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多摩北部医療センター 

テーマ名 

ATP 拭き取り検査による消化器内視鏡の清浄度評価 
サークル名 Endoscope cleanliness revolution!! 

メンバー名 看護部 ◎宮前みどり（ICT） ○篠原拓也（内視鏡） 

消化器内科 柴田喜明（内視鏡） 四宮航（内視鏡） 

血液内科 本村小百合（ICT） 日台裕子（ICT） 

検査科 山田透（ICT） 田制しのぶ（ICT） 

薬剤科 田中義幸（ICT） 

中央滅菌材料室委託（日本ステリ） 山田景子 南晴日 

医事課 蛯子琴美 

庶務課 久保智史 

看護部 町田美春 村上尚子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

消化器内視鏡は、患者さんへの苦痛や負担が少ない低侵襲かつ簡易的であり、今日の医療場面

において重要な役割を果たしている。しかし、稀ではあるが内視鏡機器を介した感染事例は複数発

生しており、欧米では CRE（カルバペネム耐性腸内細菌科細菌）等難治性の多剤耐性菌感染症に

よる死亡例も報告されている。近年、薬剤耐性菌の蔓延が深刻な問題となっているが、その伝播を

防ぐためには抗菌薬適正使用の推奨のみならず、多角的側面から予防策を高じることが重要である。

一般的な感染予防策の概念には、医療器材の適切な管理も含まれるが、内視鏡スコープは全長が

約 110cm～170cm と長く内腔構造が複雑なため一定の清浄度管理が難しい。また、本邦においては

内視鏡の清浄度評価判定方法が確立されておらず、現在各関連学会で作成されたガイドライン等

では、内視鏡洗浄消毒機の記録・履歴管理で機器の質を保証している。 

多摩北部医療センター（以下、当院）は、「医療で地域を支える」という公社病院共通理念の基、

地域における急性期中核病院としての重要な役割を担っている。そして、地域の急性期医療やがん

医療により一層貢献することを目的に内視鏡室の全面改装を行い、2016 年に消化器内視鏡センタ

ーとして体制を拡充した。これにより、通常の上下部内視鏡検査と並行して、EUS-FNA（超音波内視

鏡下穿刺吸引生検法）や ESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）などの特殊検査や治療を行うことが可能

となった。当院の消化器内視鏡件数は増加傾向で（実績 2019 年度 3,348 件、2018 年度 3,554 件、

2017 年度 2,907 件）、今や日常診療に欠かせない診断ツールとなっている。内視鏡診療は、消化器

医療の中でも飛躍的に発展しており、今後も需要が高まることは必然である。仮に感染事例が発生

すれば診療に多大な影響を及ぼすことが想定されるため、発生を未然に防ぐための内視鏡機器管

理方法を検討し、医療提供体制の充実を図る必要がある。 

これまで、当院での感染事例の発生はないが、現場からは現在の洗浄方法で内視鏡機器の清浄

度が保てているかわからないとの意見があった。以前、単発的に直接判定法による評価を行い、一

定の清浄度が保てていることを確認した経緯はあったが、定期的な清浄度評価は行っていない。そ

こで今回、ICT （Infection Control Team）と内視鏡センターで協働し、患者さんや職員が安心して検

査・治療を行えるよう QC 活動に取り組もうと考えた。 

２ 活動内容 

１） 評価方法の検討 

洗浄評価方法は、各種インジケータを用いた間接判定法と残留蛋白質等を測定する直接判

定法があり、直接判定法には目視の他「色素染色判定法」「拭き取り判定法」「抽出判定法」が

ある（日本医療機器学会「洗浄評価ガイドライン」）。定期的な評価を実践に取り入れるためには、

診療に及ぼす影響も加味して短時間で簡易的に行えることも重要である。ATP ふき取り検査は、

専用のスワブを使用することで内腔の汚れも簡易的に評価できる。今回、ATP ふき取り検査の

数値を評価するため、ランダムに抽出したスコープ同部位の寒天培養検査も計画し、その適正

性を確認した。 

(1) ATP ふき取り検査（A3 法）・・・ATP（アデノシン三リン酸）＋ADP（アデノシン二リン酸）＋

AMP（アデノシン一リン酸）の量を測定する検査で、汚れを数値化して判定する。 

(2) 寒天培養・・・寒天を用いた培地に汚れを塗布して、微生物や細胞を培養する。 

２） 実施時期・対象数等の計画と実施 

調査は 2020 年 10 月 13 日（火）～10 月 30 日（金）に実施し、内視鏡室の状況に応じて上部

下部計 10 本の内視鏡清浄度を評価した。1 本のスコープに対し①操作部②スコープ先端③内

腔の 3 か所を拭い、使用後、用手洗浄後、機械洗浄後に ATP 測定した。記録用紙を作成し評

価時使用するとともに、今後のデータ管理のため専用アプリケーションをインストールした。調査

は、洗浄工程の合間に作業が必要なため若干繁忙度は増すが、業務に支障をきたさない範囲

での運用が可能と確認できた。定期的評価は、1 回/2 か月/1～2 本が現実的と想定した。 
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３） データ収集・分析・評価 

ATP 測定結果を、図 1 に示す。平均値（単位 RLU）は、使用後 95615.6、用手洗浄後 65.4、

機械洗浄後 29.9 で、用手洗浄により汚染がほぼ除去できていることが可視化できた。ATP 測定

単位 RLU（Relative Light Unit）は、発生した光の量（発光量）を示し、ATP ふき取り検査（A3 法）

の場合、ATP＋ADP＋AMP と試薬が反応して生じた光の量がルミテスターに表示される。キッコ

ーマンバイオケミファ社では目安の基準値を設定しており、内視鏡の管理基準値は 100RLU を

推奨している。今回、用手洗浄後にこの推奨値を超えたものが 7 箇所あったが、ATP 測定で

100RLU 以上を示した箇所の寒天培養では、何れも微生物は生育しなかった（図 3,4）。この結

果から、数百程度の数値であれば微生物の繁殖はないと想定されるが、推奨値以上であった

場合の再洗浄については、更なる検討が必要である。 

(1) ATP ふき取り検査（A3 法） 

 
図 1 ATP 測定結果 

(2) 寒天培養 

使用培地・・・TSA Ⅱ 5%ヒツジ血液寒天培地 

培養条件・・・好気培養 35℃ 48 時間 

培地への塗布量・・・10μl 

発育したおおよその菌量・・・105CFU/ml（下図 2 の使用後のみ生育） 

菌種の同定結果・・・Escherichia coli , Morganella morganii , Bacillus spp 

   
図 2 使用後             図 3 用手洗浄後          図 4 機械洗浄後 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

内視鏡機器の管理において、洗浄工程は最も重要かつ不可欠であり、高度な再現性が求められ

る。適切な洗浄により、対象物の汚染や有機物が物理的に除去されなければ、その後の消毒が無

効となる。今回、改めて洗浄工程における用手洗浄の重要性が確認できた。 

内視鏡機器による院内感染を起こさないためには、各ガイドラインで推奨された方法で再生処理

を行い、適切な機器管理の徹底を図る必要がある。今後、定期的な内視鏡清浄度評価を確立する

ために、引き続き以下 3 点チームで取り組んでいく。 

１） 定期的な調査の頻度を再検討する 

２） 再洗浄の指標として、推奨値を採用する運用方法を確立する 

３） データの記録・管理基準を選定し、マニュアルに反映させる 

【参考】 

  日本環境感染学会：消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド 

  日本消化器内視鏡学会：消化器内視鏡の洗浄・消毒標準化にむけたガイドライン 

  日本医療機器学会：洗浄評価ガイドライン 
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テーマ名                                   多摩北部医療センター 

呼吸器の回路構成を知ろう 

サークル名 たまほくの呼吸 ～壱の型～ 呼吸器回路を知ろう編 

メンバー名 検査科 臨床工学技士 ◎関矢 和樹    菊地 信行    

 小島 克之    中村 絵美理 

  品川 みさき   久保田 幹也  

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

ＣＯＶＩＤ-19 の影響により、人工呼吸器の台数増加、使用頻度の増加が見込まれる。 

 

図 1 では、全国で使用されている人工呼吸器の取扱い台数を表す。 

人工呼吸器の台数は全国で 22254 台であり特に東京 3066 台 埼玉 1291 台 

千葉 1211 台であり、東京都内の人工呼吸器の取扱い台数がもっとも多い結果

となっていることが、日本臨床工学技士会の資料で明らかとなった。 

 

図 1 人工呼吸器の保有推移 

ＣＯＶＩＤ－19 に対しての重症呼吸不全に対する人工呼吸器の稼働台数は全

国でピーク時には約 300 人を超えている（令和２年 10 月 12 日時点）という結

果が日本 COVID-19 対策 ECMO.net(日本集中治療医学会など)によって明

らかとなり、今後増加傾向になることも予測される。 

 

 

図 2 人工呼吸器の使用の推移 

 

当院においても、人工呼吸器を日常的に使用していない部署も対応を迫られる現状があり普段の多忙な業務の中、人

工呼吸器の専門的知識を身に着けていくことはなかなか困難なのではないかと考えた。 

しかし、患者サービス向上や安全な医療サービスを提供するためには専門的知識が必要不可欠である。 

そこで我々は、臨床の現場で管理を行っている病棟看護師を対象に、人工呼吸器の疑問点を解消し、専門知識向上

を目的としてＱＣ活動を立ち上げた。 

 

2 活動内容  

病棟看護師（３階西・東～６階西・東病棟）を対象に、人工呼吸器に対する展示物を作成し病棟看護師の人工呼吸器

に対する疑問点を集計し、2 回目の展示物で疑問点を解消する内容を実施した。  

 

 3 改善策 

１回目２回目のアンケート結果を集計し、知識向上と今後このような展示物や、勉強会を開催してほしいかを集計し、今回

のＱＣ活動のまとめとした。 

 

 4 今後の取り組み 

人工呼吸器や、専門知識の向上は臨床において必要不可欠であり、定期的に展示物の配布や勉強会の開催を行って

いく。 
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取り組み結果 

病棟看護師（３階西・東～６階西・東病棟）を対象に、人工呼吸器に対する展示物を作成しアンケートを実施した。 

         

図１ 展示物 1 回目                図２ アンケート１回目 

 

このアンケートには、展示物の理解度の他に、人工呼吸器に対する疑問点

を集計し、二回目の展示物を実施し、最終的な理解度や、今回の活動が知

識の向上につながったかを集計した。 

その結果、人工呼吸器のモードに対する疑問が多い結果となった。 

 

図 3 アンケート結果 （疑問点について） 

 

 

図 4 展示物 2 回目   

 ２回目の展示物では、①当院の人工呼吸器（一部）②加温加湿器・人工鼻とは③人工呼吸器のモードについての展示

物を作成し、アンケートを実施した。 

 

図 5 アンケート 2 回目                      図 6 ＱＣ活動結果  

１回目、２回目のアンケート結果を集計し、知識向上と今後このような展示物や、勉強会の開催を要望するかを集計し、今

回のＱＣ活動のまとめとしたその結果として図 6 に示す。 

最終的なアンケート結果として、知識向上につながったという結果が多く、全体の９割以上の結果となり、勉強会を開催し

てほしいかという質問に対してすべての回答者がしてほしいというアンケート結果となった。 

以上の結果から、今回のＱＣ活動によって、知識の向上に貢献できたといえる。 

今後の活動としては、展示物や、勉強会を開催し情報の共有によって患者サービスの向上に貢献していく。 
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多摩北部医療センター 

 もっと地域とつながろう 

  －地域療法士とコミュニケーションをとるための取り組みー 

サークル名： 三密 
      メンバー名 リハビリテーション科 ◎小林 千春、石田 尚久 

                             新倉 圭一郎、宇田川 晋 
佐野 剛雅、 大仲 明奈 

1  テーマ選定理由、現状の問題点 
 公社病院は、地域の中核病院として医療連携において中心的な役割を果たしていくため、地域

医療の連携を推進している。リハビリテーションでは、病院を退院される患者さんが、地域で安心し

て生活を送れるよう、継続的にリハビリテーションを提供できる体制が望まれており、地域の各施設

と連携していくことは重要である。 
リハビリテーション科では、様々な地域医療連携を目的とした様々な活動を行ってきた。しかし、

地域にどのような施設があり、どのようなリハビリテーションを提供しているのか分からない、地域の

療法士が何に困っているのか分からない、など地域の実情が理解不十分な点があった。地域医療

連携に関するこれまでの取り組みを見直すと、ほとんどの活動内容は情報提供が一方通行で、地

域の施設と情報交換を互いにやりとりする場はほとんどなかった。他施設とのコミュニケーション不

足は、地域で情報共有ができなかったり、地域が抱えている問題を解決したりすることは難しくなる

恐れがある。医療連携を充実していくためには、もっと地域とつながりを深めることが必要である。

そこで地域療法士とコミュニケーションを増やすことを活動のテ－マとした。 
他施設とのコミュニケーションが不十分である事は、さまざまな原因があるが、第１に、コミュニ

ケーションをとる場がない、第２に、時間を確保できない、第３に、相手とコンタクトが取れない、第４

に、段取りが分からない、という要因があると考えた。 
  

２ 活動内容 
4 つの要因の改善策として、当院のリハビリ見学を受け入れ、コミュニケーションを図ることを検討

した。そこで、病院見学の受け入れ体制を整え、平成 31 年度から開始することを目標に活動を開

始した。 
 平成 31 年 4 月から見学を受け入れるために、次の計画を立て実行した。 
第１期（平成 30 年 4 月～9 月）見学体制の枠組みを整える。第２期（平成 30 年 9 月～）それぞれ

の部門で何を見学してもらいたいのか見当し、準備する。第３期（平成 31 年１月～３月）案内の掲

載、申し込み用紙などの準備をする（図１）。第４期（平成３１年 4 月～） 見学の受け入れをする。 
結果として、見学受け入れ態勢を整え、平成 31 年 4 月より、3 件の見学を受け入れることができ

た。 
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また、見学者へのアンケート調査では、見学の内容は、3 名全員が満足したと返答した。また、

『当院の急性期のリハビリを理解できたか』という質問に、「とても理解できた」2 名、「理解できた」１

名という結果であった。 
次に、見学に対応した療法士 6 名に見学と医療連携に関するアンケート調査を行った。 

 『当院の役割を理解してもらえたと思うか』の質問に、「やや思う」８４%「わからない」1６％であった。

『見学を受け入れたことで、地域の療法士とコミュニケーション改善につながったと思うか』について

は、「とても思う」32%、「やや思う」50%であった。さらに、『見学の受け入れが地域医療連携強化に

つながったと思うか』については、「とても思う」50%・「やや思う」「ほとんど思わない」「分からない」が

それぞれ 16%であった。 
フリーコメントでは、他施設とコミュニケーションをとるきっかけとなった。情報交換が行えた。実

際にみてもらってどのようなリハビリを提供しているのか理解してもらえた、という意見が見られた。さ

らに、こちらも地域に出ていかないといけないと思うという、医療連携に積極的に参加しようとする意

識の変化がみられた。一方で、受け入れ件数が少なく効果はわからないという意見も聞かれた。 
 

３ 改善策、今後の取り組み 
  見学を受け入れたことにより、当初の目的である「コミュニケーションを増大する」は達成すること

ができた。さらなる展開として、今後の課題は、見学件数を増やすとよりよいものになると考えた。 
 現在、新型コロナウィルスにより見学を受け入れることは難しいが、見学者を増やすためには、①

受け入れ日時を限定されていること、②今回の取り組みが知られていないこと、③申し込みが複雑

であること。を見直す事が必要である。そのため、①見学受け入れ日を増やすこと②宣伝方法を検

討し、見学によるメリットを研修会や協議会の中でアピールすること、③申し込み方法を簡便にし、

メールだけで対応できるようにすること、などを検討したいと考える。改善にはコストがかかったり、

業務に支障をきたす恐れもあるため、様々な角度から検討を行い、実行していきたい。 
今後も、見学受け入れを継続し、地域の療法士とコミュニケーションを図りたい。そして、地域に

ある課題やニーズを共有し、連携強化と療法士全体のレベルアップにつなげていきたいと考える。 
 

 

図１  実際のホームページの内容の一部抜粋（左）と申し込み用紙の一部抜粋(右) 
ホームページから申し込み用紙をダウンロードできるようになっている。 
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また、見学者へのアンケート調査では、見学の内容は、3 名全員が満足したと返答した。また、

『当院の急性期のリハビリを理解できたか』という質問に、「とても理解できた」2 名、「理解できた」１

名という結果であった。 
次に、見学に対応した療法士 6 名に見学と医療連携に関するアンケート調査を行った。 

 『当院の役割を理解してもらえたと思うか』の質問に、「やや思う」８４%「わからない」1６％であった。

『見学を受け入れたことで、地域の療法士とコミュニケーション改善につながったと思うか』について

は、「とても思う」32%、「やや思う」50%であった。さらに、『見学の受け入れが地域医療連携強化に

つながったと思うか』については、「とても思う」50%・「やや思う」「ほとんど思わない」「分からない」が

それぞれ 16%であった。 
フリーコメントでは、他施設とコミュニケーションをとるきっかけとなった。情報交換が行えた。実

際にみてもらってどのようなリハビリを提供しているのか理解してもらえた、という意見が見られた。さ

らに、こちらも地域に出ていかないといけないと思うという、医療連携に積極的に参加しようとする意

識の変化がみられた。一方で、受け入れ件数が少なく効果はわからないという意見も聞かれた。 
 

３ 改善策、今後の取り組み 
  見学を受け入れたことにより、当初の目的である「コミュニケーションを増大する」は達成すること

ができた。さらなる展開として、今後の課題は、見学件数を増やすとよりよいものになると考えた。 
 現在、新型コロナウィルスにより見学を受け入れることは難しいが、見学者を増やすためには、①

受け入れ日時を限定されていること、②今回の取り組みが知られていないこと、③申し込みが複雑

であること。を見直す事が必要である。そのため、①見学受け入れ日を増やすこと②宣伝方法を検

討し、見学によるメリットを研修会や協議会の中でアピールすること、③申し込み方法を簡便にし、

メールだけで対応できるようにすること、などを検討したいと考える。改善にはコストがかかったり、

業務に支障をきたす恐れもあるため、様々な角度から検討を行い、実行していきたい。 
今後も、見学受け入れを継続し、地域の療法士とコミュニケーションを図りたい。そして、地域に

ある課題やニーズを共有し、連携強化と療法士全体のレベルアップにつなげていきたいと考える。 
 

 

図１  実際のホームページの内容の一部抜粋（左）と申し込み用紙の一部抜粋(右) 
ホームページから申し込み用紙をダウンロードできるようになっている。 

多摩北部医療センター 

テーマ名 

「あなたの食事を支援します」 

サークル名 キャンサーズ 

メンバー名 栄養科◎○山中 佳奈、大島 真理子 

黒木 沙織、大友 聡子 

看護部：四条 麻弥 

薬剤科：内藤 梨奈 

婦人科：角倉 仁 

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  

 がん患者の栄養管理においては、静脈経腸栄養ガイドライン（2013 年）では、すべてのがん患者に対して定期的な栄養ア

セスメントによる、食事摂取量の把握と栄養状態の評価を行うことと、QOL の低下を認める場合には、積極的な栄養支援を行

うことが推奨されてきた。また、2014 年にがん病態栄養専門管理栄養士の認定開始、2016 年の診療報酬改定では、管理栄

養士が行う加算栄養食事指導に新たに、がん患者の栄養指導が新設、2020 年の改訂では、外来化学療法加算連携充実加

算の施設基準に該当する管理栄養士が具体的な献立等によって月 2 回以上の指導をした場合に限り、算定可能となり、が

ん患者に関わる管理栄養士の役割が重要視されてきている。当院では、入院中のがん患者への指導は、病棟常駐時に管理

栄養士が対象患者を抽出し、医師の許可をとった上で積極的に指導を行うことにより、昨年度の指導件数は 731 件/年と、糖

尿病、心臓病を上回り 1 位の件数であった。しかし、外来では医師の指示により栄養指導室で指導を行い、91 件/年と少ない

実績であり十分な指導には至っていなかった。そこで、がん治療の中でも特に栄養・食事面での有害事象が起きやすい化学

療法に焦点を当て、通院治療室での栄養食事指導を試みることにした。目的は、よりきめ細やかな個々人に合った栄養食事

指導を継続的に行い、変化する体調や副作用に合わせて早期介入することで治療の継続、有害事象の減少、安心した日常 

生活の継続とし、本テーマを選定した。 

 現状の問題点として以下の 3 点があげられる。 

（1）通院治療室での、患者やスタッフとの関わり方、指導の対象者の選定や仕組みが構築されていない。 

（2）化学療法用問診票を作成しておらず、化学療法の指導媒体が少ない。 

（3）管理栄養士の外来化学療法を行う患者や化学療法や栄養状態の評価方法の知識が不十分である。 

 

２２..  活活動動内内容容  

（1）通院治療室への常駐開始、マニュアルの作成 

通院治療室で栄養食事指導を行うために、治療の流れを理解し、どのタイミングで指導を実施したらよいか通院治療室の

看護師に相談し、科内で実施方法を検討した。通院治療室での常駐を開始するにあたり、常駐時間や持ち物、対象者の抽

出方法、関わり方、カルテ記載方法など常駐の流れがわかるようマニュアルを作成した。5 月から常勤管理栄養士が時間常

駐を開始し、主に午前中は 2 人体制、午後は 1 人体制で指導を行い、10 月からは常用パートも常駐を開始した。まずは 9 時

頃、看護師のミーティングに参加し、その日、来室する患者の様子や生活状況、食事摂取状況を確認し 10 時 30 分頃から 14

時頃まで常駐し指導を行った。指導は、初めて通院治療室で治療を行う患者には、予想される食事に関する副作用への対

応についてあらかじめ知らせ、治療後の副作用への不安を軽減させるため、栄養状態や有害事象の有無にかかわらず行っ

た。また、栄養状態の評価として、検査数値（ｱﾙﾌﾞﾐﾝ、総蛋白、ヘモグロビン、白血球数、好中球数、リンパ球数）や体重変化

などの客観的情報と食欲不振や倦怠感などの主観的情報から評価した。前回と比較し検査数値が悪化している場合や食事

量減少、副作用の増悪などがみられた際には、継続指導を行った。 

（2）化学療法用問診票、化学療法の指導媒体作成 

栄養食事指導で使用している問診票はあるが、化学療法を行う患者の特性に合った問診票がなかった。通院治療室では

来室時に看護師が副作用の生活状況について問診を行っている。そこで、「食事状況問診票」の上段には看護師が聞き取
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った情報を問診票から転記できるように、通院治療室問診票で食事摂取状況、嘔気、排便状況などについての項目を一部

抜粋し、指導前の情報収集として活用、また患者が同じ回答を繰り返されることによる負担感を減らす工夫をした。さらに食事

や食事に関わる症状についての項目を追加し、食事内容が記入できるような「食事状況問診票」を作成した。 

これまでにも化学療法を行う患者への指導媒体はあったが、食品衛生や副作用出現時の食事対応についてのみであった

ため、副作用出現時の具体的な献立例を記載した新たな資料を作成した。また、便秘や下痢に悩む患者もいたことから、腸

内環境を整える食事についての指導媒体も作成した。 

（3）化学療法に対する理解を深めるための勉強会を実施 

化学療法を行う患者に対する栄養食事指導経験が豊富な職員ばかりではないため、スキルアップと指導の標準化

を図ることを目的に、勉強会を実施した。婦人科医師に依頼し、婦人科の化学療法で行う主なレジメンについて講義して

いただいた。また、管理栄養士が講師となり、化学療法の勉強会を実施した。「病期とステージごとの治療方法の資料」及び

「当院で使用する主なレジメンごとに投与方法、適応となるがん、作用、副作用の発現時期についてまとめた資料」をオリジナ

ルで作成し、複数日に渡り全員に指導した。栄養状態の評価方法についても CTCAEver5.0 をもとに問診票を作成しているこ

となどを全職員に周知した。これらの資料は、各自1冊のファイルにまとめ、指導の際に病期や副作用の発現時期などを確認

しながら指導を行えるようにした。 

 

３３..  改改善善策策、、今今後後のの取取りり組組みみ等等（（予予定定））  

5 月から常駐を開始し 10 月までで計 510 名に指導を行った。1 ヶ月の平均は 85 名であった。8 月の１ヶ月間で通院治療室

に来室した 223 名の患者のうち 86 名、38.6％（加算、非加算含む）に介入・指導を行った。副次的な成果として、栄養食事指

導料 922、000 円（指導料総額の 19%）の収入が得られた。 

8～9 月には患者に、9 月には通院治療室の医師、看護師、薬剤師に、10 月には通院治療室に関わった管理栄養士を対

象にアンケートを実施した。患者へのアンケート結果から、治療中に出現した食事に関する副作用は味覚変化が一番多か

った。その他、しびれ、胃のむかつき、においが気になると言った回答もあった。管理栄養士への相談で印象に残

ったこと、役立ったことでは「食欲不振時の食事」が一番多く、次いで「感染予防」「簡単レシピ」が多かった。そ

のほかにも貧血の食事、宅配食についてなどの回答もあった。管理栄養士と話すことで不安の解消に「大いになっ

た」「少しなった」と回答した患者は 97％であった。通院治療室に管理栄養士が常駐し、いつでも相談ができるこ

とにより、不安の解消につながっていることがわかった。治療中に相談することについては「待ち時間がなくてよ

い」との回答が 100％であった。相談の時間についても「ちょうどよい」が 100％であった。 

 通院治療室に関わる医師（11 名）、看護師（8 名）、薬剤師（1 名）へのアンケートから、管理栄養士常駐後の変

化については「症状に合った食事の相談がすぐできる」が 85％であった。治療の中断については「変わらない」50％、

「わからない」45％、「減った」5％であった。このことから、食事についての相談ができるようになったことは評

価できるが常駐での指導期間が短いため食事の支援によって治療の中断が減ったとの実感はまだ少ないことがわか

った。 
 管理栄養士が講師となった勉強会後に管理栄養士に行ったアンケートでは、勉強会の内容が業務に大いに活かせ

る 33％、活用するには勉強が必要 67%という結果となった。膨大な資料であるため、まずは指導に当たる患者の病

期や抗がん剤を理解することから始め、段階を追ってしっかり読み込み理解していく必要があると思われた。また、

作成したい指導媒体としては、コンビニ食を使用した献立例、男性でも作れる料理レシピ等が挙げられた。 
 今後の通院治療室での取り組みとして、治療当日に採血の結果、治療中止となった患者は通院治療室に来室しないことか

ら、指導できなかった症例もあるため、どのようなタイミングで指導を行うことができるか関係職種と検討し、必要な患者に漏れ

なく指導ができる体制を整えていきたい。また、指導媒体の充実に努めたい。さらに、継続的な症例報告会の実施及び指導

後、通院治療室問診票や管理栄養士の記録から、がんのカテゴリーごとに食変化（味覚、嗅覚、食形態、嗜好、温度等）をま

とめ、効果的な指導に役立てたい。 
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多摩北部医療センター 
テーマ名 

通院治療室で勤務する看護師が安心・安全に投与管理が行えるレジメン管理

表を作成する 

サークル名：みんなでケモセラ♪ 
メンバー名 

看護部外来：◎○四條麻弥、ンガンソン紀子、生亀天清 田村里菜 
 

1. テーマ選定理由、現状の問題点 
近年、がん薬物療法は進歩が目覚ましく、治療の個別性や使用できる薬剤の増加によってがんと診断され

ても長期生存が可能な時代となった。当院は重点医療にがん医療を掲げ、地域のがん医療を支えている。外

来化学療法件数は平成 30 年度 1911 件、令和元年度 2386 件と年々増加しており、今年度、通院治療室は 8
床から 10 床へ増床した。当院の外来看護師は常勤看護師 12 名、常用パート 19 名にて構成されている。通

院治療室専任看護師の他は常用パート看護師が業務補完し、１日 3～4 名の看護師が勤務している。看護師

の就業時間や経験年数はさまざまである。 
現在、通院治療室では血液科、消化器科、外科、婦人科、泌尿器科の診療科の治療レジメンを取り扱って

いる。そのため、抗がん剤投与に関する専門的な知識が必要となる。通院治療室に勤務している看護師は抗

がん剤投与の経験や自己学習を重ね知識・技術の習得に努めている。しかし、複雑化するレジメンや増加す

る患者数に対応し、患者が安心して抗がん剤治療を受けられるようにするためには、看護師が安全に抗がん

剤を投与できる工夫が必要だと考えた。 
そこで今回、看護師の視点から安心、安全に投与管理が行える疾患別レジメン管理表を作成することとし

た。 
2. 活動内容 
（1） 疾患別に通院治療室で使用している頻度の高いレジメンの洗い出しを行い、24 件のレジメンを抽出した。 
（2） 形式は前投与薬の表示方法、薬剤障害性分類に合わせ色別、時系列で投与の流れが把握できるように表

示・形式を統一した。 
（3） 内容は、通院治療室へ勤務している看護師にレジメン管理表にどのような内容を組み込むか、情報収集

して検討した。結果、電子カルテで把握が難しい治療に関連する手袋着用、保温、保冷、モニターの有

無、ルート選択、ポンプ使用の有無などを分りやすく確認できるように写真や図を入れてまとめた。（添

付資料参照） 
（4） 作成したレジメン管理表は通院治療室に勤務したことのない看護師にわかりやすさや見やすさを確認し

た。 
（5） 作成したレジメン管理表は、疾患別にファイリングして通院治療室へ配置し、いつでも手に取って確認

できるようにした。 
3. 改善策、今後の取組等（予定） 

レジメン管理表を作成後、通院治療室の勤務の有無に関係なく、外来看護師 30 名に周知、アンケートを実施

し、任意で回収した。回収数 27 名、回収率 90％、有効回答数は 27 枚中 26 枚で有効回答率は 96％であった。   
①前投薬の有無はわかりやすいですかの問いについて、26 人中 24 人がとてもそう思う、そう思うと回答した。

②つなぐ順番はわかりやすいですかの問いについて、26 人中 24 人がとてもそう思う、そう思うと回答した。 
③ 投与の時間はわかりやすいですかについて 26 人中 24 人がとてもそう思う、そう思うと回答した。 
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④抗がん剤を色分けしていますが、薬剤の危険度はわかりやすいですかの問いについて 26 人中 24 人がとてもそ

う思う、そう思うと回答した。⑤ルートの選択はわかりやすいですかの問いについて、26 人中 24 人がとてもそ

う思う、そう思うと回答した。⑥モニター装着の有無はわかりやすいですかの問いについて 26 人中 25 人がとて

もそう思う、そう思うと回答した。⑦薬剤によって保温/保冷の有無はわかりやすいですかの問いについて、26
人中 23 人がとてもそう思う、そう思うと回答した。⑧レジメン管理表は、通院治療室で投与管理するのに役に

立つと思いますかの問いについて、26 人中 26 人がとてもそう思う、そう思うと回答した。 
また、日々抗がん剤投与を行っている看護師からは、知識の確認になった、慣れない治療の時に見返したい、

色別でわかりやすい、との意見があった。抗がん剤投与を行ったことのないスタッフからは、これなら抗がん剤

投与が行えそうという意見もあったが、これだけではイメージや理解は難しいとの意見もあったため、レジメン

管理表を活用していくための抗がん剤に関する基礎知識の提供は必要だと考えられる。 
今回のレジメン管理表は今後、通院治療室で勤務する看護師が増えていく中で看護師が安全に投与管理を行う

一つの確認ツールとしては分りやすく、一目で確認できる内容になっているため有用と考えられる。また、レジ

メン管理表を使用していくことで、通院治療室での統一した対応や抗がん剤投与時のインシデント予防、血管外

漏出などによるリスク回避へも貢献することや、患者にとっても安全と安心の提供につながるのではないかと考

える。 
(添付資料) 
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多摩北部医療センター 

テーマ名 

血内のケモを見える化しましょ！ 

―3 職種共通説明用紙で化学療法の説明を共通化し、治療を見える化して、

患者さんとともに安全に入院から通院治療につなげる― 

サークル名 チーム令和：ケモを見える化しましょ 

メンバー名 血液内科 ◎本村小百合, 嵯峨玲奈 
   看護部（6東） ○櫻井寿美, 湯浅陽子, 山本流衣, 福士里美 （通院治療室） 四條麻弥  

薬剤科（6東） 小松春佳 田島梓 （通院治療室） 内藤梨奈 春田貴史 

  

＜＜活活動動概概要要＞＞  

1 テーマ選定理由、現状の問題点 

血液内科では化学療法が多くレジメンが多数あり、点滴、内服の組合せで複雑で、レジメン外の投薬、指示

コメントによる投与速度・副作用時指示もあり、分かりにくい。この春数件のレジメンに関係するインシデン

トが起きた。6 東病棟、血液内科、薬剤科、通院治療室の総出で、再発防止のアクションの１つとして、血液

内科のレジメンの内容、スケジュール、副作用の共通説明用紙を作成し、どの化学療法の何日目でどんな薬が

あるはずか、どんな副作用に注意するかをシンプルに見えるようにする。患者さんに共通で説明し、多職種ス

タッフ間で共有認識を持ち、患者さん、他職種から指摘できる医療安全を目指す。 

2 活動内容 

 (1) 血血液液内内科科でで登登録録ししてていいるるレレジジメメンンををリリスストト化化しし、、33 職職種種共共通通説説明明用用紙紙をを作作成成すするる。。  

    (2)   33 職職種種共共通通説説明明用用紙紙でで化化学学療療法法ににつついいてて患患者者ささんんにに説説明明しし、、職職員員もも共共通通理理解解すするる。。  

    (3)  用用紙紙をを運運用用すするる前前後後でで患患者者ささんんののアアンンケケーートトをを行行うう。。  

3 改善策、今後の取組等（予定）                              

・電子カルテに記録が残らない点は、今後運用を検討する予定である。 

・通院治療室問診票と同様に、院外薬局、訪問看護、在宅医への情報提供を今後拡大していく。 

・今後は化学療法の患者さんのレジメン以外の情報共有する多職種共通サマリーの導入に取り組んでいきたい。 

 

＜＜活活動動のの詳詳細細＞＞  

2-1 計画 

・現在医師、看護師、薬剤師で別の形式で説明している化学療法の説明用紙を 1 つにまとめて改訂し、「33 職職種種共共

通通説説明明用用紙紙」を作成する。患者さんのベットサイドに置き、通院治療室、外来、在宅でも使用する。使用数が

少ないレジメンはスケジュールの 1ページのみ作成する。 

2-2 レジメンと使用している文書の洗い出し 

・血液内科で登録しているレレジジメメンンををリリスストト化化しし、、病病名名ごごととにに色色分分けけした（図 1）。 

・登録レジメンは 133 レジメン、使用しているレジメンは 70 レジメン、医師説明文書は 50 レジメン、看護師の

スケジュール表は 17 レジメン、薬剤師説明用紙は 14 レジメンであった。 

抗がん剤レジメン登録一覧
(２: 高, １: 低、非: 非公開）

2019年7月現在→改変2020年6月 定義
医師 薬剤科 病棟看護師 病棟看護師 薬剤科

登録科名 疾患名 プロトコール名 頻度 医師説明文書 薬剤師説明文書 病棟スケジュール表 病棟副作用説明文書 メーカーパンフレット
血液内科 白血病1 I DA+AraC 5+7療法 2 有 3+7はあり 3+7はあり 有 無

2 CA療法 2 有 有 有 有 無
3 CE療法 非 無 無 無
4 Low dose AraC療法 1 無 無 有 無
7 Ar a-C 中等量+mi t oxant rone 療法 非 無 無 無
8 トリセノックス（三酸化ヒ素）療法 2 有 無 無
9 AVPL療法 非 無 無 無
15 MEG sal vage療法 2 有 無 有 無  

(図 1)レジメン一覧リストより抜粋 
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2-3 多職種共通説明用紙の作成 

医師、看護師、薬剤師が共通で説明する用紙を（図 2）、日付が書き込めてスケジュールが分かり、副作用も

カラーで見やすいものを分担して作成した。7700 レレジジメメンンのの共共通通説説明明用用紙紙をを作作成成した。医師説明文書は細かい説

明があるためそのまま残し併用することとした。   (図 2)  3 職種共通説明用紙の例 

 

2-4 運用 

・スケジュール/副作用の A4 横 2 枚の用紙は専専用用見見開開ききののククリリアアフファァイイルルに入れて患者に  (図 3 病棟配置) 

渡し、ベットサイドに置いてもらい患者・医療者が常に見られるような運用とした。また次次

回回治治療療時時  ((入入院院ままたたはは外外来来))  ににもも同同フファァイイルルをを使使用用する旨の説明を取り決め、通院治療室オ

リエンテーションにも持参し、一連の動きがわかるようにフロー図を作成し職員間の認識統

一を図った。 

・用紙を病病棟棟ののレレタターーケケーーススににレレジジメメンンごごととにに入入れれ、、カカララーーでで色色分分けけしし誰でも分かるように配

置した。 

・外外来来はは通通院院治治療療室室、、外外来来皮皮下下注注射射室室、、血血液液内内科科外外来来 88 番番、、99 番番ブブーーススににファイルに入れて配

置した。 

2-5 施行 

70 レジメンの作成後、10 月 12 日から血液内科入院で化学療法を行う全患者に、10 月 19

日から通院治療室、外来皮下注射室で化学療法を行う患者に使用し、11 かか月月でで 3300 名名にに使使用用し

た。 

2-6 アンケート 

  共通説明用紙の使用開始前後にアアンンケケーートトを行った。自分のスケジュール・治療何日目な

のか「「よよくくわわかかっったた」」ののはは、、使使用用前前 1111 名名中中 44 名名  ((3366..66%%))、、使使用用後後 88 名名中中 66名名  ((7755%%))となった。 

 図 4 アンケート 開始前 

  開始後 

2-7 新規レジメンと今後 

  新規レジメンは、医師が申請した時点で看護師が 3 職種共通説明用紙を作成し、3職種で確認して使用した。

合わせて投与速度指示も 3 職種で検討し医師が指示セットを作成した。この運用を継続することとした。 

36.6％ 

75％ 

27.3％ 

    62.5％ 
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多摩北部医療センター 

テーマ名 

新新型型ココロロナナももだだいいじじょょううぶぶだだぁぁ  

 

サークル名  除菌だョ！全員集合 

メンバー名  放射線科 助川 豪盛 ◎山本 篤史 守安 貴久 

大島 建太 永井 亜里紗 

 

１． テーマ選定理由 

現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が猛威を振るっており、当院でも感染患者の受け入れを行っている。

感染患者を診断・治療する上で、画像診断は欠かせないものであり、診療放射線技師は患者に濃厚に接触する機会

が多い。そのため、自身が感染しないことに加え、検査装置が感染媒体とならないように、常に心掛けなければならな

い。そこで、科内全体で、感染予防の確実性・効率化を目指し、以下の取り組みを行った。 

 

２． 現状と問題点 

感染患者の画像診断は、ポータブル装置での胸部 X 線撮影や X 線 CT 検査を行うことがほとんどである。 

その上で、現状を把握するため、科内の職員（診療放射線技師）18 名に対し、感染対応についてアンケートを実施し

た。アンケートの結果から、以下の問題点が明らかになった。 

（1）日勤帯にコロナ対応を行っていない職員は、放射線治療担当者であり、コロナ対応は当直帯のみ行っている。 

（2）多くの職員が感染患者を撮影することで、感染を拡大してしまうのではないかという不安を持っている。 

（３）多くの職員が汚染箇所を把握していると回答しているが、実際に清掃している箇所には個人差があり、バラツキが

見られる。 

 

３． 活動内容 

感染患者を撮影した際に、ウイルスがどこに付着しているか汚染箇所を特定するため、ブラックライトに反応するクリ

ーム（以下、クリーム）を使用して、ポータブル撮影装置及び CT 検査室の調査を行った。 

調査をした結果、以下の箇所にクリームの付着が見られた。  

【ポータブル撮影装置】 

ハンドスイッチ，走行ハンドル，Ｘ線制御パネル，Ｘ線管球操作部分、カセッテボックス，装置横側、 

装置に設置されているビニール袋     

【CT 検査室】 

寝台横側，寝台操作パネル，患者固定用ベルト，更衣室のドアノブ，パットスライド 

 

クリームが付着した部分をアルコール消毒した後、改めて調査した結果、以下の箇所に拭き残しが見られた。 

【ポータブル撮影装置】 

スイッチ関係の溝 

【CT 検査室】 

パットスライドの縁 
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４． 改善策 

（1）消毒箇所のリーフレット作成・設置 

上記の調査結果をもとに、ポータブル撮影装置と CT 検査室において、クリームが付着していた箇所を示したリーフ

レットを作成した。作成は、装置や検査室全体を写真に撮り、視覚的に分かり易いよう工夫した。また、拭き残しが多く

見られた箇所は念入りに消毒するよう注意を促した。作成したリーフレットはパウチ加工し、ポータブル撮影装置はカセ

ッテボックスの中に、CT 検査室は検査室内の消毒用具のカートに設置した。 

         

（2）ポータブル撮影装置に設置されているビニール袋の移動 

汚染箇所の調査で、患者を撮影する際、ポータブル装置に設置されているビニール袋に接触し、クリームが付着し

ていることがわかったため、ビニール袋の設置場所を撮影の際に接触しにくいカセッテボックスの中に移動した。 

         

取組み後、改めて科内の職員（診療放射線技師）18 名に対し、アンケートを実施した。アンケートの結果から、 

（1）科内の職員全員が作成したリーフレットは役に立ち、今後活用するという回答であった。また、放射線治療担当者

から当直時に非常に役に立つという意見も上がった。 

（2）感染患者の撮影に対して不安を持っていた職員が、取り組み後のアンケートでは大幅に減少した。これはリーフレ

ットを作成したことで汚染箇所が明確となり、不安が軽減したためであると予想される。 

（3）汚染箇所が明確になったことで、今後は効率よく消毒ができるという意見が上がった。効率よく消毒ができるというこ

とは、検査室の滞在時間が短縮し、職員の感染予防に繋がると思われる。 

 

５． 今後の取り組み 

（1）CT 装置に付帯している患者固定用ベルトは、マジックテープの仕様となっており、消毒が非常に困難であるため、

今後はラミシーツを患者の体の上に敷き、その上からベルトをすることで、消毒の手間を解消したい。 

（2）PPE の着脱を含め、感染患者の撮影方法に関する勉強会を定期的に開催し、科内全体で標準予防策の理解と感

染対策の意識向上に努めていきたい。 

（3）汚染調査は QC 担当者のみで行ったため、今後は他の職員にもこの汚染調査を体験してもらい、消毒がしっかり行

われているかを知ってもらう必要がある。 

（4）感染患者の撮影は、時間帯を設定して行っているが、同時に外来患者や救急外来の撮影も行っている。そのため、

患者の呼び出しから退室までの時間を短縮し、なるべく他の患者への影響を少なくする必要がある。今後は、医師や

看護師を含めた他部署との連携をより一層強化し、新型コロナウイルスと共存していく体制を作っていかなければなら

ない。 
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