
テーマ名                              豊島病院 

コツコツと福を招こう★身近なとこからコスト削減！ 
            サークル名 Team 招き猫         
            メンバー名 ○今野恭平 ◎市原江利子 浦上直美 磯部智美 
1. テーマ選定理由 

中央採血室で毎日使用している消毒綿を改善することで経費削減だけでなく衛生面の改

善につなげる事ができると気が付いた。その他にも身近に改善点はないかを考えたところ

血糖採血管の変更に至った。 
 

2. 現状と問題点 
【消毒綿について】 

① 当日中に使い切れず、余計な経費が掛かっている。 
② 消毒薬が揮発してしまい、消毒効果の確実性が損なわれている可能性がある。 
③ 未滅菌のものを触れた手で取り出し清潔度を維持できているかの問題がある。 

【血糖採血管について】 
採血量が変わらずに安価なものが販売されているが、質や使い勝手を比較せずに従来品 

を使用し経費削減の意識が低い。 
 

3. 改善策 
【消毒綿について】 

60 枚/袋入り消毒綿ワンショットプラスから個包装消毒綿ステリコットαに変更する。 
【血糖採血管について】 従来の長さ 105 ㎜から 80 ㎜規格に変更する。 

 
４．結果 
 【消毒綿について】 

① 個包装消毒綿ステリコットαに交換したことで 1.1 円/枚の経費削減を行えた。 
② 消毒効果の確実性の維持が可能となった。   
③ 消毒綿の清潔度を維持できようになった。 

 【血糖採血管について】 6.95 円/本の経費削減を行えた。 
 

５．今後の取り組み 
今回の取り組みを通して検査科全体がコスト面に目を向けるきっかけとなり、さらに

は患者がより安心して採血を受けられるように改善され、実際にコスト削減に繋がった。 
身近なものにこそ目を向け、より良い医療の提供とコスト削減を目指していく。 
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北療育医療センター 
「ケアで困った！」にすぐ対応できる活動を目指して 

〜院内認定看護師連絡会の病棟ラウンドの成果と今後の課題〜 
 

                           院内認定看護師連絡会 
  看護科 ◎上原幸子 砂岡優美 木村美香 

 清水和美 荒木明子 北川原裕 
                      指導科  田口いずみ 

 
１ テーマ選定理由 

院内認定看護師連絡会では、重症心身障害看護の質向上を目指し、コンサルテーションや院内外で
の勉強会などの活動を行っている。この活動を実施する中で、看護師のニーズに即した活動を目的と
して、平成 30 年に院内の看護師に向けたアンケート調査を実施した。その結果、看護師は日ごろの
看護実践において、個別性に合わせたケアが困難であると感じており、認定看護師に「困ったときに
すぐに対応してもらいたい」とタイムリーなアドバイスを求めていることが明らかとなった。しかし、
実際にはコンサルテーションにつながる事例が少ないことから、こちらから出向き実際の状況をスタ
ッフと一緒に確認できる方法を検討した。 

 
２ 活動内容 

平成 30 年度アンケート調査結果を踏まえて、看護師のニーズである「困った時にすぐに対応でき
る」取り組みの一つとして、令和元年 7 月より病棟ラウンドを開始した。病棟ラウンドは、重症心身
障害児者の看護実践に対する疑問をタイムリーに解決することに加えて、認定看護師連絡会の広報活
動と各部署の現状を把握することを目的とした。そのため、院内認定看護師連絡会のメンバー全員で
病棟ラウンドを行い、多分野の認定看護師の視点から各部署の現状を把握した。その場で解決できる
事案であれば回答し、協議が必要な場合は院内認定看護師連絡会の会議に持ち帰り、相談内容への対
応についての情報共有を行った。そして次回の病棟ラウンドに繋げていった。年度末には看護師に向
けたアンケート調査を実施し、病棟ラウンドの評価を行った。 

 
３ 取り組みの方法 

病棟ラウンドポスターを作成し、院内への広報活動をした。また、病棟ラウンド 1 週間前には、「病
棟ラウンドのお知らせ」を各部署に配布し、事前に相談したい内容を記入できるようにした。 

  病棟ラウンドの実施内容については、平成 30 年度に行った看護師へのアンケート調査結果から「ケ
アの中で困っていること」に挙げられていた「ポジショニング」を含めた「移乗」「シーティング」の
3 項目にポイントを絞り、毎回そのポイントについて、２つのグループに分かれ、病棟及び通所へ出
向いた。ラウンド時間内に解決できない事案や時間を要する事案に関しては、コンサルテーションに
シフトして継続できるようにし、各部署の相談内容への対応について認定看護師連絡会内で共有した。 

 
４ 取り組み結果 

令和元年度は年 6 回病棟ラウンドを実施し、部署からの相談は A1 病棟 2 件、A2 病棟 4 件、B1 病
棟 6 件、B3 病棟 1 件、通所 0 件の合計 13 件であった。相談内容の内訳は、ポジショニング 9 件、シ
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ーティング 4 件、移乗 0 件であった。通所は利用者それぞれに担当のセラピストがおり、その都度相
談して解決できていることから質問がなかった。また、病棟ラウンド時にコンサルテーションに切り
替えた事例は 3 件であった。 

  病棟ラウンドについての看護師へのアンケート結果では、病棟ラウンドの認知度は 73.8％、活用度
は 39.2％であった。また、病棟ラウンドを知っていると回答した人に対し、病棟ラウンドの訪問時間、
訪問人数、訪問回数の満足度について、「満足」「やや満足」と回答した割合は、訪問時間は 30.4%、
訪問人数は 32.9%、訪問回数は 22.8％であった。さらに、約 37%が未記入での回答であり、その原因
として、病棟ラウンドを活用したことがない人が 43％いることから、病棟ラウンド自体は知っている
ものの、病棟ラウンドの状況を実際に見ていないことから、訪問時間や人数、回数の評価ができず、
未記入での回答が多くなってしまったのではないかと考える。 

自由記載で「認定看護師に期待すること」を聞いた結果、「専門的な立場の人の意見を聞くとよいケ
アにつながる」「疑問に対して専門的にアドバイスしてほしい」など、認定看護師の知識の提供を求め
ていた。また、「困ったときにすぐに対応できるシステムだと良い」「どれくらいの内容から相談して
良いかまだ分からない」などの相談システムについて期待を寄せる意見があった。さらに、「スタッフ
自身は気付いていない問題を認定看護師の目で助言してほしい」と日ごろの看護ケアへの不安の軽減
を求めていることが明らかとなった。  

 
５ 今後の課題 
  昨年度実施した、病棟ラウンドアンケート結果を検証し、今年度は訪問時間の変更と何でも相談で

きる方法を検討して、現在も継続して病棟ラウンドを行っている。今後は、病棟ラウンドの回数を重
ねて、小さな疑問にもタイムリーに解決できるよう、病棟ラウンドを充実させる共に、コンサルテー
ションの運用にも取り組み、重症心身障害看護の質の向上に繋げていきたい。 
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テーマ名                            北療育医療センター  

短期入所利用者のお薬手帳確認による医療安全の確保 
サークル名 SDGs18［薬剤師は全ての病棟で活動］  

                メンバー名 薬剤検査科 ◎中村千佳子 大越すみ江  
黒崎 理子 大村由紀子  

 
 
１．テーマ選定理由、現状の問題点  
 薬局では、従来より医療入院の必要度の高い患者に対し薬剤管理指導を実施し、持参

薬確認を行ってきた。当センターの入院患者の薬の特徴として、抗てんかん薬、向精神

薬等のハイリスク薬を含む剤数の多い処方が多いこと、また他院の処方を持参するため、

前回入院時と異なる用法・用量であったり、後発医薬品で調剤されていることもある。

お薬手帳の確認対象を短期入所利用者まで拡げ、指導料を算定できない利用者を含めた、

より多くの患者、利用者の医療安全を確保する必要があると考えた。継続可能な方法を

決め、確認事項や手順について検討を行った。  
 
２．活動内容  
 お薬手帳の確認対象を全ての医療入院、短期入所利用者とした。  
（薬剤管理指導依頼の患者を除く）  

4 月の人事異動で、3 人職場の職員のうち 2 人が障害児者医療未経験者に入れ替わった。

そのため、少人数かつ障害児者医療に関する経験値がバラバラな薬局メンバー全員が、

一定の水準でチェックできるように検討した。より短時間で多くの患者、利用者の手帳

確認が行えるように確認事項や手順を決めた。  
 

３．改善策、今後の取組等（予定）  
 お薬手帳の確認事項を、内容の確認（用法・用量が適切か）、手帳と指示簿（定時処方、

継続指示票）の確認、禁忌薬・アレルギー薬の確認の３点とした。終了後は、お薬手帳

確認患者一覧を病棟看護長に提出することとした。報告事項はメモまたは口頭で伝え、

確認患者一覧の備考欄に内容を記載することとした。活動を行うなかで、確認時の注意

点をメンバーで情報共有し、迅速な対応をとることとした。  
 今後の課題は、科内での情報共有を引き続き行い、経験の違いによらず的確に報告す

る工夫をしていくこと、また保険薬局との連絡調整を行い、院外処方の調剤に関する疑

義の確認を迅速に行うことである。  
 
４．取組の結果  
 【結果①】確認の状況  
  7/14 よりお薬手帳確認を開始、7/14～8/14 分（のべ 154 名、うち医療 63 名、福祉

91 名分）の集計を行った。ハイリスク薬処方のある利用者の割合は 89.6％であった。 
  これまで、薬剤管理指導を行う患者のみに行っていたお薬手帳の確認を、短期入所

利用者まで拡げることができた。確認事項に基づいて、スタッフ全員が一律のチェッ
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クを行うことで、確認に要する時間が短くなり、原則、昼の服薬前に確認を終了する

ことができた。また、担当病棟以外の利用者の手帳確認も可能となった。  
 
 【結果②】医師・看護師への報告状況  
  手帳確認を行ったうち、医師・看護師への報告は 33 件あり、うち 20 件が指示変更

された。33 件の内訳は用量変更（37％）、用法確認（21％）、薬剤の追加・中止（15％）、

剤型違い（9％）、使用の有無（6％）等であった。  
  特に抗生剤や頓服薬については、用法や使用の有無を確認した例が多く、また分包

や印字の疑義について内容確認を行った例が散見された。  
 
 【メンバーで情報共有した確認時の注意点】  
 ・短期入所者のほとんどがハイリスク薬を服用していることから、直近の用量変更の

有無や効果に影響を与える併用薬の追加の有無を確認する。特に増量中の入院入所で

は、増量前の量、増量分（増量前分の上のせ量）、増量後の量など、同じ薬剤で一包あ

たりの量が異なる散薬を持参することも多い。  
 ・定期服用でない薬剤を服用しているときは、使用の有無を確認する。  
 ・分包紙の印字が不明瞭なリスクの高い持参薬については、散薬の重量を測る、錠剤

等の刻印を調べる、持参薬を調剤した保険薬局に問い合わせを行う。  
 

【考察】  
 ハイリスク薬の持参割合が高いという、当院の短期利用者の特徴から確認事項を決め、

確認の注意点を全員で共有して手帳確認を行うことにより、入院中のハイリスク薬服用

を継続することができた。また、与薬を行う医療者にとって管理のしにくい薬を発見し

服薬前に確認することで、患者、利用者が安全に服薬でき、医療安全にも貢献できた。

今後も、お薬手帳確認を継続可能な方法で行い、医療者や患者家族にとってリスクの高

い薬に適切に対応していく。  
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テーマ名                                   北療育医療センター 

親子で楽しく「しんがたコロナウイルスのおはなし」で感染対策                            

サークル名 城南分園 新型コロナ感染対策劇団 

          メンバー名 通園担当 ◎藤本智子 渡辺由美子 増井静 高柳美由紀 菊池ゆかり 

                  橋本恵子 佐藤里美 高橋良子 末浪伸二 鈴木貴子 山田ふみ子 

  

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 緊急事態宣言の下、新型コロナウイルス感染症防止策が必要となり、「３密を避ける」「マスク」「手洗い」

「消毒を徹底」など、今までとは違う生活環境となった。大人でも混乱する事態に。子供はもっと混乱するの

ではないかと思った。「子供たちにもわかりやすく伝えたい」という思いが強くなった。 

２ 活動内容 

 通園に通う子供たちにわかりやすく、園での新型コロナ対策を伝えるために、視聴覚教材を作成した。 

子供や利用者があきずに新鮮に取り組めるよう、歌や手遊びなどバリエーションを増やすなど工夫している。 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

① 今後も、「新しい生活様式」など、現状に合った内容に変えながら、情報提供していく必要がある。 

② 園から提供するにとどまらず。利用者が今後の生活の中で自ら選択し、活用していく力をつけていける

ように支援していく。 

 

４ 活動の詳細 

（１）教材の作成 

 子供たちにわかりやすく伝える工夫として、わかりやすい肯定的なことばと絵を用いて、お話を作成した。 

職員間で共有し、修正を重ねる中で、コロナウイルスの説明や、日々の保育の中での「つうえんのおやくそく」

を、パワーポイント教材としてまとめた（図１）。 

 

図１ 教材「しんがたころなういるすのおはなし」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通園再開時の感染対策説明 

 急事態宣言期間は、利用者は通園を自粛していたが、   図２ 通園保護者への説明の様子 

解除後、通園を再開するに当たり、医療的ケアを要する 

など、感染リスクの高い園児の特性を踏まえて、教材を 

用いて園での感染対策を具体的に示した（図２）。 

 利用者は、とても熱心にきいていた。 
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② 園から提供するにとどまらず。利用者が今後の生活の中で自ら選択し、活用していく力をつけていける

ように支援していく。 

 

４ 活動の詳細 

（１）教材の作成 

 子供たちにわかりやすく伝える工夫として、わかりやすい肯定的なことばと絵を用いて、お話を作成した。 

職員間で共有し、修正を重ねる中で、コロナウイルスの説明や、日々の保育の中での「つうえんのおやくそく」

を、パワーポイント教材としてまとめた（図１）。 

 

図１ 教材「しんがたころなういるすのおはなし」抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）通園再開時の感染対策説明 

 急事態宣言期間は、利用者は通園を自粛していたが、   図２ 通園保護者への説明の様子 

解除後、通園を再開するに当たり、医療的ケアを要する 

など、感染リスクの高い園児の特性を踏まえて、教材を 

用いて園での感染対策を具体的に示した（図２）。 

 利用者は、とても熱心にきいていた。 
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（３）繰り返すことによる認知効果 

 子供たちや保護者が、あきずに新鮮に対策に取り組めるよう、教材をペープサートや、歌、手遊びなどの形

でバリエーションを増やすなどの工夫をした（図３、図４）。 

 親子で楽しく繰り返すことで。認知できるようにしている。 

 

図３ しんがたころなういるすのおはなし歌「歌で免疫ＵＰ編」と実際の療育の様子 

 

      

 

 

 

 

 

 

図４ しんがたころなういるすのおはなし歌「手遊び編」 

 

                          かけ声「ＵＵＨ」は次の言葉の頭文字 

                            ううつらない 

                            ううつさない 

                            ひひなんしない（かかった人を） 

 

                  

 

（４）取組の成果 

  保護者を対象に、園の取組についてアンケート調査を行った。 

 視覚教材「しんがたころなういるすのおはなし」については、概ね「よい」との評価をいただいた。 

具体的には、「子供に「いつもとは、なんか違う」と分かるので、いいと思う。」「子供たちはわからないが、 

親やスタッフへの意識付けには良いと思う。」「ただ単に恐れるのではなく、うまく理解する手伝いになった。 

我が家はよかった。」などの意見があった（図５）。 

 

図５ 教材「しんがたころなういるすのおはなし」」についての保護者の意見（令和２年８月） 

                                 （有効回答数 28 件 回収率 85％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、毎回継続して行うことで親子だけでなく、職員側の意識付けにもつながった。 

さらに。ホームページや大田区のネットワーク会議などで紹介し、他の事業所でも活用された。 
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北療育医療センター 

早い！易い！上手い！を目指して 

  

サークル名 結果を早く報告し隊            

メンバー名 薬剤検査科 ◎中原美紀 池田純 黒永瑞恵 

廣川淳 藤田威 大村由紀子 

 

１ テーマ選定理由、現状と問題点 

   2018 年 2 月に自動血球計数装置が更新されたのを機に、運用方法を見直し、検査結果の

報告時間の短縮をしたいと考えた。 

  報告時間の短縮には、業務の効率化が必要であり、現状と問題点として以下が挙げられた。 

（１）更新前の装置はかなり古く、末梢血液像検査は鏡検法での再検を必要としていた。 

   更新後も従来通り、鏡検法を実施するのか。 

（２）検証した結果、新装置の精度は高く、自動機械法は有用であるという結果が得られ

た。よって、末梢血液像検査の結果報告は自動機械法を採用したいと考えた。 

導入するにあたり、運用方法の見直しと構築が必要である。 

（３）鏡検法での再検が必要な場合もあり、再検の条件をどのように決めるのか、また、 

自動機械法と鏡検法での結果に、乖離が見られた事例があった。 

 

２ 活動内容 

  （１）臨床検査・輸血療法委員会において、自動機械法での報告実施の導入を提案し、 

承認を得た。 

  （２）検体検査依頼票の変更、検査システムの変更など、新しい運用方法を構築した。 

  （３）業務の効率化、技師間差をなくすため、科内勉強会を行った。 

 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

  （１）委員会で承認を得て、自動機械法での結果報告が可能になった。 

  （２）血液像検査は、自動機械法と鏡検法に項目を分け、医師が検査依頼時に選択できる 

ようにした。 

  （３）再検が必要な時の条件、数値（装置からの異常フラグ）を設定し、ルール化した。 

  （４）標本作成から染色までの技師間差をなくすため、手技を見直し、統一した。 

  （５）鏡検での技師間差をなくすため、血液細胞形態の目合わせを行った。 

  結果として、 

（１）ＴＡＴ（Turn Around Time）が短縮された。（早い！）、 

（２）ルールが統一され、分かりやすくなった。（易い！）、 

（３）スキルが向上し、技師間差がなくなりつつある。（上手い！） 

が達成された。 
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今後の取組として、定期的な勉強会の開催、外部精度管理の積極的に参加し、スキルの 

維持向上に注力していく。 

 

 

検体到着から報告書発行までの時間（ＴＡＴ） 

 
自動機械法導入前 自動機械法導入後 

自動機械法 ＋ 生化学 ----- 39.4 分 

鏡検法 ＋ 生化学 50.2 分 43.8 分 
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今後の取組として、定期的な勉強会の開催、外部精度管理の積極的に参加し、スキルの 

維持向上に注力していく。 

 

 

検体到着から報告書発行までの時間（ＴＡＴ） 

 
自動機械法導入前 自動機械法導入後 

自動機械法 ＋ 生化学 ----- 39.4 分 

鏡検法 ＋ 生化学 50.2 分 43.8 分 

 

                                      北療育医療センター 

          新型コロナウイルス感染に起因した外来環境の改善とチーム力向上 
 
                         ワンチーム 外来だ ワン！ 
                        看護科 ◎中野由起子 石川春恵 藤井聡江 
                             木村美香 富沢由紀 室井寿子 
                             ⻄川伸枝 濱⽵千絵 ⾼見澤幸子 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 
   今年 2 月以降、新型コロナウイルス感染症由来の感染対策に日本を含む全世界、当センターも日々

取り組んでいる。当外来はワンフロア内に全 11 診療科があり、構造上待合の椅子などの配列を含め 3
密にならざるを得ない状況だった。また、診療科によっては、約 2 時間前からの待ち状態で滞在時間
が⻑くなることや、玩具類など共有での使用物品も多く、職員間で問題提起する場⾯も多々あった。
しかし、状況を変えるには様々な壁があり、立ち止まらざるを得ない場⾯や、躊躇することも多く、
行動に移せず時間だけが過ぎていくということがあったのも事実である。 
このような状況下で、新型コロナウイルス対策では、待ったなしに様々な対策を直ちに行動に移し、
外来職員が一丸となり日々取り組んできたことが成果に繋がり、患者家族からも良い評価を得ること
ができた。 
 

２ 活動内容 
 １）３密防止のための活動 

 ① 外来フロアにある椅子の配置換えと、数を減らして間隔をあけた 
 ② 基本、ひとつの椅子をひと家族で使用することにした 
 ③ 予約時間での来院に統一した  
 ④ 入り口からの案内表示を作成し貼付した 
 ⑤ フロアの状況を見ながら必要時説明と誘導をした 

 ２） 取り組みにあたり苦労したこと、工夫したこと 
   ① 新しい環境への順応が様々で不快感等の感情を表出する方もおり、対応に心が折れることも 
     あった 
   ② 上記のような出来事を含め、職員間で情報の共有化を図るようにした 
   ③ 外来内だけの決定ではなく、ＩＣＴへの報告、相談を密にした 
   ④ 外来診療で全職員が揃う時間に限りがあり、数回の時間確保が必要だった 

３） 成果 
   ① 時間より早い来院がなくなり滞在時間の短縮や、早い者勝ちでの診察がなくなり平等性に繋が 

り、患者家族からも評価された 
   ② 密を避けることで多動に関連した接触の危険回避に繋がった 
   ③ 玩具類など片付け、接触感染予防に繋がった 
 

３ 改善策、今後の予定等 
  ① 変化する状況に応じた対策を可能な限り、その都度変更、設定する 
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  ② 患者家族の状況や反応、声も大切にして取り組んでいく 
  ③ 当センターの組織全体で取り組む共同作業であるという意識向上に繋げる 
 
 
実際の取り組み 
 
 
 
 
 
                          
 

 

外来待合の椅子の配置を背中合
わせから、一列に変更した 

足元の目印や矢印、番号表示など、外来スタッフが作成した 

出口が分かりやすいように 
大きい表示にした 

これらは全て、外来職員の手作りです。業務の合間を縫ってみんなで知恵を出し合い、ス
タッフの持っている技術を活用し、ここまで作り上げました。引き続き患者家族が安心し
て来院できる環境作りに取り組んでいきます。 

休憩コーナーも整理しお知らせを表示した 
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テーマ名                                   北療育医療センター 

重症心身障害者施設の通所におけるノーリフティングケアの取組 ～体感することで変化した職員の意識～      

サークル名 環境整備プロジェクトチーム 

          メンバー名 通所担当 ◎山田順子・岩崎亜矢子・佐藤輝彦・森口玲子 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

重症心身障害者施設では、職員の介護負担が問題となっている、当園通所では、車椅子での活動後、６割の

利用者が床上のマットに降りており、床からの抱え上げや不自然な姿勢でのケアは、負担が大きかった。多く

の職員が腰痛やストレスを抱えていたが、現状を変えることに消極的であり、まず意識を変える必要を感じた。 

２ 活動内容 

利用者の生活環境を見直し、福祉用具を使用することで、実際に介護負担の軽減を職員に体感してもらう。 

さらに、勉強会の実施により、ノーリフティングケア※の理解を深め、職員の意識を変化させる。 

 ※介護する側・される側双方において安全で安心な、持ち上げない・抱えあげない・引きずらないケア 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

（１）通所での取組を城南分園全体に広げていく。 

（２）ベッドをレンタルし、利用者及び職員にとってのメリットを検証する。 

（３）在宅でも介護負担が軽減できるように、保護者に情報の提供と共有化を図る。 

４ 活動の詳細 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生活環境の見直しと福祉用具の使用 

床に降りていた利用者の休息場所に、もともと通所 

にあったプラットホーム１台とストレッチャー4台を 

利用した。移乗には、スライディングボードを使用し 

た。また、安全の為、用具を使用できる利用者を検討 

し、転落や柵による受傷を防ぐための工夫を行った。 

床に降りている利用者の移乗には、布製担架を使用し 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラットホーム 
（140.5×237×48 ㎝） 

布製担架 
（50×140 ㎝） 
（50×160 ㎝） 
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取組を進める中で、「ノーリフティングケア」を知り、力による介助をなくすことで、緊張による変形拘

縮や摩擦による褥瘡を防ぐなど、利用者にもメリットがあることがわかった。また、国では「職場における

腰痛予防指針」を改訂し、「人力での抱え上げは、原則行わせない。リフトなど福祉機器の活用を促す。」

と明示していることも知った。ノーリフティングケアは介護現場で重要な取組であることがわかり、勉強会

を実施した。 

（２）職員の意識の変化 

取組半年後と１年２か月後（勉強会実施後）に、職員の意識を調査した。取組半年後で、９割の職員が身体

的な負担軽減を実感していた。また、当初、用具を使用した移乗介助（トランス）は職員が４人取られるため、

反対意見が多かったが、「仕事の効率は悪くならない」が 92．3％であった。「トランスに参加する職員が増え

た」は 76.9％で、今まで抱え上げができなかった職員もトランスに参加できるようになったといえる。取組

１年２か月後には、職員の体調、精神面、職場の雰囲気に良い変化が表れた。また、利用者のメリットも体感

することで、具体的な取組の意見が出るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）考察 

介護施設において腰痛予防は重要な課題であるにもかかわらず、現状が変わらない要因の一つは、職員の

意識だと思われる。日本は畳文化なので、床に降りることに抵抗がない。当園通所では、床に敷かれたマッ

トに降りることが当たり前で、家族からも降ろしてほしいと要望がある。また、福祉用具の使用に抵抗を感

じ、抱いた方が早い等の考えも根強く残っている。介護の現状に負担や不満を感じている職員も、ここはそ

ういうところだ、仕方がない、と諦めている面もあった。 

取組開始当初は、職員から反対意見も多く聞かれた。知識や情報の不足、固定観念により、ノーリフティ

ングケアをイメージできていなかったからと考える。 

そこで今回、プラットホームやストレッチャーを利用し、高さのある場所でのケアや、福祉用具による移

乗を経験してもらった。その結果、身体的な負担軽減を感じることができ、新しい取組への抵抗感を減らす

ことができた。さらには、職員だけではなく、利用者にとってのメリットも大きいとわかったこと、勉強会

で知識や情報を得たこと、福祉用具の使用に慣れたことで、職員の意識が大きく変化していった。そして、

職員の意識が変わったことで、通所全体で環境整備プロジェクトチーム（ＰＴ）の一環として、前向きにノ

ーリフティングケアについて、検討できるようになった。 

（４）おわりに 

現在、新型コロナウイルス感染症が社会問題となって 

いる、今回の生活環境の見直しや福祉用具の利用は、感 

染症対策としても有効であると思われる。 

この取組が城南分園として根付き、「ここでなら定年 

まで働ける。」という職場になることを期待する。 

また、在宅でも活用できるように、ご家族に情報の提 

供と共有化を図っていきたい。 
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テーマ名                                   北療育医療センター 

見やすい食形態一覧表の作成・活用           

サークル名 チーム「昭和」 

          メンバー名 医療担当 ◎春日寛太郎 湯川祐子 中里吉雄 

                 通園担当   渡辺由美子 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

  利用者の食事の形態を見やすくまとめた「食形態一覧表」については、北療育医療センター本院や他施設

で既に写真付きで作成している例もある。しかし、城南分園では、従来の食形態一覧表は「１cm 角」などの

文字表現だけで、別に、肉と葉物のメニューのみ写真例を用意している状況であった。そのため、保護者に

対して食形態や食材（メニュー）ごとのわかりやすい説明が十分にできないままでいた。また、調理時の仕

上がりの確認も、写真例が少ないために、各個人が言葉から受けた大体の感覚で行っており、ばらつきがみ

られた。 

  以上のことから、保護者に当園の食形態をわかりやすく説明し、職員間で食形態への共通認識を高めるこ

とを目的として、新たに写真付きの食形態一覧表を作成することとした。 

２ 活動内容 

 ・歯科医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士といった食事指導担当者と医師、調理師で食形態一覧表につ

いて検討を行った。 

・日々の給食提供前に各食形態の写真撮影（全体＋各料理ごと）を行った。 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

  （改善策） 

・食形態の名称の変更と食形態の種類を整理した。 

 ・既存の食形態別基準をもとに、撮影した写真を取り込み、写真付きの食形態一覧表を作成した。 

・既存の食形態別基準に入っていなかったおやつの形態と写真を追記した。 

  （今後の課題） 

 ・食形態一覧表の修正 ・盛り付けマニュアルの作成 ・写真を活用した配布用レシピの作成 

 

活動の詳細 

（１） 方法 

①各食形態の写真を撮影した。撮影は全体、料理別（主食・主菜・副菜・果物）、 

食形態別に撮影した（図１）。 

②多職種による食形態一覧表の検討を行った。食形態の「名称」と「種類」に   

ついては主に言語聴覚士が、一覧表に記載する食形態の「特徴」と「食材の種    

類」については管理栄養士と調理師で検討を行った。 

 

（２） 結果 

 Ⅰ 多職種での検討内容結果 

   ①食形態の名称の変更と種類の整理 

改善前は各食形態別に大きさの基準を用いていたが、「発達期摂食嚥下障害児（者）のための嚥下調 

整食分類２０１８」を参考に、形状のやわらかさ、なめらかさの基準とし、名称も変更した。食形態名

と種類については、変更前は練習食や量の違いも含めた１０種類の食形態を５種類に整理した。 

 

 

 

（図１）撮影した写真 
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②食形態の特徴 

食形態の特徴について、何センチや何ミリという大きさの基準ではなく、「形態の特徴」として、や

わらかさ、なめらかさを表現した基準とした。 

③食材の種類ｐ 

食材の種類については、改善前の食形態一覧表をもとに、新たに作成した食形態一覧表に載せる食材

の種類を決めた。まずは主菜、副菜、果物、汁物、おやつの５項目に分け、更に、項目内で主に使う献

立の食材ごとに整理した。 

 

Ⅱ 新しい食形態一覧表の完成 

上記①～③を踏まえて写真付きの新しい食形態一覧表を作成した（図２）。食形態の名称については、

他の職員に浸透するまで時間がかかると思われるため、旧名称も併記した。 

 

（図２）新食形態一覧表（一部抜粋） 

 

（３）今後の課題 

①食形態一覧表の修正 

   同じ食材でも、調理法によって形態を変える場合がある（例：擬製豆腐と揚げ豆腐）ため、食形態一覧

表に入れる項目を再検討する。また、写真の大きさや画質も修正していく。 

②盛り付けマニュアルの作成 

   盛り付けが標準化されていないため、撮影した写真を活用し、定番の献立の盛り付けマニュアルを作成

していく。 

③写真を活用した配布用レシピの作成 

当園利用者向けに、給食で提供している料理のレシピを配布していく。 
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誤飲誤食の異物確認におけるＸ線撮影の検討

歯科 青木 紫乃

【 活動の詳細 】

            橋本 弘美　大村 由紀子　

1 テーマ選定理由、現状の問題点

２ 活動内容

３ 改善策、今後の取組等（予定）

テーマ名 北療育医療センター

サークル名 放射線探索部

メンバー名 薬剤検査科 ◎高岡 修治　川﨑 浩二　

体内にあるとされる異物のそれぞれの特徴から、撮影の適正条件を検討し、いち早

く異物を発見できることを目的とした。

当施設のＸ線撮影依頼において誤飲誤食の症例が過去８年間に３４件あった。体内

に入った物質は、歯、義歯、歯冠、歯ブラシの先端など様々なものが見られた。誤飲

誤食を発見、あるいは疑いのあるときにＸ線撮影依頼があるが、日常業務の中ですぐ

に対応することが難しいこともある。

過去の撮影依頼伝票の中から誤飲誤食による異物確認依頼を抽出し、異物の種類を

把握した。さらに患者のＸ線写真を確認した。異物の物質の特徴からＸ線を用い、写

し出される物質と写し出されない物質、また条件を変えることにより物質の確認が可

能であるものについて分類を行った。

腸管内のガスや椎体と異物に重なりがあることも考慮する必要がある。

ファントムの厚さは一定のため、スタンダードな条件で異物の画像確認は可能であ

る。しかし、実際の患者は体格が様々なので、体厚から適正撮影条件をできるだけ把握

することが今後の課題である。

誤飲誤食になりえる物質を選定した。

①【 頸部位置想定の水ファントム（9ｃｍ）にて撮影 】

撮影した画像をもとに、QAツールより、GA値

スプーン・ストロー・木片

義歯・入歯・金属冠

歯・マウスピース・歯ブラシ

管電圧 110kV ・管電流 200mA・撮影時間 0.01ｓ・2mAs

管電圧 80kV ・管電流 200mA・撮影時間 0.1ｓ・ 20mAs

②【 腹部位置想定の水ファントム（20ｃｍ）にて撮影】

撮影距離 150ｃｍ

撮影距離 150ｃｍ

撮影条件

撮影条件
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入歯

物質 一例
９ｃｍファントム ２０ｃｍファントム

スプーン

歯

歯ブラシ

写し出された画像
分類

撮影した画像をもとに、QAツールより、GA値

（コントラスト調整）GS値（濃度調整）か

ら、それぞれの値を調整し、目視にて変化し

て物質の描写の有無を確認していく。

（FCR computed Radiography）システム

標準画像処理パラメータ参照

咽頭・喉頭 S値 200  L値2.4

腹部 S値 200  L値2.0

Ｘ
線
透
過
性
物
質

Ｘ
線
非
透
過
性
物
質

誤飲誤食の可能性のある物質は、Ｘ線撮影において、写し出されるもの（歯・義歯・歯冠な

どＸ線非透過性物質）、写し出されないもの（プラスチック類・紙などＸ線透過性の物質）、

また条件を変えることにより写し出されるもの（歯・歯ブラシ）に分けることができた。Ｘ線

透過性異物と非透過性異物の境界は必ずしも絶対的なものではなく、主観により決定されるこ

とが多い。このことにより、物質の特徴から描写できないものであればオーダー前に情報提供

でき、必要のない撮影を減らすことができる。また描写可能な異物については迅速に情報提供

できる。さらに透視下で異物を確認すると時間を要し、被ばく線量が増加するが、このように

単発のＸ線写真で確実に異物を確認できることは被ばく低減の観点からも有意義である。

撮
影
条
件
・
濃
度
・
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
調

整
に
お
い
て
発
見
が
可
能
な
物
質
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入歯

物質 一例
９ｃｍファントム ２０ｃｍファントム

スプーン

歯

歯ブラシ

写し出された画像
分類

撮影した画像をもとに、QAツールより、GA値

（コントラスト調整）GS値（濃度調整）か

ら、それぞれの値を調整し、目視にて変化し

て物質の描写の有無を確認していく。

（FCR computed Radiography）システム

標準画像処理パラメータ参照

咽頭・喉頭 S値 200  L値2.4

腹部 S値 200  L値2.0

Ｘ
線
透
過
性
物
質

Ｘ
線
非
透
過
性
物
質

誤飲誤食の可能性のある物質は、Ｘ線撮影において、写し出されるもの（歯・義歯・歯冠な

どＸ線非透過性物質）、写し出されないもの（プラスチック類・紙などＸ線透過性の物質）、

また条件を変えることにより写し出されるもの（歯・歯ブラシ）に分けることができた。Ｘ線

透過性異物と非透過性異物の境界は必ずしも絶対的なものではなく、主観により決定されるこ

とが多い。このことにより、物質の特徴から描写できないものであればオーダー前に情報提供

でき、必要のない撮影を減らすことができる。また描写可能な異物については迅速に情報提供

できる。さらに透視下で異物を確認すると時間を要し、被ばく線量が増加するが、このように

単発のＸ線写真で確実に異物を確認できることは被ばく低減の観点からも有意義である。

撮
影
条
件
・
濃
度
・
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
調

整
に
お
い
て
発
見
が
可
能
な
物
質

テーマ名                            北療育医療センター 
子どもの「食べる楽しみ」を支援する 

〜一人ひとりに合った栄養ケアを目指して〜 
サークル名：美味しく食べ隊 
メンバー名：栄養科 ◎小寺 弘美  ⻘栁 恵未 

１ テーマ選定理由 
  成⻑・発達の障害に伴う摂食嚥下機能の問題を有する子どもには、「食べる楽しみ」への支

援を目指して個別の栄養ケアが適切に提供されることが大切である。しかし、子どもたちの
状態は非常に個別性が⾼く、対応の仕方についても十分な情報がなく、課題や不安が蓄積さ
れているのが現状だった。 

  そのような状況下でも「食べる楽しみ」への支援を考え、適切な栄養ケアを継続して提供
するために今できることを考えるため、テーマとして取り上げた。 

 
２ 活動内容 
  言語聴覚士が実施している食事指導に栄養士が同席する形で関わり始めてから約 3 年が

たつ。課題や不安はあるが、子どもたちやその親たちとじっくり関わることができ、北療の
栄養士らしい仕事の一つだと考え、取り組んでいる。この 3 年間の関わりを今後のより良い
栄養ケアにつなげていくために、食事指導に来ている子供たちの食生活の問題や栄養士が意
識して関わるべきことを明らかにすることが大切である。しかし、子どもの「食べる楽しみ」
を支援したいという気持ちだけでは課題や不安が大きくなるだけで結局うまくいかないこ
とが推測された。そのため、これまでの 3 年間に蓄積された情報を活用することを考えた。 

具体的な取り組みは以下のとおりである。 
(1)３年分の指導記録の内容を集計する 
(2)食事指導に来ている子供たちの現状や評価と栄養指導の内容など情報を整理する 
(3)一人ひとりにあった栄養ケアを行うために今できることを考える 
(4)食事指導の場に取り入れる 

 
  調査集計は右表のとおりの内容を対象にして行った。 
  診断名はダウン症候群が一番多く、他には、低出生体 

重児や精神運動発達遅滞などの診断名があげられていた。 
集計は、食事指導の後に作成する栄養指導実施記録を 

用いた。指導記録は 99 枚あり、「主訴」「評価」「指導内 
容」にあたる部分を抜き出した。抜き出した事柄は、あ 
らかじめ決めておいたカテゴリーごとに整理した。 
 

99 枚の指導記録から揚げられた事項は合計で 843 件あり、予想よりはるかに多かった。

【調査の概要】
調査期間 平成29年11⽉〜令和2年9⽉

男24 女13 計37
男52 女47 計99（のべ）

平均2歳6ヶ⽉
未就学児平均1歳9ヶ⽉

初診時年齢

調査対象人数
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「主訴」については『食べる量や身⻑体重の伸び』『困ったことの訴え』、「評価」については
『摂取量について』『口腔機能に合わせた食形態』、 

「指導内容」については『食形態』『栄養バランス』 
が多いという結果だった。 

 
まず、食事指導に来る保護者の主訴として、食事が 

思うように食べられない、離乳食やミルクの量の悩み、 
食形態、好き嫌いなどが多く聞かれた。食事指導に来る子ども達は離乳食の進み方も様々で
あり、成⻑に合わせた離乳食の進め方に悩んでいる保護者が多いことがわかった。 

その一方で、管理栄養士が食事指導に関わる中で、改善すべきと判断した項目は、栄養の
バランスや、食べられる食品の幅、食形態、食事量、水分摂取が多くあげられた。そして、
食事指導時に管理栄養士が保護者に助言、アドバイスした項目は、離乳食の進め方や、食事
の加工方法、水分摂取、好き嫌いやこだわりへの対応方法、保育園・幼稚園への対応など多
岐にわたった。 

 
３ 改善策、今後の取組等 

調査集計の結果、食事指導に来る子供たちの特性はさまざまであり、解決すべき問題も異
なっていた。また、食事指導に来る子供たちの主訴・栄養士の評価および指導内容について、
ある一定のグルーピングが可能なことがわかった。 

さらに検討の結果、グルーピングできることとそれ以外の個別性の⾼いことに問題を分け
て対応した方が、結局は一人ひとりにあった栄養ケアに近づくことができると考えた。 

そこで、栄養科では、子どもの全体像が分かり、 
問題点の把握にも役立つチェックリストを作成し 
た。このチェックリストを利用することにより、 
栄養士が食べる楽しみを支援し、一人ひとりに 
あった栄養ケアにつなげるための共通認識をもっ 
て、子どもたちにかかわれると考えた。 

   
今回の取り組みのまとめとして、 

(1) 食事指導に来る子どもの成⻑の仕方は十人十⾊であり、家庭環境も異なる。子どもの成
⻑や保護者の主訴に寄り添った指導が求められていることを改めて認識した。 

(2) 指導記録を集計した結果、主訴・評価・指導内容とも一定の傾向があることがわかった。 
(3) 一人ひとりにあった栄養ケアにつなげるために、食事指導用のチェックリストを作成し

使用し始めた。 
今後も子どもたちの「食べる楽しみ」を支援できるよう、言語聴覚士と連携しながら、一

人ひとりに合った栄養ケアを目指して取り組んでいく。  

指導記録からカテゴリーごとに整理した内容
【主 訴】
⾷べる量や⾝⻑体重の伸び、困ったことの訴え、好
みや偏⾷ものにより⾷べない、ベビーフードや再加
工の問題、その他
【評価・指導内容】
摂取量、口腔機能に合わせた⾷形態、栄養バラン
ス、受け入れ、使用⾷品、⾝体状況、その他

【チェックリスト】
項   目 現 在 の 状 態 指導 コ メ ン ト

⾷事摂取量 多 い・ちょうど良い・少ない

全体の栄養バランス 良  い・改善が必要

ミルク・乳製品 良  い・改善が必要

⾷形態 やさしい・ちょうど良い・難しい

使用⾷品 年齢相当・少ない・多 い

水分摂取 飲める・飲めない

好き嫌い・こだわり あ る ・ な い

保育園等 問題なし・状況確認要
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北療育医療センター 

保育所等訪問支援に求められる訓練科 

リハビリテーションスタッフの実践行動 
 

北療育医療センター  訓練科 庭野ますみ 
1. 背景と目的 

2014 年に批准した障害者権利条約では障害を理由とするあらゆる差別の禁止や障害者の地域社会への
参加・包容（インクルージョン）の促進が定められ、厚労省の「今後の障害児支援の在り方に関する検討
会」で、障害児支援はインクルージョンを推進するための後方支援の役割を担うことが明確化され①障
害のある子どもも原則一般施策の中で育つことが当たり前であること②インクルージョンを進めるには
集団への働き方など専門的支援が必要であることが確認され、その中で保育所等訪問支援は最重要事業
と位置づけされた。 

保育所等訪問支援は保護者からの申請による訪問型事業で、保育所や幼稚園・学校など集団生活を営む
施設を訪問し、障害のない子どもの集団生活への適応のために専門的な支援を行う障害児支援の一つで
ある。当センターでも 2016 年より開始したが、保育所はこれまで足を踏み入れる機会はほとんどなかっ
た場所であり、この保育所等訪問事業は未知のそして、未経験の業務であった。 

そこで本研究の目的は、訪問支援員として我々リハビリテーションスタッフに求められる実践行動と
は何か？を明らかにして、今後の支援の参考にすることである。 
 
2. 方法 

対象は 2016 年から 2019 年６月までの間、保育所等訪問支援に参加した訓練科職員、理学療法士（PT）
作業療法士（OT）言語療法士（ST）計 6 名。 

方法は、対象に半構造化⾯接を行った。インタビューは介入した患者ごとに行い、IC レコーダで録音
したデータから逐語録を作成した。質問項目は、訪問に至った経緯、支援した内容、訪問の成果、どんな
事を大切にして支援したかなどの計 9 項目。またカルテから患者の年齢、診断名、居住区を調査した。 

分析は佐藤郁也の「質的データ分析法」を参考にして事例−コードマトリックスに準じて行った。 
具体的には、文字化した各対象の語りから共通するものを選び出し、その内容ごとに小見出しを付け、共
通して説明できる概念を構築し「どんな行動が求められるのか？」の「どんな？」の答えを導きだした。 
 
3. 倫理的配慮 

本研究は当センターの研究倫理委員会の承認を得ている（受付番号 2019-8）。 
 
4. 結果 
① 訪問件数 

2016 年から現在までに当センターが本サービスを行った 16 名 23 件の内、PT・OT・ST が介入した
のは 10 名 13 件であった。 
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② 訪問場所 
対象児は、訪問当時 8 ヵ月から５歳１ヵ月で、9 例の訪問場所は保育園、１例が幼稚園であった。所在

地は北区・板橋区練馬から中央区、さいたま市まで及んでいた。 
③  症例の疾患 

10 名の診断名は、脳性麻痺４名、先天性疾患 3 名、遺伝子疾患 2 名、精神発達遅滞 1 名であった。 
 
④重要視された実践行動 

リハビリテーションスタッフが支援する時に留意したことを分析した結果、「受容が前提」「集団の中
の個を意識させる」「言葉以外のものを読む、感知する力」の３つのカテゴリーと７つのコードが抽出さ
れた。 

カテゴリー1『受容が前提』では、対象は、訪問者としての自覚があり、訪問先の職員が行っているこ
とを受容した上で、職員の介助量が軽減し、楽に支援する方法の提示を重要視していた。さらに、子ども
の日常生活動作の改善や他児との関わりが増えるような介助方法や提案も提供していた。「こういう風に
して下さい」や、「ダメ」という言葉は使わずに、相手が納得できるところ、受け入れられるところを探
していた。 

カテゴリー2『集団の中の個を意識させる』では、保育士が、子どもが５歳だからと皆と同じ事をさせ
たがっている場⾯や、出来ないのではなく、支援の仕方で子どもが出来ることを知ってもらうために、子
どもの障害や特性について説明し、集団も大切であるが、「個」に対する配慮についても職員に理解して
もらおうと努めていた。 

カテゴリー3『言葉以外のものを読む、感知する力』では、言葉にならない空気や雰囲気を感知しなが
ら、⺟親と保育士の信頼関係の構築への配慮や行動を行っていた。 
 
5. 限界 
あくまでも当センターでの調査であり、分析はエキスパートによる検証はされていない。 

 
6. 考察とまとめ 
 我々リハビリテーションスタッフに求められる基本姿勢は、訪問先の職員を受容しながら、「楽に」支
援できる視点の提供と⺟親と園の職員の信頼関係構築への配慮、「その子ども」がより集団生活を楽しめ
るために、具体的な合理的配慮を相手が納得する形で提供することと考えられた。 

終わりに、就学前の身体障害児の 34％が日中「自宅」にいるという報告がある。本事業を利用した７
割は発達障害と知的障害であった。肢体不自由児は 6％で重症心身障害児は 2％であった。これは、肢体
不自由児と重心児の利用者が少ないというより、まだまだ身体障害児は保育園等には行けていないと推
察される。その意味においても、当センターでのこの事業の意義や役割は大きいと考える。 
 
謝辞 
本研究にご協力いただいた都立北療育医療センター通園科：澤田陽子先生、訓練科職員の皆さまに感謝
申し上げます。 

－262－



 テーマ名  短期入所 病床利用進行管理の改善                 北療育医療センター 

サークル名  ＭＳＷと病歴担当 

メンバー名  医療社会事業担当 

水野佳子、松本恭子、川畑俊一、 

河原崎利行、中田和己 

病歴担当   竹中勝美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

今までの病床利用進行管理表では、毎月１５０件を超す短期入所の情報を手入力していた。 

（患者番号、氏名、年齢、前回利用情報など、すべて前回情報を手入力） 

前月の利用申込の有無を確認し、ない場合はそれ以前の利用履歴を調べ入力する。 

病床調整会議の結果を反映していないため、過去の利用履歴の正確さが担保できていない。 

したがって、統計データとしても再利用できない。支給量の上限を超えてもチェックできない。 

ほかにも、ドクターチェック表などの項目とその履歴を保存したい要望が出てきた。 

 

２ 改善内容 

短期入所の利用申込した患者のＩＤを入力すると、氏名・生年月日・性別などの基本情報及び

過去の利用情報を表示できるようにマクロを作成した。 

入退院予定表マクロを利用し、４病棟の入院スケジュール表から短期入所の決定データを取り

込み、病床利用進行管理表に反映できるよ

うにした。 

最終の短期入所利用データを、累積表に

出力することで過去の利用履歴の参照を容

易にするとともに、各種統計の集計データと

して活用できるようにした。 

 

 

 

 

３ 改善の成果 

短期入所の利用申込データの入力作業時間が、３分の一に短縮された。 

患者情報（氏名等）の誤入力がなくなった。 

短期入所の利用情報を累積しているため、年間統計の算出が容易になった。 

患者別の、過去の利用実績の参照が容易になった。 

短期入所以外の他の相談業務に、時間を使えるようになった。 
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