
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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大塚病院 

栄栄養養情情報報提提供供のの充充実実  
サークル名 食事療法は続くよどこまでも 
メンバー名 栄養科◎小森麻美 〇白石由紀子 鎌形美穂  

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

急性期病院の在院日数は年々短くなっており、患者の栄養管理が急性期病院で完結すること

は難しくなっている。そのため入院医療機関と在宅担当医療機関との切れ目のない栄養連携が

求められる。そこで今回、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を

継続できる方法について検討した。 
 

（１）摂食・嚥下障害患者に対する栄養情報提供が不十分 

医療機関によって、食事の種類や再加工の方法は異なる。当院の嚥下食の形態が転院先に上手く引

き継がれることは大変重要だが、これまで当院からの情報提供は、食種や形態の名称のみで具体的に

伝わりにくい状況だった。 
 

（２）退院後の食事に関する情報提供不足 

   入院期間中は治療食が提供されるため、食事の心配はいらない。しかし、入院前はなんとか生活が

成り立っていた一人暮らしの患者の中には、疾病の悪化や体力低下のため、退院後に食事の準備が難

しくなる人もいる。 
これまでも患者より希望のある際は、入退院支援の看護師や管理栄養士から配食サービスについ

ての情報提供を行っていたが、サービスをまとめたものはなかった。 
 

（３）栄養情報提供のための体制が不十分 

   令和２年の診療報酬改定にて、「栄養情報提供加算」（50 点）が新設され、退院時の栄養食事指導

に加えて入院患者の栄養管理に関する情報等を管理栄養士がいる後方施設へ情報提供することが求

められている。管理栄養士による同職種連携の推進が重要である。しかしまだ十分な連携体制が確立

されておらず、正確な情報が伝わりにくかった。 
 
２ 活動内容 

（１）嚥下対応や再加工が必要な患者向けの食事形態一覧表の作成 

当院の嚥下食の形態を正確に伝えるため、食事形態一覧表を作成した。（図１） 
「嚥下調整食分類２０１３」の段階分類に加え、加工方法（調理器具や大きさ）を具体的に記載し、

加工後の状態を写真撮影した。また、とろみ調整食品や固形化補助食品などの商品名や使用量も掲載

し、転院先や自宅でも入院中と同じ食事形態を再現できるように工夫した。 
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（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）退院後の食事準備に役立つ「宅配食・ネットスーパー案内」の作成 

退院したその日からすぐに食事は必要となる。    （図２） 

大塚病院周辺で、退院直後から宅配可能な配食業

者を調べ、一覧を作成した。（図２）実際に退院前

カンファレンスで情報を得た一人暮らしの患者に

対し、本資料を用いて説明を行い食事に対する不安

を緩和することができた。 
今後、栄養食事指導においても、本資料を活用し

ていきたい。 
 

 

（図３） 

（３）栄養情報提供のための体制づくり 

患者支援センターと連携し、「栄養情報提供加算   

ためのフローチャート」を作成した。（図３）実際

にフローチャートに従い、これまで５人の患者に

情報提供を試行した。対象患者がわかりやすくな

り業務の標準化がはかれたため、全職員が実施で

きるようになった。現在算定に向けて準備中であ

る。 
 
３ 今後の取り組み（予定） 

患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた

地域で療養や生活を安心して継続できるように、資

料作成、体制の整備を行った。退院支援の充実は地域連携における食支援につながる。今後も患者に

とって必要な情報を提供し、患者の目線に立った業務改善を推進していく。 

  宅宅 配配 食食 ・・ 宅宅 配配 スス ーー パパ ーー 案案 内内
  

①①   宅宅配配食食  

  宅宅配配ククッックク 112233    ☎☎豊豊島島文文京京店店  0033--66990022--00220033（（受受付付時時間間 99 時時～～1188 時時））   

種類：普通食・カロリー調整食・たん白調整食・透析食・やわらか食・消化にやさしい食

配食：昼食・夕食 

費用：普通食おかずのみ 500 円 おかずとごはん 550 円 

  調整食おかずのみ 720 円 おかずとごはん 760 円 

その他対応：刻み、主食をお粥、宅配時に自宅のレンジで温め等対応可能、安否確認 

  ままごごこころろ弁弁当当  配配食食ののふふれれ愛愛      ☎☎00112200--002288--554466  （（受受付付時時間間  月月～～土土 99 時時～～1188 時時））  

    種類：普通食・カロリー調整食・たん白調整食・ムース食 

    配食：昼食・夕食 

    費用：小町・小弁当 320 円～（おかずとごはん 低カロリー塩分お手軽弁当） 

普通食おかずのみ 450 円～おかずとごはん 500 円～  

カロリー調整食 600 円～おかずとごはん 650 円～ 

たんぱく調整食 700 円～おかずとごはん 750 円～ 

        その他対応：刻み、主食をお粥 
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大塚病院  
テーマ名                          

ただ今リハビリ訓練中 
サークル名 リハビリ GO！ 
メンバー名 リハビリテーション科 

             ◎小島百音，天野里奈，中山均 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 
 リハビリ訓練時、患者を訓練室へ移動させる際にはナースステーションへの声掛けを行っている。しかし、声掛

けだけでは看護師に患者の居場所が伝わりにくく、離院等と区別がつかないという現状がある。また、患者の体調

や検査時間等により訓練時間を変更せざるを得ない場合も多々あり、看護師へ伝達する術がないことも問題である。

これらをふまえ、患者がベッドを離れる際、確実にリハビリ訓練を行っているという目印を作成すれば、看護師へ

の伝達がスムーズにできるのではないかと考えた。 
 
２ 活動内容 

患者がリハビリ訓練にてベッドを離れる際、訓練中であることを記載したマグネットプレート(以下：所在プレー

ト)を、各療法士が訓練時にベッド頭側の壁へ貼付することとした。所在プレートは訓練開始時に貼付し、訓練終了

時に取り外すこととした。 

 

３ 改善策、今後の取組 
看護師からは、所在プレートがあることで患者の場所が確実にわかる等肯定的な意見が多く挙がり、継続を望む

声が多かった。また、療法士からも所在プレートを活用できたという意見が半数以上聞かれ、今回挙げた問題点は

解消できたと考えられる。しかしその一方で、療法士には手間・負担がかかる方法であることがうかがえ、今後の

継続には否定的な意見も聞かれた。この結果を踏まえ、今後は療法士への負担を減らしつつ、患者の居場所が看護

師へスムーズに伝達できる方法を検討していきたいと考える。 
 
４ 活動詳細 
【所在プレート詳細】 

縦 5cm×横 10cm のマグネットプレート(図 1) 
リハビリ部門(理学療法：PT，作業療法：OT，言語療法：ST)、 
担当者氏名、PHS 番号を記載した。 

【運用について】 
対象病棟：410 病棟、510 病棟、520 病棟、530 病棟、710 病棟の 5 病棟     図 1．所在プレート 
運用期間：2020 年 9 月 14 日～2020 年 10 月 16 日 
運用期間終了後、対象病棟看護師、リハビリテーション科療法士へアンケートを実施した。 

 
５ 結果 

アンケート結果を図 2～4 に示す。 
（ⅰ）対象病棟看護師へのアンケート結果 

総計 103 名から回答を得た。所在プレートについて、「見かけたことがあるか」「参考になったか」「大きさ・貼付

位置・記載内容が適切であったか」「今後継続した方が良いか」を尋ねた。 
・「所在プレートを見かけたことがある」と答えた人は 103 人中 44 人であった。左記 44 人のうち、「参考になった」

と答えた人は 39 人(89％)であった。(図 2) 
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・「今後も継続した方が良いか」について、「はい」と答えた人は 103 人中 45 人(44％)、「いいえ」と答えた人は 0
人(0％)、「どちらでもよい」と答えた人は 24 人(23％)であった。(図 4-1) 

・自由意見では、「患者の居場所がわかり安心感がある」「担当患者以外でも居場所が一目で分かってよい」等の肯

定的な意見が複数聞かれた。 
 
（ⅱ）リハビリテーション科療法士へのアンケート結果 

リハビリテーション科に在籍する療法士 21 名より回答を得た。所在プレートについて、「活用できたと感じるか」

「大きさ・貼付位置・記載内容が適切であったか」「持ち運びやすさ」「今後継続した方が良いか」を尋ねた。また、

「所在プレートの貼付・取り外し忘れの頻度」を調査する為、それぞれについて達成度(％)を尋ねた。 
・「活用できたと感じるか」について、「はい」と答えた人は 14 人(67％)、「いいえ」と答えた人は 7 人(33％)であっ

た。(図 3) 
・「今後も継続した方が良いか」について、「はい」と答えた人は 6 人(28％)、「いいえ」と答えた人は 4 人(19％)、

「どちらでもよい」と答えた人は 10 人(48％)であった。(図 4-2) 
・「貼付・取り外しの達成度」について、貼付は平均 55％、取り外しは平均 78％であった。 
・自由意見では、「活用できたと感じたため、個人的には継続したい」という意見がある一方で、「貼り忘れが多く、

継続は難しい」「プレートのために移動距離が増えてしまうことが難点」等の意見も聞かれた。 
 
図 2．「所在プレートは参考になりましたか」(看護師)    図 3．「所在プレートを活用できましたか」(療法士) 
 
 
 
 
 
 
 
図 4．「今後も継続したほうが良いと思いますか」 
図 4－1 図 4－2 
 
 
 
 
 
 
 
６ 考察・今後の改善策 

今回、所在プレートを見かけた看護師からは「患者の所在が確実にわかり安心できる」「患者がいなくても探し回

ることが無くなった」「担当以外の患者の所在もわかりやすい」「家族来院時や検査時の連絡がしやすい」等の肯定

的な意見が多く挙がった。看護師からは今後の継続を望む意見が多く、当初の問題点として挙げた、「リハビリ時に

患者の居場所が看護師へ伝わりにくいこと」は解決されたのではないかと考える。 
一方療法士からは、活用できたと感じ継続を望む意見がある一方で、「習慣化できるまでには時間がかかる」「貼

付忘れが多く、継続は難しい」等の意見も聞かれ、療法士には手間・負担がかかる方法であったことがうかがえた。 
この結果を踏まえ、今後は療法士への負担を軽減しつつ、患者の居場所が病棟看護師へスムーズに伝達できる方

法を検討していきたいと考える。 
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図３ 性腺防護台 

大塚病院 
テーマ名                          

小児撮影時の性腺防護台作製 
サークル名 放射線科 QC サークル 
メンバー名 ◎盛島 修  〇酒向 優 

 中澤 卓朗  菅野 貴紀 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 

当科では先天性股関節脱臼などの診断に、小児股関節の撮影依頼を多数受けている。小児に対する

一般撮影を行う上で、被ばく低減と性腺防護は、当然ながら重要事項である。今回のテーマ別改善運

動では、性腺防護を簡便に行える事、防護具の配置不良による再撮を減らす事を目指して、撮影補助

具の作製を行う事とした。 

現在行っている性腺防護の方法は、診療放射線技師がプロテクターを着て撮影室に入り、小児患者

の体動を抑制しながら、患者の下腹部の上に直接、性腺防護具（鉛ゴム製）を乗せて撮影を行ってい

る（図１、図２）。この様な状況では、嫌がる小児患者の体動や、性腺防護具を乗せた場所により、

防護具が体からずり落ちてしまうことがある。また、小児股関節の撮影は通常「正面撮影」と「開排

位撮影」の 2 回撮影を行う。患者の体に性腺防護具を乗せただけでは、正面撮影から開排位撮影に移

行する際、性腺防護位置の再現性が悪く、正面像とは防護位置がかけ離れるなど、安定した性腺防護

が難しかった。また、体動が大きい患者の場合には、体動抑制担当の技師、性腺防護固定の技師、X

線を曝射する技師というように、多くの人員を要するケースが発生していた。 
 
 
 
 
 
 
     図１ 股関節正面像             図２ 股関節正面像 
       （適切な性腺防護）            （骨盤部が観察不可） 
２ 活動内容 

今回の取組では、性腺防護具を直接小児患者の体に乗せずに固定が可能で、かつ人手を減らし、防

護位置不良による再撮影も防ぐ方法を目標とした。台にする材料はコストを掛けず、軽量、そして X
線撮影に支障が出にくい素材である、硬質発泡スチロールを活用し性腺防護台の作製を行う事とした。 
性腺防護台はアーチ形状で構成されている。アーチ内

径は約２４cm あり 1 歳未満程度の小児の体の上に配置

しても干渉しないサイズとなっている。素材となる硬質

発泡スチロールは固い物質ではないため、子供が振り回

した手が当たっても、怪我をする事は無いと考えるが、

更なる安全性と見た目を考慮し、防護台全体を優しいラ

ウンド状に形成した（図３）。 
性腺防護に使用する鉛ゴムを配置する場所には、透明

なラミネートフィルムを使用し、光照射野が遮られる事
ラミネートフィルムに乗せた性腺防護具（鉛ゴム） 
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が無いよう工夫している。ラミネートフィルム面は縦横幅共に約２２cm あり、体動を抑制する技師

も常時、患者の様子を観察し易くなっている（図４、図５）。また、性腺防護具はラミネートフィルム

上に自在に配置可能であり、男児と女児で防護具の位置を変えて使用する（図６、図７）。 
 
 
 
 
 
 
 
 図４ 従来の性腺防護方法           図５ 性腺防護台使用の場合 
 
 
 
 
 
 

   図６ 女児の性腺防護        図７男児の性腺防護 
 

小児股関節の撮影は通常「正面撮影」と「開排位撮影」の 2 回撮影を行う。この透明ラミネート面

に鉛ゴムを一旦配置すれば、正面撮影から開排位撮影に移行する際、性腺防護位置を容易に微調整す

る事が可能となり、撮影全体のタイムフローも短縮する。 
最初に完成した初期型では鉛ゴムを配置した際に、重みで前のめりに倒れる事もあったが、土台の

脚部に重しとなる鉛を埋め込み改良を行った。これにより全体のバランスと安定感が大幅に向上し、

より使い易い防護台が完成した（図８）。 
実際に使用した職員からの感想は「使い易かった」「防護具の配置がし易かった」「撮影室内で抑え

ている人員が一人でも撮影できた」など、おおむね好評な意見を頂く事ができた。 
 
 
 
 
 
 
   図８ 性腺防護台 側面図（矢印の個所に鉛を内蔵） 
 
３ 今後の取組 

今回作製した性腺防護台は、患者に直接防護具を乗せない、人手が減らせる、再撮影防止という 3
点が当初の目標であり、ほぼ要件を満たした性腺防護台を作り上げる事が出来た。今後は患者の動き

を抑制する補助具と連携できると、より良い物が出来ると考える。 
  今後もより使い易く、患者さんの負担も減り、検査時間が短縮できるよう改良を続け、患者さんの

目線に立った業務改善を推進していく。 
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