が分かり難いのではないかと考えた。そこで、コメント毎にマーカ

ーが必要か給食受託会社と検討を行った。その結果、禁止・アレルギー対応や付加食品の付け忘れ

防止のため、大部分は必要であると分かった。一方で、同姓患者を抽出して氏名部分をマーカーで

囲っていたが、実際にはマーカーが無い患者もフルネーム・ID・食種で確認しており、作業時間の

割にマーカーは活用されていないことが分かったため、これを中止することとした。 

 

（３）調理従事者の意識・認識の強化 

これまでの朝礼では、事務担当者がアレルギー患者の有

無のみを周知していた。そのため、具体的に誰が、どのよう

に注意すべきか分からず、調理従事者の意識・認識が不足し

ていた。また、事務担当者のみが注意喚起を行っており、全

員で誤配膳を防止する意識は低かった。 

そこで、当日の献立で該当する料理、食材、代替の料理、

注意するポイントについて、調理担当者が呼びかけ、全員で

確認するようにした。 

 

５ 結果 

  （１）管理栄養士間で認識を統一し、具体化した問診表を作成したことで、全員が同じ対応をするこ

とが出来るようになった。さらに、科内職員が入れ替わっても同じ対応を継続することができる。

また、病棟での説明会終了後は「禁止とアレルギーの違いが分かった」、「食事オーダを入力する上

で食物アレルギー対応についてしっかり理解しないといけない」等の意見が聞かれ、看護師の認知

度向上に一定の効果があったと思われる。 

  （２）コメントの精査、ラインマーカーの中止で食札が見やすくなり、事務作業時間を 1 食あたり約

8 分削減出来た。削減した時間を配膳前の食事確認に充てることができ、余裕をもって作業を行える

ようになった。禁止やアレルギー関連の誤配膳は、8 月以降発生させていない。 

  （３）朝礼で具体的な注意喚起を開始してからは、事務・調理担当以外の職員からも、アレルギー対応

について職員間で対応を確認し合うなど、調理従事者に積極的な態度が見られるようになった。 

 

６ まとめ 

   食物アレルギー患者に安心・安全な食事を提供するためには職種を超えて協力し、業務の見直しを

継続することが必要である。今後も病棟と連携をとり、科内全員で誤配膳防止に取り組んでいきた

い。 
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多摩南部地域病院 

テーマ名 医療被ばくでガンになるの？ 

～あなたの疑問にお答えします～ 

     
サークル名 被ばく Counselor 

メンバー名 放射線科 ◎細野 忠俊 ○加藤 茂  西川 絵美  

            伊東 満耶  藤木 美穂        

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 

現在、放射線医療が広く利用されており、新しい手法や機器の導入とともに、高度化を続けて

いる。このように放射線医療が人々に大きな利益をもたらしている一方で、患者の医療被ばくは

増大しており、先進国では国民の受ける自然放射線と人工放射線とを合せた放射線のかなりの

部分を医療被ばくが占めるに至っている。そのような背景のもとに、人々が安全で有効な放射線

医療を享受できるように放射線防護の取り組みが極めて重要であると国内外で認識されるよう

になった。医療被ばくに関して患者さんから質問されたとき、診療放射線技師として的確な答え

ができるように、被ばく知識の向上を目的としてテーマを選定した。 

現状の問題点として、被ばくに対する知識や質問に対する回答などは個人によってばらつき

があり統一されていないことや自施設の放射線機器の被ばく線量を把握できていないことなど

が挙げられる。 

 

２ 活動内容 

放射線科職員の被ばくに対する知識の程度を確認するため、アンケートを実施した。アンケー

ト内容は、『放射線被ばくに関する 18 の質問』・『日本の診断参考レベル（2020 年版）を知って

いるか』・『自施設の被ばく線量を把握しているか』、最後に『被ばくに対する詳しいマニュアル

はあったほうがいいと思うか』である。アンケート結果をもとに患者被ばく Q&A を作成した。内

容は放射線被ばくに関しての質問に対する回答集、日本の診断参考レベルに対する自施設の放

射線被ばく量の比較表を掲載した。（ここで日本の診断参考レベル DRL とは全国医療機関の線量

調査結果などで得られた値の 75％の値を参考に設定された値である。また最適化のプロセスを

推進するためのツールである） 

この Q&A を放射線科内で共有するために当初はポケットマニュアルを作成し携帯してもらう

予定であったが、内容の更新が難しいことや紛失してしまう可能性があることなどを考慮して

放射線科内ファイル共有サーバー内に格納し、放射線科内の PC 端末から閲覧できるようにした。 

 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

 Q&A に関しては、新たに疑問に感じることや具体的に質問されて回答に困ったことなどを随時

追加掲載していく。また電子カルテからファイルが閲覧できるように環境整備していく。 

 

 取組みの結果 

①被ばく関連の放射線科内アンケー

トを実施 

被ばく関連質問 18問を出題し、回

答してもらった。 

〇：回答できる 

△：完璧ではないが回答できる 

×：回答できない 

結果は右図に示す。 

18の質問に対し、『回答できるまたは

完璧ではないが回答できる』の割合

が 90％という結果になった。 

放射線科職員の被ばくに関する知識
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は思ったより高いものであり、患者被

ばくに対する質問には概ね答えられ

ることが分かった。 

次に自施設の被ばく線量を把握して

いるかどうかについての設問では、僅

か 6％の職員しか被ばく線量を把握

できていないことが分かった。 

以上の結果を踏まえて、ポケットマニ

ュアルを作成し携帯してもらうとい

う当初の予定を変更し、患者被ばく

Q&A に加えて日本の診断参考レベル

に対する自施設の放射線被ばく量の

比較表を作成することとした。 

 

②患者被ばく Q&A の作成 

Excel シートに各モダリティ

（一般撮影・透視検査・CT検査・

血管造影・IVR・マンモグラフィ・

小児関係・妊婦関係）別質問に

対する回答集を作成した。わか

りやすいように各シートタブを

色分けした。また、質問を列挙

したシートを作成し、質問をク

リックすると回答のページにリ

ンクするように工夫した。（参考

文献：医療被ばく相談 Q&A 編

著 日本放射線技師会・医療被

ばく安全管理委員会医療科学社） 

 

③診断参考レベル DRLs2020 と自施設の被

ばく線量を比較表したシートの作成 

 左側に DRLs2020 の値を右側に自施設の

被ばく線量を表記した。掲載した項目は

CT・一般撮影・マンモグラフィ・IVR・診断

透視（TV）・核医学（投与量）である。さら

に比較したときの低減率を表示し、DRL よ

り高いものは赤で、低いものは青で示した。

自施設の被ばく線量はある一定期間のモダ

リティごとの平均値を比較対象とした。 

 

 

 

まとめ 

 今回の QC 活動において当初は放射線科職員の被ばく知識の向上を目指していたが、アンケート

分析の結果、自施設の被ばく線量についての詳細を掲載することにした。被ばく Q&A と被ばく線量

を一つのファイルにまとめ放射線科内ファイルサーバーに格納し、放射線科内 PC 端末から閲覧で

きるようにした。こうすることで内容の追加や更新、変更が随時実施でき常に最新の情報を得るこ

とが出来るようになった。今後は電子カルテよりすべての病院職員がファイルを閲覧できるよう環

境整備して、患者の被ばくに対する質問、不安に答えていければと考えている。 

 

は思ったより高いものであり、患者被

ばくに対する質問には概ね答えられ

ることが分かった。 

次に自施設の被ばく線量を把握して

いるかどうかについての設問では、僅

か 6％の職員しか被ばく線量を把握

できていないことが分かった。 

以上の結果を踏まえて、ポケットマニ

ュアルを作成し携帯してもらうとい

う当初の予定を変更し、患者被ばく

Q&A に加えて日本の診断参考レベル

に対する自施設の放射線被ばく量の

比較表を作成することとした。 

 

②患者被ばく Q&A の作成 

Excel シートに各モダリティ

（一般撮影・透視検査・CT検査・

血管造影・IVR・マンモグラフィ・

小児関係・妊婦関係）別質問に

対する回答集を作成した。わか

りやすいように各シートタブを

色分けした。また、質問を列挙

したシートを作成し、質問をク

リックすると回答のページにリ

ンクするように工夫した。（参考

文献：医療被ばく相談 Q&A 編

著 日本放射線技師会・医療被

ばく安全管理委員会医療科学社） 

 

③診断参考レベル DRLs2020 と自施設の被

ばく線量を比較表したシートの作成 

 左側に DRLs2020 の値を右側に自施設の

被ばく線量を表記した。掲載した項目は

CT・一般撮影・マンモグラフィ・IVR・診断

透視（TV）・核医学（投与量）である。さら

に比較したときの低減率を表示し、DRL よ

り高いものは赤で、低いものは青で示した。

自施設の被ばく線量はある一定期間のモダ

リティごとの平均値を比較対象とした。 

 

 

 

まとめ 

 今回の QC 活動において当初は放射線科職員の被ばく知識の向上を目指していたが、アンケート

分析の結果、自施設の被ばく線量についての詳細を掲載することにした。被ばく Q&A と被ばく線量

を一つのファイルにまとめ放射線科内ファイルサーバーに格納し、放射線科内 PC 端末から閲覧で

きるようにした。こうすることで内容の追加や更新、変更が随時実施でき常に最新の情報を得るこ

とが出来るようになった。今後は電子カルテよりすべての病院職員がファイルを閲覧できるよう環

境整備して、患者の被ばくに対する質問、不安に答えていければと考えている。 
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