
（資料１：看護師に対するアンケート） 
 

1.機器の保有について

回答

▼以下の項目は、上記1で「はい」と回答した方のみご回答お願いいたします。
2.機器の管理について

回答 頻度（はいと答えた方のみ）

3.保有台数について（*）

台数 メーカー 機器名称 型番 使用頻度 設置年月

(例) 3 アークレイ グルコカードGブラック GT1850 50回/日 2020年4月

*：機器名称やメーカー名等に関しては、添付資料もご参照ください。
*：型番・メーカーが同じ機器を複数台使用している場合、合計台数を選択してください。
　→この場合、使用頻度欄は一台の使用頻度をご記入ください。
*：同じ機器でも、使用頻度や設置年月が異なる場合、それぞれの機器についてご記入ください。

お忙しいところご協力ありがとうございました 
2020年度　検査科　QC活動 

お問合せ：検査科　生田（内線：2510） 

※　プルダウンにない場合は、直接入力してください。

簡易血糖測定器に関するアンケートのお願い

医療法の改正に伴い、簡易血糖測定器の検査科管理が必須となりました。
これにあたり、検査科のQC活動として院内の簡易血糖測定器の調査・管理を行うことにいたしました。
つきましては、現在の使用状況や保有台数調査に関して、アンケートへのご協力をお願いいたします。

メーカーメンテナンスは行っていますか？またその頻度は？
機器や試薬の取扱説明書は保管していますか？

ご所属

一部の回答は、プルダウンリストから選択してください。

精度管理を行っていますか？またその頻度は？

日常点検を行っていますか？またその頻度は？

※　プルダウンにない場合は、直接入力してください。

病棟・外来において、簡易血糖測定器を保有していますか？

新しい職員へのトレーニングはどのように行っていますか？

故障と判断する基準はありますか？
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多摩総合医療センター 

テーマ名 

日勤と夜勤のユニフォームを色別にし、業務の差別化を図る
取り組み 

サークル名 定時の夢、かなえてみせよう ナイトスタッフ～ 
メンバー名 看護部６Ｎ病棟 ◎星野 桂一 川嶋 美奈子 

                          ○菊池 恵利 佐々木 菜摘 
                           清水 加織 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 ６Ｎ病棟は、婦人科・外科・整形外科の３科で編成されており、入院は毎月平均６０件以

上、その内の平均２０件以上を緊急入院が占めている。手術は毎月平均約５０件程度あり、

平日は朝から夜まで行われている状況である。１６時以降に帰室する手術が４５％程度を

占めている状況であり、勤務交代時に帰室することが多い。また、化学療法や終末期の患者

も多く、非常に業務が煩雑化している。医師が日勤者の時間外に声をかけることも多くある

状況である。 

現在、日勤者と夜勤者とのユニフォームの色は同じである。勤務帯でのスタッフの区別が

つかず、他職種からの業務依頼が、勤務時間外でも依頼されることが多い。その結果、業務

が円滑に行えない、医師からの指示依頼がスムーズに伝わらないことがあった。また、勤務

終了時間が超過していても、病棟にとどまっているスタッフが多くみられた。 

そのため、業務の効率化を図る必要があり、日勤者と夜勤者のユニフォームを色別にする

ことで、業務の依頼者を明確にし、業務を円滑に行うこと、スタッフの勤務時間の意識付け

を行い、効率的な業務を行えるようにすることを考え、このテーマを選定した。 

 
２ 活動内容 

日勤と夜勤のユニフォームの色を変え、夜勤者のユニフォームを紺色として区別する 

①夜勤帯における他職種職員からの業務の依頼者を明確にして、業務を円滑に行える体

制づくりをする 

②勤務者の勤務時間の意識付けを行い、効率的な業務を行う（説明文を作成し、カンフ

ァレンスで周知した） 

 

３ 改善策・今後の取組等（予定） 

 ８月から夜勤ユニフォームの導入案内のポスターを病棟の入り口と廊下、スタッフステ

ーション内に掲示し、患者・家族、他職種へ夜勤ユニフォームの導入を周知した。その後夜

勤ユニフォームを導入し、２か月経過し、導入後のアンケートを医師と看護師に実施した。 

医師へ「業務依頼する看護師が明確になったか」という項目は、９０％が「はい」という

結果となり、「依頼する看護師がわかりやすい」「夜勤帯に話しかけやすくなった。夕方や朝

に間違えて声をかけることが少なくなった」という意見が聞かれた。また、「業務依頼する

ことが円滑・効率的になったか」という項目では、６７％が「はい」と回答した。「はい」

と回答した医師からは「誰に声をかけるか明確、声をかけやすい、人を確認する手間がかか

らなくなった」「勤務交代の時間帯に決まったことを夜勤にお願いしやすくなった」「コミュ

ニケーションがとりやすくなった」という意見があった。ほぼ、肯定的な意見が多く聞かれ
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ており、医師からの業務依頼に関しては円滑・効率的となったと考える。 

看護師へのアンケート結果では、夜勤ユニフォームを導入したことで「勤務時間を意識し

て業務を進めることができたか」という項目では、「はい」が６２％、「いいえ」は０％、「変

わらない」が３８％であった。その理由として、「17:15 以降に患者さんの部屋に訪室しな

いで済むように意識して仕事をすることができた」「夜勤者のユニフォームを見ると、日勤

の仕事を早く終わらせようと思うようになった」「日勤、夜勤の邪魔にならないように早く

帰ろうという意識が高まった」という肯定的な意見が多く聞かれた。一方、「変わらない」

とした意見からは「慌ただしくあまり意識できていない」「夜勤が終わってから残るのは残

務で残っているため変わらない」といった意見もあった。個々での業務時間を意識して業務

にあたるようにしているスタッフもみられ、意識改革につながったのではないかと考える。

しかし、業務量が多い日（手術や処置が多い日や、重症度・看護度の高い日など）は、多忙・

煩雑のため業務時間を意識しづらい傾向にある。 

「他職種からの業務依頼がスムーズになったか」という項目では「はい」が７７％、「い

いえ」は０％、「変わらない」は２３％であった。その理由として「どこにいるか探しやす

くなった」「医師からも『この時間からは夜勤ですね』と言われることが増え、業務終了時

間後の追加業務が減った」「患者からの声がかかるのが減った（前は夜勤の時間に日勤者が

対応することが多かった）」「医師が夜勤の看護師を色で判断できるので伝達がスムーズに

なった」「夜勤の管理看護師長からわかりやすくなったと言われた」など、夜勤ユニフォー

ムを導入したことで、他職種からの判別がつきやすくなったため、業務依頼や声をかける相

手が明確になった。 

 どちらの項目でも「いいえ」とした意見はなかった。勤務終了後、自分の業務が終了した

スタッフは、そのまま病棟にとどまっていることは殆どなくなった。この取り組みにより、

業務時間の意識付けと業務依頼の明確化によって、業務の円滑・効率化が図れたと考える。 

以上の結果から、医師・看護師から肯定的な意見が多く、「はい」の回答数も多かったた

め、夜勤ユニフォームの導入は効果的であったと考える。 

今後の課題としては、多忙・煩雑の際、業務時間の意識が低下しやすい傾向にあるため、

リーダーを中心にスタッフへ声かけを行い、時間管理の意識を高めていくようにする必要

があると考える。また、日勤から夜勤への業務依頼の内容と引継ぎ方法について、円滑に行

われるよう、今後も更なる検討が必要である。これからも、業務引継ぎのタイミングと、業

務の時間管理が自身でできるよう意識を高める必要がある。今後は業務引継ぎ内容の整理

を行い、改善内容をスタッフへ提示すること、タイムアウトの時間を設定して業務を引き継

ぐタイミングを図り、時間管理の意識を高められるような取り組みを継続していく。 

＜夜勤ユニフォーム導入案内ポスターとユニフォーム着用時の写真＞ 

 ポスター   日勤      夜勤 

ており、医師からの業務依頼に関しては円滑・効率的となったと考える。 

看護師へのアンケート結果では、夜勤ユニフォームを導入したことで「勤務時間を意識し

て業務を進めることができたか」という項目では、「はい」が６２％、「いいえ」は０％、「変

わらない」が３８％であった。その理由として、「17:15 以降に患者さんの部屋に訪室しな

いで済むように意識して仕事をすることができた」「夜勤者のユニフォームを見ると、日勤

の仕事を早く終わらせようと思うようになった」「日勤、夜勤の邪魔にならないように早く

帰ろうという意識が高まった」という肯定的な意見が多く聞かれた。一方、「変わらない」

とした意見からは「慌ただしくあまり意識できていない」「夜勤が終わってから残るのは残

務で残っているため変わらない」といった意見もあった。個々での業務時間を意識して業務

にあたるようにしているスタッフもみられ、意識改革につながったのではないかと考える。

しかし、業務量が多い日（手術や処置が多い日や、重症度・看護度の高い日など）は、多忙・

煩雑のため業務時間を意識しづらい傾向にある。 

「他職種からの業務依頼がスムーズになったか」という項目では「はい」が７７％、「い

いえ」は０％、「変わらない」は２３％であった。その理由として「どこにいるか探しやす

くなった」「医師からも『この時間からは夜勤ですね』と言われることが増え、業務終了時

間後の追加業務が減った」「患者からの声がかかるのが減った（前は夜勤の時間に日勤者が

対応することが多かった）」「医師が夜勤の看護師を色で判断できるので伝達がスムーズに

なった」「夜勤の管理看護師長からわかりやすくなったと言われた」など、夜勤ユニフォー

ムを導入したことで、他職種からの判別がつきやすくなったため、業務依頼や声をかける相

手が明確になった。 

 どちらの項目でも「いいえ」とした意見はなかった。勤務終了後、自分の業務が終了した

スタッフは、そのまま病棟にとどまっていることは殆どなくなった。この取り組みにより、

業務時間の意識付けと業務依頼の明確化によって、業務の円滑・効率化が図れたと考える。 

以上の結果から、医師・看護師から肯定的な意見が多く、「はい」の回答数も多かったた

め、夜勤ユニフォームの導入は効果的であったと考える。 

今後の課題としては、多忙・煩雑の際、業務時間の意識が低下しやすい傾向にあるため、

リーダーを中心にスタッフへ声かけを行い、時間管理の意識を高めていくようにする必要

があると考える。また、日勤から夜勤への業務依頼の内容と引継ぎ方法について、円滑に行

われるよう、今後も更なる検討が必要である。これからも、業務引継ぎのタイミングと、業

務の時間管理が自身でできるよう意識を高める必要がある。今後は業務引継ぎ内容の整理

を行い、改善内容をスタッフへ提示すること、タイムアウトの時間を設定して業務を引き継

ぐタイミングを図り、時間管理の意識を高められるような取り組みを継続していく。 

＜夜勤ユニフォーム導入案内ポスターとユニフォーム着用時の写真＞ 

 ポスター   日勤      夜勤 

ており、医師からの業務依頼に関しては円滑・効率的となったと考える。 

看護師へのアンケート結果では、夜勤ユニフォームを導入したことで「勤務時間を意識し

て業務を進めることができたか」という項目では、「はい」が６２％、「いいえ」は０％、「変

わらない」が３８％であった。その理由として、「17:15 以降に患者さんの部屋に訪室しな

いで済むように意識して仕事をすることができた」「夜勤者のユニフォームを見ると、日勤

の仕事を早く終わらせようと思うようになった」「日勤、夜勤の邪魔にならないように早く

帰ろうという意識が高まった」という肯定的な意見が多く聞かれた。一方、「変わらない」

とした意見からは「慌ただしくあまり意識できていない」「夜勤が終わってから残るのは残

務で残っているため変わらない」といった意見もあった。個々での業務時間を意識して業務

にあたるようにしているスタッフもみられ、意識改革につながったのではないかと考える。

しかし、業務量が多い日（手術や処置が多い日や、重症度・看護度の高い日など）は、多忙・

煩雑のため業務時間を意識しづらい傾向にある。 

「他職種からの業務依頼がスムーズになったか」という項目では「はい」が７７％、「い

いえ」は０％、「変わらない」は２３％であった。その理由として「どこにいるか探しやす

くなった」「医師からも『この時間からは夜勤ですね』と言われることが増え、業務終了時

間後の追加業務が減った」「患者からの声がかかるのが減った（前は夜勤の時間に日勤者が

対応することが多かった）」「医師が夜勤の看護師を色で判断できるので伝達がスムーズに

なった」「夜勤の管理看護師長からわかりやすくなったと言われた」など、夜勤ユニフォー

ムを導入したことで、他職種からの判別がつきやすくなったため、業務依頼や声をかける相

手が明確になった。 

 どちらの項目でも「いいえ」とした意見はなかった。勤務終了後、自分の業務が終了した

スタッフは、そのまま病棟にとどまっていることは殆どなくなった。この取り組みにより、

業務時間の意識付けと業務依頼の明確化によって、業務の円滑・効率化が図れたと考える。 

以上の結果から、医師・看護師から肯定的な意見が多く、「はい」の回答数も多かったた

め、夜勤ユニフォームの導入は効果的であったと考える。 

今後の課題としては、多忙・煩雑の際、業務時間の意識が低下しやすい傾向にあるため、

リーダーを中心にスタッフへ声かけを行い、時間管理の意識を高めていくようにする必要

があると考える。また、日勤から夜勤への業務依頼の内容と引継ぎ方法について、円滑に行

われるよう、今後も更なる検討が必要である。これからも、業務引継ぎのタイミングと、業

務の時間管理が自身でできるよう意識を高める必要がある。今後は業務引継ぎ内容の整理

を行い、改善内容をスタッフへ提示すること、タイムアウトの時間を設定して業務を引き継

ぐタイミングを図り、時間管理の意識を高められるような取り組みを継続していく。 

＜夜勤ユニフォーム導入案内ポスターとユニフォーム着用時の写真＞ 

 ポスター   日勤      夜勤 
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ており、医師からの業務依頼に関しては円滑・効率的となったと考える。 

看護師へのアンケート結果では、夜勤ユニフォームを導入したことで「勤務時間を意識し

て業務を進めることができたか」という項目では、「はい」が６２％、「いいえ」は０％、「変

わらない」が３８％であった。その理由として、「17:15 以降に患者さんの部屋に訪室しな

いで済むように意識して仕事をすることができた」「夜勤者のユニフォームを見ると、日勤

の仕事を早く終わらせようと思うようになった」「日勤、夜勤の邪魔にならないように早く

帰ろうという意識が高まった」という肯定的な意見が多く聞かれた。一方、「変わらない」

とした意見からは「慌ただしくあまり意識できていない」「夜勤が終わってから残るのは残

務で残っているため変わらない」といった意見もあった。個々での業務時間を意識して業務

にあたるようにしているスタッフもみられ、意識改革につながったのではないかと考える。

しかし、業務量が多い日（手術や処置が多い日や、重症度・看護度の高い日など）は、多忙・

煩雑のため業務時間を意識しづらい傾向にある。 

「他職種からの業務依頼がスムーズになったか」という項目では「はい」が７７％、「い

いえ」は０％、「変わらない」は２３％であった。その理由として「どこにいるか探しやす

くなった」「医師からも『この時間からは夜勤ですね』と言われることが増え、業務終了時

間後の追加業務が減った」「患者からの声がかかるのが減った（前は夜勤の時間に日勤者が

対応することが多かった）」「医師が夜勤の看護師を色で判断できるので伝達がスムーズに

なった」「夜勤の管理看護師長からわかりやすくなったと言われた」など、夜勤ユニフォー

ムを導入したことで、他職種からの判別がつきやすくなったため、業務依頼や声をかける相

手が明確になった。 

 どちらの項目でも「いいえ」とした意見はなかった。勤務終了後、自分の業務が終了した

スタッフは、そのまま病棟にとどまっていることは殆どなくなった。この取り組みにより、

業務時間の意識付けと業務依頼の明確化によって、業務の円滑・効率化が図れたと考える。 

以上の結果から、医師・看護師から肯定的な意見が多く、「はい」の回答数も多かったた

め、夜勤ユニフォームの導入は効果的であったと考える。 

今後の課題としては、多忙・煩雑の際、業務時間の意識が低下しやすい傾向にあるため、

リーダーを中心にスタッフへ声かけを行い、時間管理の意識を高めていくようにする必要

があると考える。また、日勤から夜勤への業務依頼の内容と引継ぎ方法について、円滑に行

われるよう、今後も更なる検討が必要である。これからも、業務引継ぎのタイミングと、業

務の時間管理が自身でできるよう意識を高める必要がある。今後は業務引継ぎ内容の整理

を行い、改善内容をスタッフへ提示すること、タイムアウトの時間を設定して業務を引き継

ぐタイミングを図り、時間管理の意識を高められるような取り組みを継続していく。 

＜夜勤ユニフォーム導入案内ポスターとユニフォーム着用時の写真＞ 

 ポスター   日勤      夜勤 

多摩総合医療センター 
 

回診用 X 線撮影装置における感染予防対策の安全化と効率化の検討 
サークル名：Cleaning Labo 
メンバー名：診療放射線科 

◎遠藤栄輝  三吉慶太 野崎 武 
〇山本恵里花 若森彩月 葛西遼太郎  

1. テーマ選定理由、現状の問題点 
 新型コロナウイルス感染症(以下、COVID-19)対応の回診用 X 線撮影装置（以下、ポータブル装置）

において、現在実施している装置の清拭方法を改善すべきという意見が担当者からあがった。撮影業務

に関わる従事者にとって、より安全かつ効率的な撮影業務を実施できるよう、ポータブル装置における

新たな保護および清拭方法を検討した。 
現在も、東京都では、COVID-19 の新規感染者数が 200 人前後で推移し、感染拡大が続いている。

COVID-19 の感染が疑われる患者や陽性患者に対し、診断目的の一つとして胸部 X 線写真のポータブル

撮影が依頼される。我々は、その都度、院内の感染症対応マニュアルに沿って対応している。 
従来、COVID-19 対応のポータブル撮影では『医療施設用泡洗浄ハイター1000』(以下「ハイタ

ー」。) で清拭していた。ハイターにパーソナルコンピューターや医療機器に対して使用不可と記載され

ていることを確認していたが、院内の感染症対応マニュアルに準じて装置への影響が出ないよう各自が

注意して使用していた。しかし、次第にフラットパネルの退色が目立つようになり、また、ポータブル

装置のディスプレイ部分への侵食による故障が生じた。 
院内の感染症対応マニュアルを遵守した検査実施とポータブル装置の保護を両立させる対策の検討が

我々の課題となった。 
2. 活動内容 

はじめに、ポータブル装置にフックを取り付け、ポリ袋を引っ掛けてディスプレイ保護を行ったが、

フックによる撮影者のガウンの破損やディスプレイが観察しにくい等の問題点が生じた。 

 

 

ており、医師からの業務依頼に関しては円滑・効率的となったと考える。 

看護師へのアンケート結果では、夜勤ユニフォームを導入したことで「勤務時間を意識し

て業務を進めることができたか」という項目では、「はい」が６２％、「いいえ」は０％、「変

わらない」が３８％であった。その理由として、「17:15 以降に患者さんの部屋に訪室しな

いで済むように意識して仕事をすることができた」「夜勤者のユニフォームを見ると、日勤

の仕事を早く終わらせようと思うようになった」「日勤、夜勤の邪魔にならないように早く

帰ろうという意識が高まった」という肯定的な意見が多く聞かれた。一方、「変わらない」

とした意見からは「慌ただしくあまり意識できていない」「夜勤が終わってから残るのは残

務で残っているため変わらない」といった意見もあった。個々での業務時間を意識して業務

にあたるようにしているスタッフもみられ、意識改革につながったのではないかと考える。

しかし、業務量が多い日（手術や処置が多い日や、重症度・看護度の高い日など）は、多忙・

煩雑のため業務時間を意識しづらい傾向にある。 

「他職種からの業務依頼がスムーズになったか」という項目では「はい」が７７％、「い

いえ」は０％、「変わらない」は２３％であった。その理由として「どこにいるか探しやす

くなった」「医師からも『この時間からは夜勤ですね』と言われることが増え、業務終了時

間後の追加業務が減った」「患者からの声がかかるのが減った（前は夜勤の時間に日勤者が

対応することが多かった）」「医師が夜勤の看護師を色で判断できるので伝達がスムーズに

なった」「夜勤の管理看護師長からわかりやすくなったと言われた」など、夜勤ユニフォー

ムを導入したことで、他職種からの判別がつきやすくなったため、業務依頼や声をかける相

手が明確になった。 

 どちらの項目でも「いいえ」とした意見はなかった。勤務終了後、自分の業務が終了した

スタッフは、そのまま病棟にとどまっていることは殆どなくなった。この取り組みにより、

業務時間の意識付けと業務依頼の明確化によって、業務の円滑・効率化が図れたと考える。 

以上の結果から、医師・看護師から肯定的な意見が多く、「はい」の回答数も多かったた

め、夜勤ユニフォームの導入は効果的であったと考える。 

今後の課題としては、多忙・煩雑の際、業務時間の意識が低下しやすい傾向にあるため、

リーダーを中心にスタッフへ声かけを行い、時間管理の意識を高めていくようにする必要

があると考える。また、日勤から夜勤への業務依頼の内容と引継ぎ方法について、円滑に行

われるよう、今後も更なる検討が必要である。これからも、業務引継ぎのタイミングと、業

務の時間管理が自身でできるよう意識を高める必要がある。今後は業務引継ぎ内容の整理

を行い、改善内容をスタッフへ提示すること、タイムアウトの時間を設定して業務を引き継

ぐタイミングを図り、時間管理の意識を高められるような取り組みを継続していく。 

＜夜勤ユニフォーム導入案内ポスターとユニフォーム着用時の写真＞ 

 ポスター   日勤      夜勤 
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Fig.1 取り付けたフック(左)とポリ袋装着時の様子(右), 外に向いたフックによるガウンの破損が報告さ

れた。ビニール袋の捲れやディスプレイの観察しにくさの課題も残った。 
次に、これを解決するため、以下の 3 点を満たすことを条件とした新たなディスプレイカバーを作成

した。 
① ディスプレイのタッチ操作や画像確認が最低限保証され、安価で交換が容易である。 
② 覆われたディスプレイが清拭時にハイターによる退色等の影響を大きく受けない。 
③ ディスプレイをしっかりと覆うことができる。 
まず、①を満たす材料について検討した結果、採用された 1 mm 厚ポリプロピレンシート(PP シート)

をハイターで毎日清拭して経過を観察し、②について検証した。次に、③について数種類作成したディ

スプレイカバーを COVID-19 対応時の撮影を模して使用し、その撮影手技や装置清拭等における安全性

や効率性を検討した。 
3. 改善策、今後の取組等（予定） 

いくつかの材質の中でも、低価格で交換が容易な PP シートは操作時の反応性とカバーの透明性が高

いと評価した。ハイターによる清拭では、清拭していないものと比較し、視覚的に明らかな変化がない

と評価した。作成されたディスプレイカバーを数名の放射線技師が使用した結果、ガウンの破損や装置

へのハイターの暴露等はなく、一連の作業時間が短縮されたことを確認した。 

  
Fig.2 作成したディスプレイカバー(左)とディスプレイカバー装着時の様子(右), ディスプレイカバーは

しっかりと固定されており、検査実施や清拭の際にガウンの破損や装置への影響等は見られなかった。 
 

我々が作成したポータブル装置ディスプレイカバーは①~③の条件を満たした。院内感染症対応マニ

ュアルの遵守とディスプレイ保護の観点から、本活動で検討されたディスプレイカバーが COVID-19 対

応時に有用であるといえる。 
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多摩総合医療センター 

外来スマイルキャンペーン！ 

サークル名 迷わず行き隊 

メンバー名 外来Ⅰ◎藤木浩子、田部井美子、水上砂緒里、井上友紀、関根洋子、柚木裕美 

      外来Ⅱ〇鈴木直子、藤木弘美、神津千秋、渡辺恵子 

      SPC 長沼美香、田崎洋子、桜井峰子、田原優子 医事課 龍川和弘 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 近年、「時々入院、ほぼ在宅」と言われるようになり、療養の場は病院から在宅へと変化し外来治療の役割がま

すます大きくなっている。2025 年には国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上、5 人に 1 人が 75 歳以上と予測されてお

り、高齢者の外来通院が増加傾向となることが知られている。当院は多摩地区、約 400 万人の健康に貢献する高

度急性期病院である。昨年はフレイル予防として、たまそう体操の作成を行い、今後さらなる患者サービスへの

向上が求められている。今回の取り組みにあたり、外来スタッフ間で情報交換を行った。当該科を受診した後、

次に受診する科や検査室への行き方がわからない患者が多いこと、エスカレーター付近で立ち止まり、後方から

来る人と接触している場面を見かけ、転倒・転落のリスクを指摘する意見などが多数聞かれた。そこで外来患者

が安心、安全、スムーズに診療が受けられるように、さまざまな仕組みを工夫する必要があると検討した。患者

が迷わず、目的地の場所へ移動できること、安全に歩行できること、待ち時間を感じさせない工夫が必要であり、

その仕組みづくりに「ナッジ」を活用した取り組みを行いたいと考えた。行動経済学の「ナッジ」は一般社会で

活用されており、「そっと背中を押す」「人の試行の癖を利用した選択肢の提示手法」とも言われる。相手の自由

を残しつつ、特定の選択や行動に誘導する仕組みやデザインのことを呼び、医療現場での活用も広まりつつある。

今回ナッジを活用した外来環境の改善に取り組んだ。 

２ 活動内容 

 活動期間 令和 2年 9月 23 日から 10 月 7日まで試行、以下３つの取り組みを実施した。 

① 患者が、外来平面図を見ながら迷わずに目的地まで行ける仕組みをつくる。 

１階と２階の検査室や会計場所、階段、エスカレーターの配置など、Ｂ６版サイズの地図を作成し各ブロックに

配布した。各ブロックから他の受診場所や検査室へ行く道順を患者に説明しルートを記載する。地図はラミネー

ト加工し、首からかけるカードタイプとした。地図の回収場所を総合案内に設置し、迷わずに目的地まで行くこ

とができれば◎のボックスへ、迷ってしまった場合は×のボックスに患者にカードを返却してもらった。 

② エスカレーターの登りと降りの表示をイエローテープで矢印を描いて表示する。また 

エスカレーターの一番上のステップで立ち止まらないようにイエローテープで矢印を描いて左右に誘導する。 

１階エスカレーターの降り口付近は、自動支払機が並んでおり平日の日中は患者が多数存在する。またエスカレ

ーター降り口で患者が立ち止まってしまい、後から来る人と接触する場面を目撃している。人間は視線をやや下

に向けて歩く傾向がある。特に高齢の方や体調が悪い患者はその傾向が強くみられる。立ち止まらずに人の流れ

を自然に作るための矢印を足元に表示することで視覚的なナッジを活用した。 

③ 受付前や中待合にある椅子にソーシャルディスタンスを図るためのポスターを貼る。 

医療に貢献し、馴染みのある人物を用いたポスターを作成。SPC 協力のもと座面に貼った。自然に人との距離が

一定に保てるような仕組みを実施した。 

 

３ 改善策、今後の取り組み等 

① 患者が、外来平面図を見ながら迷わずに目的地まで行ける仕組みに関する改善策 

活動期間中外来平面図を活用した件数は 48件であった。迷わずに行けたと回答した件数 47 件、迷ったと回答し
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た件数は 1件であった。従来の説明は、文字や数字が記載された予約表を用いている。外来平面図に直接書き込

むことで、次に進む場所や道順がより分かりやすくなり患者が捉えられたのだろうと考える。しかし、地図の利

用枚数が 1 日 10 枚にも至らなかった原因として、各ブロックから検査に向かう患者に限定したこと、行き先の

説明をする対象者を看護師のみにしたことが原因であったと考える。今後は検査説明をする医療秘書やブロック

受付のニチイの職員にも活用してもらうことで、より多くの患者に地図を利用した説明が実施できると考える。 

② エスカレーター表示の改善策 

エスカレーターの矢印を床に描くことで、人の流れを遮らずにスムーズなエスカレーター誘導につながった。患

者からも登る方向と下る方向がわかりやすくなったという意見が聞かれた。またエスカレーターの一番上のステ

ップで立ち止まらずに、自然に矢印に沿って歩きだせるように仕掛けたことは、患者の安全確保につながったと

考える。黄色の矢印にすることで視界に入りやすく、注意喚起にもつながった。しかし、足元に貼ったテープは

剥がれてしまう可能性もあることから、適宜テープの補強や、絨毯などに置き換えるなどの更なる工夫が求めら

れる。 

③ ソーシャルディスタンスを図るためのポスター作成について 

感染予防対策として案内表示を提示した。医療関係に関わる馴染みのある人物に置き換えたことで親しみやすく

なり、患者からの意見としても「工夫されていておもしろい」「他の人と距離が保てて安心です」という意見が聞

かれ好評であった。 

４ コメント 

 今回、視覚的な仕掛けをつくり、患者へ案内することで、患者が迷わず、目的地の場所へ移動できること、安

全に歩行できること、待ち時間を感じさせない工夫を実施することができた。今後も看護現場をより良くする仕

掛けを外来スタッフで検討し患者サービスの向上につなげていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エスカレーター誘導           ソーシャルディスタンスの表示 

 

                             
回収ボックス                  外来平面図 
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多摩総合医療センター 
テーマ名                           

患者さんに喜ばれるメニュー改善 
サークル名 Umer Eats ～食事のわくわくをカートに乗せて～ 
メンバー名 栄養科   ◎篠崎 裕子 ○渡會 菜津子 関 美好  

レパスト(株) 高村 智英 加藤 あゆみ 鈴木 貴裕 
 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 
  当院の献立は 28 サイクル（4 週間の基本サイクル）を基本に、季節の食材を使用した料理、暦の行事

にちなんだ行事食を組み込んでいる。患者さんからは日々食札やメッセージカードにお礼の言葉をいた

だいているが、退院時アンケートや投書箱には「同じ献立の繰り返しで飽きる」といった意見もいただ

いている。在院日数からみれば 4 週間の献立で十分と考えがちだが、長期入院や繰り返し入院される患

者さんにとっては不満となっている。献立に変化がつけにくくなっている原因として、特別食では、治

療上、使用食材に制約があるため、見た目が単調になりがちである。さらに、気候の影響による食材価

格の高騰により、安定的に使用できる食材が限られるということがある。また、現在でも飽きが来ない

工夫として選択食を実施しているが、中には調理作業が煩雑であるにもかかわらず、人気の低いメニュ

ーもあり、非効率的な部分がある。 
  今年度の栄養科運営目標にメニュー改善の取り組みを掲げた。献立を作成する栄養士と調理、盛付を

担当する給食会社職員が協力して、飽きのこない食事を提供することで、患者満足度の向上につなげた

いと考え、本テーマを選定した。 
 
２ 活動内容 
（１）新規メニューの導入、メニュー改善 

 行事食及びサイクル献立のサブメニューとして、新規メニューを考案した。なるべく目新しいもの

になるよう、新たに使用する食材を検討した。また、献立担当以外のアイディアを取り入れられるよ

う、現場で調理や盛付を行っている給食会社職員から見た目や作業面を考慮したレシピを提案しても

らい、栄養科全体で実現に向け取り組んだ。 
（２）効率的かつ満足度の高い選択食の検討 

 現在の選択食の中で評価が低いメニューについて、課題を探り、満足度の高い料理になるよう検討

した。また、使用食材等を整理し、作業の効率化を図った。 
 
３ 改善策、今後の取組等 

患者の食事満足度向上を目指し、栄養士、給食会社が協力し、メニュー改善に取り組んだ。新規食

材を取り入れたこと、献立担当以外の目線を取り入れたことで、新鮮さを加えることができた。また、

実際に調理や盛付けを行っている職員と繰り返し協議しながら作りあげたことにより、お互いの業務

への理解が深まった点も有意義であった。しかし、今回実施できたものは考案したレシピの内、ごく

一部であり、新規メニュー導入は試作や協議を繰り返し行うため、多くの時間と労力を要する。試作

を行ったが、作業量や衛生的な観点から実現にまで至らなかったものもあった。 
今後の課題としては、患者満足度調査やアンケートの意見を反映した新規メニューの導入や、既存

メニューの更なる改善を栄養科一丸となって取り組んでいくことである。そして、食を通して入院生

活に楽しみ・喜びを提供し、患者の QOL 向上に努めていきたい。 
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活動の詳細 
（１）新規メニューの導入、メニュー改善 

・サラダうどん、なす華風煮 
＜「サラダうどん」導入における経緯＞ 
例年は「海の日」の行事食として夏野菜カレーを提供していたが、今

年度は祝日変更により、麺の提供日が該当した。そこで、目新しい献

立として「カレーうどん」の提供は可能か給食会社職員と協議した。

しかし、カレーの色素が食器に沈着してしまい漂白作業が大変になる

ことから実施に至らなかった。その代わり、給食会社職員から「サラ

ダうどんはどうか？」と提案を受け、協議を重ね実施に至った。 
・ミモザサラダ                   

＜変更のポイント＞ 
「見た目が寂しい」「千切りキャベツは食べにくい」との

意見があったため、給食会社職員に副菜のアイディアを

募った。提案のあった中から「ミモザサラダ」について

提供方法を協議し、実施した。また、全体の彩りを考慮

し主菜の付け合わせに「パプリカソテー」を取り入れた。 
 

（２）効率的かつ満足の高い選択食の実施 
A 食 焼き魚/甘酢あんかけ            B 食 豆腐エビオイスターソース/チンゲン菜 

【問題点】 

 
 
 
 
 

 A 食 焼き魚/中華あん                                          B 食 揚げ豆腐/中華あん  
【改善点】  

 
 
 
 
 
 
 

 改善前 改善後 

魚の種類 ３種類 
（メルルーサ・赤魚・タラ） 

１種類 
（メルルーサ） 

魚のサイズ ６種類 
（２０・２５・３０・４０・５０・７０ｇ） 

３種類 
（３０・５０・７０ｇ） 

あんかけ ５種類 
（常軟菜・五分菜・蛋塩・透析・低残渣） 

３種類 
（常軟五分菜・蛋塩透析・低残渣） 

 

料理数が多く調理作業が煩雑 

料理名と提供料理のイメージ

が合わない 

AB 食共通で使用できる「中華あん」を考案 

魚の種類、サイズ、あんかけを統一 
（詳細は下表を参照） 

満足感を得られるよう「揚げ豆腐」へ変更 
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多摩総合医療センター 

テーマ名 

ゼゼロロエエミミッッシショョンン((都都庁庁ププララススチチッックク削削減減方方針針))へへのの取取りり組組みみ  

サークル名 ゼロエミッション！ Plastic スマート   
メンバー名 薬剤科 ◎山形亜紀子 寺口節子 山田啓美 衡田麻美 

成田桃子 宮澤真帆 針ヶ谷義久 〇渡部愛梨 河野稜子  

渡邉怜奈 清野真由子 佐藤優 太田十夢 廣井順子 

            アルフレッサメディカルＳＰＤ 栗原達夫 村上真由美 山口浩子 

１１..テテーーママ選選定定理理由由  

現在、プラスチック問題への関心が世界中で高まっており、日本でも７月１日から全国レジ

袋有料化が始まった。また、東京都でもゼロエミッションを掲げ、CO2削減に取り組んでいる。 

薬剤科では、外来患者へ配布するレジ袋、返品薬やバラ薬品に使用するチャック付きビニー

ル袋等のプラスチック製品を多く使用している。ゼロエミッションに貢献するため、私たち医

療現場で使用しているプラスチック製品を見直すことが重要であると考えテーマを選定した。 

  

２２..現現状状とと問問題題点点  

薬剤科で普段取り扱っているプラスチック製品は、調剤時に使用するビニール袋、軟膏調剤

時に使用する軟膏壺、散剤の分包紙や外来患者お渡し用レジ袋などが挙げられる。その中で問

題点を 2 つ挙げ、まずは 1 週間現状調査を行った。 

Ⅰ 返品薬のビニール袋利用 

   入院患者に払い出された薬剤のうち、中止や退院等で不要になったものは薬剤科に返却

される。病棟から薬剤が返却される際に、錠剤を入れるための小さなチャック付きビニール

袋や薬袋を持ち運ぶために大きいビニール袋が複数枚利用されていることが多かった。 

   薬剤科に持ち込まれるビニール袋は小さいサイズで 1 週間あたり 382 枚(10/6-10/12 累

計)、薬袋の入る大きいサイズで 284 枚(10/6-10/12 累計)であった。多い病棟では 56 枚の

ビニール袋が利用されている。返却されたビニール袋は、薬剤科調剤室内で返品薬をまとめ

るのに数枚使用し、残りはすべて破棄している。 

Ⅱ 外来窓口でのレジ袋配布 

   薬剤科では基本的に薬を渡す際、レジ袋は使用しない。しかし、患者の希望時には、レジ

袋を配布している。集計の結果 1週間あたり 27 枚(10/6-10/12 累計)患者へレジ袋を配布し

ていたことが分かった。 

  

３３..改改善善策策  

Ⅰ 返品薬のビニール袋利用 

   ビニール袋削減ポスターを作成し、現状とビニール袋利用について薬剤科に情報を共有し

た。各病棟担当薬剤師より説明を行い、病棟にポスターを掲示した。返品薬をビニール袋で

はなく、出来る限り薬袋を利用して返却するよう依頼した。また、薬袋をさらにビニール袋
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【図 2】窓口で配布したレジ袋の枚数 【図 1】 返品薬に使用されていたビニール袋の枚数 

に入れて返却しないよう依頼した。病棟ビニール袋チェック表を作成し、取り組み前後の小

サイズのビニール袋及び大サイズのビニール袋の枚数を記録した。 

Ⅱ 外来窓口でのレジ袋配布 

(1)外来患者へ配布するレジ袋をバイオマス製品へ切り替えた。レジ袋の価格は下記の通りで

あり、環境に優しい上にコスト削減が出来る見通しである。 

以前使用していた製品：サニパック(No.45) ￥17,000/1000 枚 (1 枚 17 円) 

バイオマス製品：ニューイージーバック   ￥4,640/1000 枚  (1 枚 4.64 円) 

(2)マイバック持参を推奨するポスターを外来窓口に掲示。また、レジ袋を配布した外来患者に

対して、次回以降はマイバックを持参するよう呼びかけを行った。 

 

44..結結果果  

1 週間の取り組み結果ではあるが、プラスチック使用を減らすことが出来た。 

返品薬で使用されていたビニール袋の枚数は、大サイズのビニール袋は１週間あたり 284 枚 

から 117 枚へ減少した。取組前と比較して、59％減少した。小サイズビニール袋は 1週間あた

り 382 枚から 224 枚へ減少。取組前と比較し 41％減少した。（図 1） 

外来窓口でのレジ袋配布枚数は、1 週間あたり 27 枚から 12 枚へ減少。取り組み前と比較

し、70％減少した。(図 2) 

 

 

 

 

55．．今今後後のの取取りり組組みみ  

今回返品薬のビニール袋利用削減について病棟に依頼したところ、薬袋での返却が難しい

という意見があった。病棟では、自己管理が出来ない患者の場合、患者ごとのトレーに薬をセ

ットする。その際、薬剤紛失等を防ぐというリスクマネジメントの観点から薬袋を破棄するた

め、小分けビニール袋で返品をしていたことが分かった。薬剤科と病棟側での薬剤管理方法の 

認識の違いに気づいた。薬剤の安全管理を第一優先とし、かつ環境に配慮した資源利用のあり

方について継続的に検討していきたい。 

27

12

取組前 取組開始後

取組前

取組開始後

284

382

666

117

224

341

袋（大） 袋（小） 大小合計

取組前

取組開始後
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【図 2】窓口で配布したレジ袋の枚数 【図 1】 返品薬に使用されていたビニール袋の枚数 

に入れて返却しないよう依頼した。病棟ビニール袋チェック表を作成し、取り組み前後の小

サイズのビニール袋及び大サイズのビニール袋の枚数を記録した。 

Ⅱ 外来窓口でのレジ袋配布 

(1)外来患者へ配布するレジ袋をバイオマス製品へ切り替えた。レジ袋の価格は下記の通りで

あり、環境に優しい上にコスト削減が出来る見通しである。 

以前使用していた製品：サニパック(No.45) ￥17,000/1000 枚 (1 枚 17 円) 

バイオマス製品：ニューイージーバック   ￥4,640/1000 枚  (1 枚 4.64 円) 

(2)マイバック持参を推奨するポスターを外来窓口に掲示。また、レジ袋を配布した外来患者に

対して、次回以降はマイバックを持参するよう呼びかけを行った。 

 

44..結結果果  

1 週間の取り組み結果ではあるが、プラスチック使用を減らすことが出来た。 

返品薬で使用されていたビニール袋の枚数は、大サイズのビニール袋は１週間あたり 284 枚 

から 117 枚へ減少した。取組前と比較して、59％減少した。小サイズビニール袋は 1週間あた

り 382 枚から 224 枚へ減少。取組前と比較し 41％減少した。（図 1） 

外来窓口でのレジ袋配布枚数は、1 週間あたり 27 枚から 12 枚へ減少。取り組み前と比較

し、70％減少した。(図 2) 

 

 

 

 

55．．今今後後のの取取りり組組みみ  

今回返品薬のビニール袋利用削減について病棟に依頼したところ、薬袋での返却が難しい

という意見があった。病棟では、自己管理が出来ない患者の場合、患者ごとのトレーに薬をセ

ットする。その際、薬剤紛失等を防ぐというリスクマネジメントの観点から薬袋を破棄するた

め、小分けビニール袋で返品をしていたことが分かった。薬剤科と病棟側での薬剤管理方法の 

認識の違いに気づいた。薬剤の安全管理を第一優先とし、かつ環境に配慮した資源利用のあり

方について継続的に検討していきたい。 

27

12

取組前 取組開始後

取組前

取組開始後

284

382

666

117

224

341

袋（大） 袋（小） 大小合計

取組前

取組開始後

多摩総合医療センター 

整理整頓でイライラ改善 

サークル名 初代 Ｊ ＳＥＩＲＩ ＳＩＳＴＥＲＳ 

メンバー名 7Ｓ病棟 ◎前澤 阿紀 

            ◯星野 久美子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 当病棟は整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科の混合病棟である。入院患者の 2～3

割は自分で入院に必要な物品管理ができない。現在コロナ禍により、家族の面会が制限さ

れているため看護師が患者の物品管理を行っている。当院のロッカーは仕切りが少ないた

め、整理整頓がしにくい状態となっている。ロッカーの現状は清潔な物と不潔な物が混在

している。そのため、不足している物がすぐに判断できず、家族に何を依頼すれば良いの

か分かりにくい状況である。ロッカーの整理整頓を行うことにより、看護師のストレスが

軽減され、業務の無駄を省くことができると考え今回の取り組みを実施した。 

 現状の問題点は以下の３点である。 

① ロッカーの中に清潔な物と不潔な物が混在していて、家族面会時に預ける洗濯物

や、依頼する必要物品がすぐに判別できない。 

② ロッカーの整理整頓ができていないため、必要な物品をすぐに取り出すことができ

ない。 

③ 家族に不足している物品の依頼連絡を行っているのかが分からない。 

２ 活動内容 

① 病棟スタッフ全員にロッカーの使い勝手についてのアンケートを実施した。 

② 個室、大部屋のロッカーのサイズを計測し突っ張り棚と収納ボックスを準備した。 

③ 突っ張り棚、収納ボックスの設置箇所の選定。（個室、大部屋の 751 号室、752 号室

とした） 

④ 突っ張り棚と収納ボックスの設置前後の写真撮影を行い、使用方法を全スタッフに

周知した。 

⑤ 不足物品、貸出物品の数、家族への連絡の有無を分かるように表示した。 

３ 改善策、今後の取組等(予定) 

① 突っ張り棚と収納ボックスを設置したことで、物品を管理しやすくなった。 

② 不足している物品を把握でき、患者の家族に必要な物品を依頼しやすくなった。 

③ 物品を管理しやすくなったことで、看護師のストレスが減り、業務の無駄を省くこ

とにつながった。 

今後は突っ張り棚と収納ボックスの設置後、スタッフの意見を確認していき、さらによ

り良いものに改善していく。 
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整理前 

 

 

整理後 

突っ張り棚と整理ボックスを使用後 
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整理前 

 

 

整理後 

突っ張り棚と整理ボックスを使用後 

 

多摩総合医療センター 

動動画画をを取取りり入入れれたた教教材材のの作作成成にに取取りり組組むむ  

                    あなたの知りたい 教え隊  

                  検査科 ◎小池 清美   浦  邦子    

○田辺 梨恵    高橋 恵  

                          門川 進一 

               ジュニアレジデント  梅田 開    

 

1、 テーマ選定理由、現状の問題点 

毎年 J1 の先生方に向けて、薬剤科、検査科（輸血検査・細菌検査）のオーダー等につ

いてオリエンテーションを約 30 分、3班に分かれて行っている。 

オリエンテーションを行っている中で、引率で来る J2の先生方からの質問の方が多く、

「入ったばかりでは、操作方法だけで分からない事がたくさんある」とのご意見があっ

た。 

J2 の先生方から「後から見直しても分かる資料を作成したい」との提案があり、先生方

と検査科でオーダーの仕方だけではなく、細かい操作方法も組み込んだ資料作成に取り

組んだ。 

 

２、活動内容 

  まず J2 の先生方で、輸血に関する講義の資料を Power point を使って作成。それを検

査科でも目を通し「輸血をするにあたって先生方に知っておいて欲しいこと」を組み

込んで資料を作成。何度かやり取りしている中で出てきた先生方の疑問や質問等も盛

り込みながら、より分かり易い資料を作成した。 

作成した資料は、１０月８日の講義で発表された。 

また、先生方に行っていただく細菌検査のグラム染色の方法についての動画を作成し、

先生方に知っておいて欲しい染色のコツ等を組み込んで動画を作成した。 

  

３、改善策、今後の取り組み 

  輸血に関する資料は、先生方の意見を取り入れながら見直しを行っていく。 

グラム染色の動画は細菌検査室で撮影を行ったが、先生方が実際に染色を行う場所は

救急外来にある。今後、救急外来を使っての撮影に取り組んでいきたい。 
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＜ 教材のスライド ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際にオーダーする先生方の目線で資料を作成したため、検査科メンバーが見ても分かり

やすい資料となった。 
 

  グラム染色に使用する染色液 

 
＜ 教材のスライド ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際にオーダーする先生方の目線で資料を作成したため、検査科メンバーが見ても分かり

やすい資料となった。 
 

  グラム染色に使用する染色液 
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＜ 教材のスライド ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際にオーダーする先生方の目線で資料を作成したため、検査科メンバーが見ても分かり

やすい資料となった。 
 

  グラム染色に使用する染色液 

多摩総合医療センター 

テーマ名 

退院時の持参薬の渡し忘れを減少させる 

           サークル名 忘れ物なくし隊 

            メンバー名 ８N病棟  ◎小窪 〇島崎 星  

 

１テーマ選定理由、現状と問題点 

入院時、処方内容の確認をするため持参薬を一度看護師サイドで預かっている。本来、

入院後は院内処方の薬を服用するため、返却できる持参薬は家族に返却、家族の来院頻度

が少ない場合や自己管理できない場合は、病棟で保管せざるを得ない状況である。退院日

前日に、患者の持参薬と屯用薬を退院 BOX に準備をしているが、退院当日に持参薬の渡し

忘れが生じている。気が付いた段階で患者に連絡を行い、スタッフが直接届けることや、

自宅に処方薬が残っている場合には次回外来でお渡しするなど、渡し忘れが課題になって

いる。 

患者に渡し忘れが起きている要因として、患者の内服置き場が一か所にまとめられてい

ないため、退院準備の際見落としてしまうことが挙げられる。また、置き場所が 1 つでな

いため、導線が多く業務の効率化が図れていないからであるといった意見が挙がった。 

 

２活動内容 

今までは、持参薬屯用薬共に専用の BOX を準備しそれぞれ別の棚に保管していた。今年

度の 8月より患者個人で専用のファイルを作成し、そこに持参薬と屯用薬を一緒に保管す

ることで、退院準備の際、複数カ所確認せずに１回の導線で返却できていない持参薬、屯

用薬を準備することができるようになった。（画像参照）また、退院準備の際もそのファ

イルの中に退院準備の物品（書類や IDカード）を準備することで内服をファイルから取

り出す動作がなく、シンプルにしたことにより 9月以降渡し忘れはゼロ件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜ 教材のスライド ＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
実際にオーダーする先生方の目線で資料を作成したため、検査科メンバーが見ても分かり

やすい資料となった。 
 

  グラム染色に使用する染色液 
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３改善策、今後の取り組み等（予定） 

取り組み前は、持参薬屯用薬を別の BOX に準備しそれぞれ別の棚に保管していた。今回

から患者個人の専用のファイルを作成し、そこに返却できていない持参薬と屯用薬の保管

場所を一元化することで、退院準備の際、複数カ所確認せずに持参薬、薬剤科に返却する

屯用薬を準備することができるようになった。また、退院準備の際も薬剤の保管ファイル

を一元化されたファイルの中に退院準備の物品（書類や IDカード）を準備することで、

内服を別のファイルから取り出す動作がなくなり、導線も少なくなった。このことによ

り、より渡し忘れを予防することができると考える。 
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３改善策、今後の取り組み等（予定） 
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を一元化されたファイルの中に退院準備の物品（書類や IDカード）を準備することで、

内服を別のファイルから取り出す動作がなくなり、導線も少なくなった。このことによ

り、より渡し忘れを予防することができると考える。 

多摩総合医療センター 

スキンーテアは予防ケアが有用 

―費用対効果に焦点を当てて― 
サークル名 スキンーテアって知ってる？ 

メンバー名 看護部 ◎〇佐々木尚美 寺谷麻衣子 菅原淳子 
                       看護部褥瘡対策・栄養サポート委員会 
１テーマ選定理由 
 スキンーテアとは、摩擦・ずれによって、皮膚が裂けて生じる真皮深層までの損傷（部分層損傷）で
ある。スキンーテアのリスク因子は、加齢(75 歳以上)、ステロイドや抗凝固薬の使用、抗がん剤や放射
線治療歴で、入院患者の多くが該当する。 

また、スキンーテアは、患者に強い痛みを与え、家族はその見た目を虐待と間違えると懸念されてい
る。実際、家族が医療用テープによる表皮剥離を発見し、医師と看護師に説明を求めたというケースも
あり、医療者は正しい認識と対応が必要である。 

スキンーテアは褥瘡の危険因子であり、褥瘡予防として関連委員会で活動を始めた。 
スキン―テア発生にかかる費用と、予防にかかる費用を比較し、費用対効果の面からスキンーテア予防
の重要性を考えたい。 
２現状と問題点 

１）スキンーテア発生状況が把握できていない 
２）スキンーテア予防対策を啓発できていない 

３問題点に対する活動内容 
月１回褥瘡対策委員会、看護部褥瘡対策・栄養サポート委員会で検討した。 

１）６月褥瘡およびスキンーテアを全部署 IA レポート対象とした。 
① スキンーテア発生数 ②発生状況 ③発生直後の対応 以上を把握する 

２）①7 月予防対策のニュースレター配布 ②8 月〜予防ケア用品の使用実績を調査  
③10 月予防ポスターを作成し院内掲示 ④手順書（予防編、処置編）作成中 

４結果 
スキンーテア報告件数は、4 月〜９月６９件(図 1)、発生状況は「医療用テープによる剥離」が 36 件

（５２％）、「何らかのものにぶつけた」8 件(12％)だった(図 2)。対応策は「皮膚欠損用創傷被覆材によ
る保護」29 件(37％)（図 3)、発生時の費用は１回 200 円〜250 円、最も⾼くて 1000 円であった。この
中で、真皮損傷用の創傷被覆材（ディオアクティブ ET）の使用はわずか 1 件（４％）で、ほとんどが
シリコン製で剥離刺激の少ない創傷被覆材（ハイドロサイト🄬🄬ジェントル銀、メピレックス🄬🄬ボーダー
など）で対応していた。スキンーテアは、2−3 週間の治癒期間のため、その間創傷被覆材を複数回使用
する。しかし、シリコン製の創傷被覆材は皮下組織用であり、真皮損傷のスキンーテアには保険適応
外、病院の持出しになっている(図 4)。 

今回、IA レポートによる報告をもとに、スキンーテアの予防啓発を始めた(図 5)。四肢を筒状包帯で
保護する、テープ剥離にはリムーバーを使う、非アルコール性の被膜剤を使うなどである。これらを費
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図１ 図２ 

用に換算すると、リムーバーは１回(１枚)80 円、被膜剤は１回 110 円〜200 円（７２時間効果を維持す
る）、筒状包帯は、腕用を例に（ストッキネット🄬🄬1 巻１８ｍ4000 円、ｔｇGrip🄬🄬F１０ｍ6500 円）1 回
30cm として１回約 70 円〜200 円、洗濯が可能で、同⼀患者に繰り返し使える。 

スキンーテアは、費用対効果を見ても、予防に費用をかけていくほうが有用である。 
５今後の課題 

スキンーテア対策の中で、テープ・創傷被覆材の種類の多さ、効果の同じテープ・創傷被覆材の重複
が目立った。これでは、ケアに差が生じ、原因を追求しにくい。テープと創傷被覆材の再評価と集約化
が課題である。そして、院内の整備後は、地域の医療介護従事者とともに、⾼齢者の皮膚を守るスキン
ーテア対策を考えていきたい。 
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図５ 予防啓発に作成したニュースレターとポスター 

図１ 図２ 

用に換算すると、リムーバーは１回(１枚)80 円、被膜剤は１回 110 円〜200 円（７２時間効果を維持す
る）、筒状包帯は、腕用を例に（ストッキネット🄬🄬1 巻１８ｍ4000 円、ｔｇGrip🄬🄬F１０ｍ6500 円）1 回
30cm として１回約 70 円〜200 円、洗濯が可能で、同⼀患者に繰り返し使える。 

スキンーテアは、費用対効果を見ても、予防に費用をかけていくほうが有用である。 
５今後の課題 

スキンーテア対策の中で、テープ・創傷被覆材の種類の多さ、効果の同じテープ・創傷被覆材の重複
が目立った。これでは、ケアに差が生じ、原因を追求しにくい。テープと創傷被覆材の再評価と集約化
が課題である。そして、院内の整備後は、地域の医療介護従事者とともに、⾼齢者の皮膚を守るスキン
ーテア対策を考えていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 図３  

図５ 予防啓発に作成したニュースレターとポスター 

図１ 図２ 

用に換算すると、リムーバーは１回(１枚)80 円、被膜剤は１回 110 円〜200 円（７２時間効果を維持す
る）、筒状包帯は、腕用を例に（ストッキネット🄬🄬1 巻１８ｍ4000 円、ｔｇGrip🄬🄬F１０ｍ6500 円）1 回
30cm として１回約 70 円〜200 円、洗濯が可能で、同⼀患者に繰り返し使える。 

スキンーテアは、費用対効果を見ても、予防に費用をかけていくほうが有用である。 
５今後の課題 

スキンーテア対策の中で、テープ・創傷被覆材の種類の多さ、効果の同じテープ・創傷被覆材の重複
が目立った。これでは、ケアに差が生じ、原因を追求しにくい。テープと創傷被覆材の再評価と集約化
が課題である。そして、院内の整備後は、地域の医療介護従事者とともに、⾼齢者の皮膚を守るスキン
ーテア対策を考えていきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 図３  

図５ 予防啓発に作成したニュースレターとポスター 

－56－



多摩総合医療センター  

患者のベッドサイドでスムーズなケアを 
サークル名：片付けられるオ ･ン ･ナ        

              メンバー :看護部看護科 10S ◎紺野敬子〇水垂純子  

湯澤妃礼  上澤美穂  

                   看護助手  山岸美佐  今井多岐子  阿部久美子  

Ⅰテーマ選定理由、現状の問題点  

 10S 病棟では、自分自身で体位変換ができない患者は、排泄や吸引、処置をベッドサイ

ドでケアを要することが多い。そのため、ワゴンに処置やケアに必要な物品を置きベッド

サイドに設置している。その結果、ベッドサイドのスペースが狭くなり、処置やケア時の

妨げの原因になっていた。とくに、ナースステーションに近い多床室はワゴンを必要とす

る患者が入室していることが多い。そのため、ケアやトランス時などにワゴンを動かさな

いと作業スペースの確保ができず、ワゴンがカーテンを超えて隣の患者スペースを占領す

ることもあった。さらに、ワゴンが設置されていることで、吸引物品以外の診療材料や患

者の私物が混在しデットストックとなり、本来清潔であるべき吸引物品が汚染されやすく、

環境整備もすべてを動かして実施するのは難しい環境であった。また、ワゴンを使用しな

い時は、倉庫で複数のワゴンを保管することになりデッドスペースが生じるが、それを解

消するために高額の折り畳みのワゴンを購入するのは難しい。  

ベッドサイドを安全でより清潔な環境を確保するために、安価な物でワゴンの代替とな

る物品管理方法に変更することで清潔で安全な療養環境を提供していきたいと考え、今回

のテーマ選定とした。  

Ⅱ活動内容  

１ワゴン設置の廃止をめざし、代替管理方法を検討・施行・評価した。  

１）使用する物品  

 マグネット（耐荷重１０㎏・掲示用）。滑り止め付ハンガー。マグネットポケット  

２）設置方法  

（１）吸引に必要な診療材料を含む物品を、マグネットを使用し壁面に設置する。  

①掲示用マグネットで吸引用の紙コップ、吸引チューブ、ごみ袋を設置する  

 ②ハンガーには、手袋・くるりんぱをかけ、耐荷重の高いマグネットフックで設置する  

 ③マグネットポケットは予備ゴミ袋や吸引用の紙コップ、シールドマスクを入れる  

３）物品管理  

 未使用時は、水洗いまたはセイフキープ清拭し、マグネットをマグネットポケットに  

 止め洗浄室の棚に保管しておく  

２変更前後の物品管理を評価するため、看護師と看護助手にアンケートを実施する。  

Ⅲ取り組みの結果  

１マグネットを活用し吸引や排泄介助に必要な物品をマグネットボードに取り付ける方法
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にしたことでベッドサイドのスペースを確保できた。（写真 AB 参照）また、吸引に必要な

物品が 1 か所にまとまり、清潔かつ効率的に吸引ができるようになった。（写真 CD 参照）  

物品補充時、吸引チューブなど外装のまま取り付けることで、簡単であり清潔をキープす

ることもできた。マグネットポケットは洗浄室の所定のボックス 1 個の中にコンパクトに

収納でき、準備もスピーディーにできるようになった。  

今回使用した物品の経費は、変更前に使用していたワゴンは 1 台約 3 万円であり、変更

後に使用した物品は、マグネット 1 つ 429 円×4（ 1716 円）強力マグネットフック 1063 円

×2（ 2126 円）マグネットポケット 1296 円ハンガー 100 円×2（ 200 円）＝ 5,338 円であっ

た。吸引セット 1 つにつき約 25,000 円の経費が削減できた。また、今回使用した物品は全

て文具であり安価で容易に入手できるものであった。  

２アンケート結果  

今回、提案した代替管理方法についての看護師の使用感は「吸引器の近い壁面にセット

されていて使いやすい」との回答は 70%、「使いづらい」との回答は 30%であった。使いや

すい理由として、①病室のベッドサイドにワゴンを設置しないことで、作業スペースの確

保ができるようになった。②これまで私物とケアに必要な物品が混在していたことで発生

していたデッドストックがなくなり環境整備がしやすくなったとの意見があった。使いづ

らい理由として、①取付位置によっては紙コップが固定されているために使用しづらい。

②ハンガーを使用したくるりんぱの取り出しがスムーズにできない。との意見があった。  

              

写真Ａ：多床室にワゴン設置           写真Ｂ：マグミット式吸引セット  

                   

Ⅳ改善策、今後の取り組み  

 清潔で安全にケアができるベッドサイドの空間を確保することができた。準備や設置に

は、実際に吸引をしないスタッフへ依頼することが多い。そのため、誰がセットしても使

いやすい動線を考慮した設置方法を検討し、快適な療養環境の提供につなげていきたい。  

写真Ｃ :従来のワゴン               写真Ｄ :マグネット式吸引セット  
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