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小児総合医療センター 

テーマ名 

ウウロロウウロロししなないいでで！！ももうう私私たたちち迷迷わわなないい！！－－泌泌尿尿器器科科退退院院指指導導早早見見

表表とと患患者者向向けけププロロトトココーールルのの作作成成  

ササーーククルル名名  

TEAM MIURAP  

ササーーククルルメメンンババーー  

看護部◎篠原ひとみ 〇川口江利子 

三浦英代 大友直美 秋田恭宏 三木里紗  

辻麻里奈 木原莉紗  

泌尿器科 佐藤温子 

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  

（１）病棟には泌尿器科の手術後の退院指導に関する様式がないため、その都度医師に確認を取ったり、 

看護師の経験により説明に差が生じる。また、退院後患者による外来への問い合わせは多数見ら 

れている。退院指導早見表とそれをもとに家族向けリーフレットを作成し、異動間もないスタッフ 

や新人も統一した退院指導ができるようにするために取り組みを開始することにした。 

（２）家族は入院時、医師より手術や入院について説明がされるが、初日はオリエンテーションが多く、 

術後のイメージがつかないと訴える家族も見られる。現時点で当病棟にあるプロトコールの見直し 

と、新たにプロトコールを作成し、家族が見ても分かるような形式に編集した。 

 

２２．．活活動動内内容容  

（１）泌尿器科の退院指導の際にどのようなことが分かりづらいか、困っていることは何かないか、 

   スタッフへアンケートを実施した。 

（２）泌尿器科疾患の退院指導早見表（アンケートの結果や基本的な内容をもとに、退院処方薬、日 

   常生活、創処置などの項目を作り一目で分かるようなもの）を作成し、退院指導時に渡せる家 

   族用リーフレットを作成した。            

（３）クリニカルパスではない手術に関しては、家族が見ても分かるようなプロトコールを作成し 

た。                                                                                                                      

（４）リーフレットを使用開始後、スタッフへ再度アンケートを取り、退院指導において改善が見ら 

れたか評価した。 

 

３３．．改改善善策策、、今今後後のの取取りり組組みみ  

（１）退院リーフレットと泌尿器科疾患の退院指導早見表（以下ツールとする）の周知ができていな 

   いことから、運用しているスタッフが少なかったため、ツールの再周知が必要である。 

（２）ツールを使用した患者が少ないため、今後も患者へ一定件数の使用を実施する。 

（３）スタッフへのアンケートや患者・家族からの問い合わせ件数の推移などで有効性を評価する。 

（４）今回の活動では、プロトコールの作成は行ったが、活動期間内の運用ができなかったため、今 

後、実際に入院時のオリエンテーション時に使用し、使用感について評価し、適宜改善してい 

く。 

（５）ツールやプロトコールの項目に対して補足する面がないか定期的に評価し、改善していく。 

（６）ツールを使用した退院指導が出来るように、泌尿器科手術目的で入院の児のカルテにあらかじ 

めツールを準備し、使用件数を増やす。 
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活活動動のの詳詳細細  

１.ツール作成にあたって事前アンケートを実施。（n=21） 

① 泌尿器科の患者の退院指導で迷ったり、困ったりしたことはあるか。 

はい 15 名 いいえ ６名 

＜「はい」と回答した理由及び意見＞ 

・保育園や幼稚園にいつから通っていいか。 

・浴槽につかってよいか、プールはいつからか。 

・同じ疾患でも術式によって指導方法が異なるものがある。 

・退院後の生活指導についてマニュアルがないため、何を伝えているのかわからない。 など 

② 泌尿器科の疾患において入院中の安静度や看護について迷ったり、困ったことはあるか. 

はい 16 名 いいえ５名 

＜「はい」と回答した理由及び意見＞ 

・疾患毎の術後経過など大まかなプロトコールがあると分かりやすいし、説明に迷わない。 

・治療予定や経過がわからず家族の質問にうまく答えられない。 

・安静度について。 

・術後看護については参照するものがないので、あった方が確認しながら行えると思った。 

・検査時期がいつか知りたい。 

・退院指導を行うにあたって、家族にどんなことを多く質問されるか。 

・入浴、プールはいつからしていいのか。 

・学校（保育園）に行ってもよいか、運動や体育はいつからしていいのか。 など 

③ プロトコールに入って欲しい項目はありますか。 

・清潔ケアのタイミング（陰部洗浄開始のタイミングが分からない疾患がある） 

・安静度、デバイス類抜去の目安、デバイス管理について、検査時期 

・抗生剤点滴終了後、内服に変更か否か 

 

２.ツール作成 

上記のアンケートをもとに、ツール作成と患者向けプロトコールの作成を行った。 

① ツール作成 

泌尿器科疾患の以下のような退院指導早見表を作成し、患者用リーフレットに該当箇所に印をつけ

て、家族に渡せるようにした。疾患に関しては当病棟に多く入院する＜停留精巣、膀胱尿管逆流、尿

道下裂、後部尿道弁、水腎症、包茎、尿管瘤＞を選択した。項目に関してはアンケートの結果をもと

に、＜シャワー、入浴、運動、創処置、登園・登校、内服、その他＞を選択した。 

② 患者向けプロトコールの作成 

 アンケートの結果をもとに＜安静度、清潔ケア、食事、挿入物、検査・処置・その他＞の項目につ

いて入院日から退院日に向けて一覧にした。また、プロトコールはパウチしており、入院時に説明

し、退院までベッドサイドに保管できるようにしたことで、反復して家族が閲覧できるようにした。 

③ ツールの運用 

 10 月より、ツールの運用について、病棟会にて周知した。その後、各スタッフにて退院時に使用で

きるようにした。使用後の意見としては以下の内容があがった。 

・いつからどのような活動をしていいのか、具体的に書かれていたので退院指導をしやすかった。 

・とても良い。入浴は冬に聞かれることが多かったので、その都度医師に確認しなくてよくなった。 

・疾患別に区別されているためわかりやすかった。 

・スタッフによって説明のばらつきがなくなって良いと思う。家族がメモを見返せるため良い。 

運用から日数が短かったため、引き続きツールについては周知し、使用感についてスタッフから意

見を募って改善していく必要がある。 

患者向けプロトコールに関しては、運用までに至らなかったため、今後、使用していく。 
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小児総合医療センター 

テーマ名 

密を避けて密なカンファレンス 

サークル名 チーム断密 

メンバー名 脳神経外科 ◎津田 恭治、河野 まや        

森の 2番地 〇伊藤 裕子、久保 宏美、福田 香織  

薬剤科 掛 瞳                                 

1. テーマ選定理由 

多職種の密な連携が患者の治療には不可欠であり、そのためにカンファレンスが活用さ

れている。しかし業務時間の問題から時間を合わせることが困難である。また昨今のコ

ロナ事情から、大人数で集まるカンファレンスの開催が困難であることから、サイボウ

ズ上のスペース機能を活用して密なカンファレンスを行うことを計画した。 

2. 現状と問題点 

スペースは院内 LAN の機能を活用するため、個人情報の取り扱いの問題が発生した。ス

ペース機能を活用していなかったため、スペース機能に慣れることから始めた。 

3. 改善策 

カンファレンスの実施は電子カルテのくじらメールに記載することで周知し、スペース

上には個人情報を載せない形でのカンファレンスを行うこととした。 

4. 今後の取り組み（結果） 

カンファレンスを開催したい議題がでた際に、すぐにスペース上で話し合いを始められ

るように、継続して取り組んでいきたい。 

 

 

1. テーマ選定理由 

 今年度から森の２番地病棟にも専属薬剤師が配属された。医師・看護師・薬剤師の密

な連携が患者の治療には不可欠であり、そのためにカンファレンスが活用されている。 

 しかし業務時間の問題から、三者の時間を合わせることが困難であり、全員が集まる

時間を考えると、日勤終了後の時間外になることが多くなる。近年進められている働き

方改革に逆行する状態である。 

 また昨今の COVID-19 の感染拡大防止の観点から「密接・密集・密閉」の３密を避け

ることが推奨されており、多人数で集まるカンファレンスの開催が困難である。カンフ

ァレンスは個人情報を扱うことから密閉された空間が望ましいが、COVID-19 の感染予

防の観点からみると適切ではない。 

 そこで、サイボウズ上のスペース機能を活用して密なカンファレンスを行うことを計

画した。 
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2. 現状と問題点 

2-1. スペースが院内 LAN にあること 

スペースは院内 LAN 上にあるため、そこで患者についてディスカッションすること

に対し、個人情報の取り扱いについての問題が生じた。 

2-2. スペースの利用が初めてだったこと 

スペースを利用したことがある職員がいなかったため、スペース上でカンファレン

スが可能かどうかをサークルメンバーで検証した。 

 2-3. スペースの利用法を広める必要があったこと 

サークルメンバーのみならず、森の２番地病棟、脳神経外科のメンバーもスペースを

利用していない職員が多かったため、スペースの利用方法の説明が必要だった。 

3. 改善策 

3-1. スペースが院内 LAN にあること 

カンファレンスの開催は電子カルテのくじらメールで周知することとし、名前などの

個人情報を省いた形で議題をスペース上に書き込み、ディスカッションをおこなうこ

ととした。上記をリスクマネージャーに確認して問題ないと了承を得た。 

3-2. スペースの利用が初めてだったこと 

     サークルメンバーで、「with COVID-19 におけるストレス解消法」についてスペース上

でディスカッションをした。お互いにストレス解消法を共有でき、スペース上でのカ

ンファレンスは可能と考えられた。 

3-3. スペースの利用法を広める必要があったこと 

     スペースの利用法をまとめて掲示した。 

4. 今後の取り組み（結果） 

 まずはスペースに自分の意見を書き込むところから開始した。10 月になり、病棟に関

連する話題について、スペースでのカンファレンスを開催することができた。サークル

の第一目標である多職種連携を深めるため、病棟薬剤師とのコミュニケーションをスペ

ース上で図ることとした。結果、お互いに現状を把握することができ、医師・看護師・

薬剤師の三者のコミュニケーションを円滑に図れるようになった。今後は、実際に患者

ベースで議題を上げ、スペース上でディスカッションすることを習慣化できるよう、今

後もカンファレンスを継続していく予定である。 

－86－
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小児総合医療センター 

テーマ名 

ユニフォームでオンオフ切り替えやってみよう 

サークル名 切り替えスイッチ隊 

メンバー名 森の３番地 〇木村 真紀、野田 ゆかり 

 森の４番地 ◎〇中道 ゆう子、宮川 菜摘 

 

１.テーマ選定理由、現状の問題点 

当院は様々な色や柄のユニフォームを着用して、看護職員が業務を行っている。そのため、日勤者と夜勤者

の区別が医師や他職種、SPC、患者家族から分かりにくく、スタッフステーションで勤務交代後に看護記録や

残務をしていると患者家族や医師から声をかけられ、作業を中断して対応をしている現状がある。 

今回、他施設の取り組みでユニフォームによる勤務者の区別をすることで、視覚的に時間外勤務者が一目瞭

然となり、定時で仕事を終わらせる意識が高まるとの報告があった。そこで、日勤者と夜勤者のユニフォーム

を「無地」「柄」で区別し、患者家族や他職種に周知することで勤務交代時間に対する意識がどのように変化

するのかを調査した。 

 

２.活動内容 

 活動方法：日勤者は無地のユニフォーム、夜勤者および中勤者（森の４番地病棟のみ）は柄物のユニフォー

ムとして勤務を行った。開始前の準備としてポスターを作成し、病棟の入り口および掲示板へ掲

示した。また、事後アンケート実施予定部署へは看護師長を通じて、QC 活動に伴うユニフォー

ムの区別について連絡を行うとともに、看護師ユニフォームの不足分を調査し、看護部の協力を

得て不足分ユニフォームを配布した。 

活動期間：令和２年８月３日から現在まで実施中 

実施後アンケート調査期間：令和２年 10 月中旬に配布し 10月 23 日までに回収 

アンケート対象者：森の３番地病棟および森の４番地病棟の看護師、森の３番地病棟及び森の４番地病棟へ

出入りをしており日勤帯と夜勤帯で看護師と関わることのあるスタッフ（医師、薬剤師、

保育士、心理士、栄養士、クラーク、SPC、医療作業員） 

 

３.改善策、今後の取組等 

１）活動に伴う変化 

 看護師への調査では、ユニフォーム着用の区別により変化がないとした人は 18％であり、それ以外の意見

としては超勤時に声をかけられなくなったり、夜勤者を見つけやすくなったりといった変化を感じていた。 

 他職種においても、ほとんどの人がわかりやすくなった、声をかけやすくなったと答えている。また、他職

種からの自由意見にも「声をかける看護師がわかりやすい」「交代時間帯で判断がつきやすい」との意見も多

くあったことから、看護師、他職種ともにユニフォームを勤務帯ごとに統一することにより、視覚によって判

断できる材料があることで、効率的に業務を行うことの助けになったのではないかと言える。 

 

２）働き方の意識の変化 

この項目は看護師のみへの調査であるが、半数以上の人が働き方について何らかの変化があったと答えてい

る。「超勤をしないで帰ろう」「他の人が仕事をしていても早く帰ろう」という意識変化があった人が 29％で

あり、「残業しているスタッフが帰れるように声をかけるなど意識した」人と合わせると 56％であった。ユニ
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フォームを変える事により、自分の勤務時間の自覚に繋がったと言える。また、その他の意見として「超勤時

に声をかけられても他者に振ることができる」とあったように、これまでは勤務時間外に声をかけられてもそ

のまま依頼を断りにくかったということがわかり、意識の変化とともに勤務時間外であることを視覚により

アピールできることも勤務時間のメリハリにつながったのではないかと考える。早く帰ろうという意識が高

まったと思われる。 

 

３）活動に対する評価 

 今回の活動を通して、看護師は「とても働きやすくなった」「やや働きやすくなった」人が 51％と半数で、

「変わらない人」は 45％であった。ユニフォームを勤務帯により区別することで勤務への支障は小さかった

ことが分かる。取り組みづらかった理由には、「クリーニングから返ってこない」「好きな物が選択できないス

トレスを感じた」「勤務時間外でスタッフステーション内のパソコンが使用しづらかった」といった意見があ

ったが、結果的に時間内で勤務を終了しようという意識につながっていた。 

 

４）他職種からの意見 

他職種からの意見では、「とても良かった」「やや良かった」を合わせると、92％と高い評価となった。勤務

者が分かりやすくなったことで声をかけやすくなるといった効果があり、業務をスムーズに進行することに

つながったと思われる。 

 

５）患者家族からの意見 

 付き添っている家族や、長期療養や頻回の入院をする家族に対しては、口頭で意見を調査した。家族からは

「わかりやすい」「声をかけやすい」という意見があった。ユニフォームの選択について日勤帯を無地に設定

したことで「小児病院らしさがない」「日勤が柄がよかった」「楽しみが減った」といった意見があった。今回

は、看護師のもっているユニフォームの数をもとに無地と柄の使い分けを選択したが、「柄を着ているとやわ

らかい雰囲気に見える。無地だとクールに見える」という意見があったように、家族や子どもにとってはユニ

フォームの印象も重要であることが分かった。 

 

 今回の結果をふまえると、ユニフォームにより勤務を区別することは看護師だけでなく、関わる全てのスタ

ッフにとってメリットが大きいことが分かった。今後、森の３番地病棟と森の４番地病棟で継続して実施する

際に検討すべき点について以下に述べる。 

１）ユニフォームの選定については働くスタッフの意見を取り入れつつも、患者・家族の意見も考慮して選

択、決定する必要がある。 

２）本年度の被服貸与希望調査は終了しており、変更可能かの調整が必要である。 

以上、２点について検討、調整し、今後もユニフォームによる勤務の区別を継続して実施していきたい。 
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小児総合医療センター 

 

テーマ名 

採血、看護もできるんですけど？ 

サークル名 あつまれ！さいけつの森 

メンバー  看護科 ◎風見優樹 片野 涼 渡辺恵秋 

○中根梨加 山田淳知 猪瀬秀一 

集中治療科  居石崇志 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

成人病院では当たり前のように看護師による採血が行われているが、小児病院にお

いて看護師が採血をするという慣習は定着しておらず「採血＝医師が実施」という風土

があるように思われる。当 PICU でも同様に採血は医師の実施に依存しており、その理

由として、小児看護経験者が多く、採血に対する経験不足や小児の採血技術に対する不

安が大きいことが考えられた。そこで今回、動脈血採血（以下、A ライン採血）を実施

できる看護師の基準を設け、安全・安心に行えるようなシステムの構築し、且つ医師と

協働しながらタスクシェアに取り組んだ。 

２ 活動内容 

  具体的な活動内容は技術の習得および啓蒙活動である 

（１）技術の習得 

①A ライン採血担当医師と看護師による A ライン採血の手順マニュアル、動画の作成と

チェックリストを作成 

②PICU 独自のクリニカルラダー（各段階において期待される能力を示し、到達度によ

って看護師の能力が示されるシステム）により対象者を決定 

③マニュアルと動画で自己学習をしたあと、A ライン採血担当看護師に A ライン採血方

法の指導 

④A ライン担当看護師に指導を受けた後、特定認定看護師の講義を受講 

⑤初回採血実施時に、医師による技術チェックを実施 

⑥技術チェックに合格した看護師から実施開始 

（２）啓蒙活動 

①A ライン採血が実施可能な看護師を医師と共有 

②看護師による A ライン採血を円滑に行うために、医師と調整した上でスタッフに   

基本ルールも併せて周知 

③看護師による A ライン採血の実施件数を月毎に集計 

④月毎の A ライン採血実施件数と看護師による A ライン採血実施件数を数値化し、  

スタッフステーションの掲示板（スライドショー）を用いて周知 

 

－89－



３ 改善策、今後の取組等（予定） 

 

５月末から順次看護師による A ライン採血を開始した。５～７月は 21～27％の実施率で

推移したが、８月は 11％に減少し、９月は 18％、10 月は 23％と再び上昇傾向となった。７

月 25日～８月 11 日は COVID-19 による入室制限の影響で患者数が減少し、それに伴い、採

血件数も減少する結果となった。９月は採血頻度の多い ECMO 患者の長期滞在により採血件

数は増加したが、看護師の採血対象ではなかったため 18％と微増に留まった。10 月になり

再び、着実に実施率が増加している。タスクシェア後、多くの医師から「夜間は医師も少な

い時間なので助かっている」「他の業務を行える時間が増えてありがたい」との言葉が聞か

れており、重複業務の軽減や他の診療業務や休息時間の確保に繋がっていると考えられる。 

開始直後、A ライン採血の取り組みについての基本ルールは医師・看護師間で共通認識さ

れていない部分もあった。そこで、医師と調整した上でスタッフステーションのスライドシ

ョーを利用し、基本ルールを提示し周知した。さらにスタッフのモチベーション向上を目的

として、Aライン採血が行えるスタッフのレベルや、各月の採血件数及び看護師の実施率も

併せて提示した。周知後は、円滑に採血の分担が行えるようになり、時間の効率化を図るこ

とができた。 

当初、看護師による Aライン採血は 300 件/月（3,000 件/年）実施することを目標として

いたが、結果としては目標値よりも大幅に少なくなってしまった。しかし、医師と協働しな

がらタスクシェアに取り組み、看護師が Aライン採血を安全・安心に行えるような仕組がで

きたことは大きな成果であった。今後は積極的に医師とコミュニケーションを図り、看護師

による採血を実施し、件数を増やしていくことで、医師業務時間の確保とタスクシェアを推

進していきたい。 
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小児総合医療センター 

テーマ名  

家族の『？』に答えます！～赤ちゃんのこと、母乳のこと～ 

サークル名 家族の知りたいに答え隊 

メンバー名 NICU ◎〇塩津 都 阿久津 春奈 笠原 圭美  

岡本 晃子 戸水 雅子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 NICU に入院している児は保育器管理され、モニターや点滴チューブ、呼吸器などを装着している。

想定外の出産により驚きが大きいことに加え、入院となった衝撃もある中で保育器管理されている児

を目の当たりにして、児のご家族からは「触るのがちょっと怖いです」との言葉が聞かれる。それと

同時に、「目は見えていますか、耳は聞こえていますか」と児の様子に関する質問も聞かれる。想定外

の状況の中で児にどのように触れて良いのか、小さい我が子はどのように成長していくのかと不安に

思っているご家族が多くいると思われる。早産児では処置による刺激以外でも音や光の刺激に対して

もストレスを感じやすい。児に触れる際やケア時の音にも留意する必要があるため、ご家族とともに

ケアを行っていくことが重要となってくる。早産児では母乳栄養が重要となることから、母親は母乳

が出ない、胸が張って痛いなどの悩みを抱えることがある。入院中は母子分離となることで母乳分泌

量の減少にもつながる。そのため、ご家族とともに児の成長発達を見守り、できる限り母乳栄養を提

供できるように援助していくことが必要である。ご家族は悩みや不安をスタッフへ話す場合もある

が、入院環境に対して緊張や不安も大きく、なかなか打ち明けられずにいることも少なくはないと思

われる。そこで、悩みを話すきっかけになり、視覚的にも理解しやすく、面会中にご家族が気軽に見

ることができるようにパンフレットを作成し、家族の不安軽減に努めていきたいと考え、このテーマ

を選定した。 

 

２ 活動内容 

 面会時にご家族が気軽に見られる様にパンフレットを作成し、各ベッドサイドに面会予定表と共に

設置した。パンフレットの内容としては、①児の週数別の一般的な発達状況とタッチングのポイン

ト、②搾乳に関連した一般的な方法や注意点などについて、イラストや写真を交えて作成し、ポイン

トを纏める事で面会の合間の短時間でも必要な情報が得られる様に工夫した。スタッフへのアナウン

スは朝のカンファレンス時に口頭で一週間実施した。児の入院直後はご家族のショックも大きく説明

内容が耳に残らない事も多いため、母親の状態が落ち着き気持ちも前向きになってきている時期とし

て、産科を退院後に初めて面会に来た際にパンフレットについて説明を行うこととした。パンフレッ

トの説明が必ず実施できるように、パンフレット説明後に掲示板に「QCパンフレット紹介済み」と記

載するようにした。パンフレットはご家族が面会に来た際に自由に見てもらうだけでなく、ご家族か

らの質問が聞かれた際の説明にも活用してもらうようにした。実施後にスタッフへご家族の様子など

についてのアンケートを配布し、この取り組みの評価を行った。 

９月 17 日から 10 月 11 日まで実施し、アンケートの回収率は 83％であった。ご家族にパンフレット

を説明したスタッフは 11人、スタッフ全体の 22％が実施した結果となった。アンケート結果からは、

パンフレットを見ていたご家族はすぐに見るのをやめずにきちんと目を通していたことが分かり、ス
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タッフからは今回の活動に対し継続した方が良いという肯定的な意見が多かった。しかし、「ご家族に

パンフレットを説明した」が 22％、「ご家族がパンフレットを見ている様子を確認した」が 16％と少

ない結果であった。その他、実施している事自体知らなかったとの意見も聞かれた。 

 

３ 改善策、今後の取組等（予定） 

 今回の取組は、パンフレットを気軽に見られる様に面会予定表と共に設置したことで、限られた面

会時間の中でもご家族が不安に思っていることや、疑問に思っていることを解決する一つのツールと

して活用できるのではないかと考える。一方で、改善点としてスタッフへのアナウンス強化、パンフ

レット説明時期や内容の見直しを行う必要があることが明らかとなった。 

スタッフへのアナウンスは一週間口頭で実施したが、アンケート結果からは実施していること自体

知らなかったという意見があり、今回の方法では十分とは言えないと考える。そのため今後は、口頭

での伝達に加え休憩室に掲示し目を通してもらうようにする。 

パンフレット説明時期が産科を退院した初回の面会日としていたため、短期間で GCU に転棟する 

ケースでは説明するまでに至らずご家族がパンフレットを手にする機会が少なかったと考えられる。

今後、説明時期を入院後３日目位に変更することが妥当であると考える。 

NICU には A 室と B室の２つのフロアがあり、A 室は正期産児や外科疾患児の入院が多く、B 室は早産

児の入院が多いため、パンフレットの児の週数別の一般的な発達状況とタッチングのポイントは A室

の児には当てはまらない内容も多かった。A室用に一般的な鎮静の仕方などを入れた内容のパンフレッ

トを作成していく。 

また、今回はご家族の気持ちについて知ることができなかったため、それらを聞くことでさらに 

サービス向上に繋げていきたいと考える。 

ご家族は悩みや不安をスタッフへ話す場合もあるが、入院環境に対して緊張や不安も大きく、なか

なか打ち明けられずにいることも少なくはないと思われる。今回の取組を通して家族とコミュニケー

ションをとることで、より個別的な悩み対応に繋げられると考える。 
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小児総合医療センター 

テーマ名 

テレワーク推進による働き方改革の実現 

サークル名 やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろ～ 
見つけてあげるよ、テレワークのやる気スイッチ 

    メンバー  臨床試験科 ◎○森川 和彦 

       臨床試験科 友常 雅子、池側 研人、貝田 映子、中本 貴之 

１． テーマ選定理由、現状の問題点 

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するため

に、労働者の「働き方改革」が進められている。この改革は、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自

分で「選択」できるようにするための改革であり、国をあげて取り組まれている。働き方改革の中で推奨されているテ

レワークは、従来の東京都立病院の働き方としては認められてこなかった。しかし、新型コロナウイルスの流行に伴い、

公共交通機関を使用せずに自宅で就業可能であることから、テレワークが可能な職員に対して、東京都の定めたルール

に従い実施することが推奨されるようになった。 

臨床研究支援センターでは、新型コロナウイルス感染対策とともに多様な働き方を選択できる環境を整備するために、

臨床現場での研究支援や対面での業務を要さない業務にあたる場合、テレワークを推奨した。そこで、テレワークによ

る働き方への懸念点や業務実態を調査することで、「新しい日常」におけるテレワークを含めた働き方のあり方や業務

効率の改善のための基礎資料を作成することを目的として、本Q C活動を実施した。 

 

２． 活動内容 

期間中にテレワークを計９名が行い、実施前後でアンケートを実施した。実施前には業務効率の低下が想定されたが、

実施後のアンケートでは、平均101.4%と通常勤務と比して明らかな低下は認めなかった。通勤の時間や疲労を削減でき、

子育てと仕事の両立や柔軟な業務を実現できるというメリットがあった一方で、コミュニケーションの減少というデメ

リットも存在することが分かった。また、クラウドサービスやメールサーバが不便だという指摘があった。コミュニケ

ーションの減少というデメリットは、ウェブ会議システムを活用することで改善を図れるが、対面での打ち合わせなど

を組み合わせることでより効率的に改善できると思われる。テレワーク実施後、全員が今後もテレワークの継続を希望

した。 

 ウェブ会議は、2020年４月から10月まで（６月１ヶ月分を除く）に360回（60回/月）実施した。延出席者数 2,698

人、総会議参加時間  87,715分（32.5分/会議・人）だった。 

 

３． 改善策、今後の取組等 

 テレワークは職員にとって業務効率を落とすことなく実施することのできる働き方であり、今後も継続、拡大をする

べきであると分かった。そのためには、職員のための機器などの整備と自身の労働環境整備とともに、院内外のICT環

境の整備が重要である。 

 

表１ テレワーク実施前後 実態調査 

内容 実施前(n=９) 実施後６ヶ月時点(n=７) 

院内で準備が必要な物 
持ち帰りPC、PCバッグ、モニター、持ち帰

り資料・データ、文具 

ヘッドセット 

院外で準備が必要な物 PC、PC設置場所・デスク、マウス・マウスパ モニター、ノートパソコンスタンド、イ
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ッド、プリンタ、印刷用紙、延長ケーブル ンクカートリッジ※ 

勤務予定設定時の困難 子どもを養育しながらの勤務 

配偶者とテレワークが重複した時の調整 

打ち合わせのための出勤日調整 

テレワークと出勤との業務内容の区別とス

ケジュール管理 

研究者との打ち合わせ日程の調整 

自宅と病院で実施する業務の振り分け 

家族・子どもの時間による時間調整 

業務効率(平均(範囲)) 75.8 (40-100) 101.4 (80-135) 

勤務時間 

超過あり ０ (０%)、規定通り ５ (56%) 

流動的 ２ (22%)、不足 ２ (22%) 

超過あり １ (14%)、 

規定通り ４ (57%)、流動的 ２ (29%)、

不足 ０ (０%) 

※ ６ヶ月時点追加で必要だった物 

 

表 ２ テレワーク実施後の実態調査 (n=７) 

業務効率を上げる理由 自分の業務に集中できる、メールは記録に残り論点が明確になる、通勤時間によ

る疲労が無い、出勤とテレワークのメリハリ 

業務効率を下げる理由 口頭での確認よりメールでの確認は時間がかかる、ストレージや職場のPC内容と

テレワーク環境の同期（整合性）、過去の資料が手元にない、メール転送システム

が非常に使いづらい 

良かった点 通勤に伴う心配や疲労がなく集中して業務に取り組める、子育てと仕事の両立が

しやすい、子ども一人で留守番させる心配が減った、通勤時間がない、家庭の都合

で勤務が難しくても臨機応変に対応できた、院内より通信環境が良い、WEB会議も

よかった 

悪かった点 直接のコミュニケーションの減少と孤独感、時間管理（時間無制限に陥ることも

ある）、運動不足になる、休日も PC を開いてしまう、話し合いが必要な時に出来

ない、苦手な仕事は集中できず自分の弱さとの戦いだった、たまの出勤に疲労す

るようになった、自宅のプリンタでA３印刷ができない、自宅ではストレージサー

バが利用できない、自宅でのP C・モニター環境 

テレワークの継続の希望 ７ / ７ 

(100%) 

通勤からの解放とそこに費やした労力を仕事の意欲に回せる、効率

よく仕事ができ子育ての不安軽減になる、臨機応変な勤務調整がで

きる、出勤時とテレワーク時の業務内容を使い分けて活用したい 

その他意見 ストレージサーバ等のクラウドやメールサーバを見直してほしい 

在勤者の意見 テレワークしている職員への対応負担増（ストレージサーバ等の資料の確認依

頼）、メールでのやり取りが増加、テレワークしている職員の業務状況・庶務事務

システムと勤務表の整合性確認が大変 

 

表３ウェブ会議実施状況調査 

 4/1-4/30 5/1-5/31 7/1-7/31 8/1-8/31 9/1-9/30 10/1-10/31 

件数 77 63 57 52 47 64 

出席者数 466 652 422 324 352 482 

合計滞在時間（分） 18,416 20,991 13,982 10,036 10,688 13,602 

※2020/6/1-6/30分は調査漏れ 
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小児総合医療センター 

テーマ名 

踊る診材捜査線 

事件（ムダ）は封を開けたから怒っているんじゃない！ 

値段を知らないから怒っているんだ！ 

サークル名 コスト未満警察 

メンバー名 麻酔科 ◎簑島梨恵 北村英恵 福島達郎 

大山奈美 伊藤紘子 佐藤慎 山本信一 西部伸一 

 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

当院は小児病院という特性柄、患者の身長体重に合ったサイズの物品を選択しなくてはならない。 

包括医療制度（DPC）の下では使用した物品がすべてコスト請求できるとは限らず、不要な開封物品のコストは

病院の持ち出しとなる。物品のコストを知ることは経費削減につながると考え、本テーマを選択した。 

２ 活動内容 

診療材料の納入価を明記し、手に取るときにわかるようにした。 

３ 改善策、今後の取り組み 

まずは主要な診療材料の納入価を明記することから始めたが、今後は感染ごみの廃棄料（いかに重さを減らす

か）や、輸液製剤を含めた薬剤のコストに関しても意識改革を進めていきたい。 

 

～活動内容～ 

【方法】 

麻酔科が使用する診療材料の納入価を目につくように貼付し、手に取るときに値段がわかるようにした。 

                       

数か月後、麻酔を担当する若手医師だけでなく、指導医を含めた全麻酔科医に対し、以下のようなアンケート

を行った。 

【コスト意識調査】 

① 挿管チューブ、人工鼻、iGel、ブロッカー、圧ラインなど診療材料の大体の値段を知っている 

1：当てはまる 2：やや当てはまる 3：あまり当てはまらない 4：全く当てはまらない 

② 診療材料の値段について考えたことがある 

1：当てはまる 2：やや当てはまる 3：あまり当てはまらない 4：全く当てはまらない 
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③ 機材室の診療材料に値段が貼ってあるのを知っている 

1：当てはまる 2：やや当てはまる 3：あまり当てはまらない 4：全く当てはまらない 

④ 値段を見て、可能なら安い方を選択しようと思ったことがある 

1：当てはまる 2：やや当てはまる 3：あまり当てはまらない 4：全く当てはまらない 

⑤ 必要以上に開封してしまった診材のコストは病院持ち出し＝赤字になることを知っている 

1：当てはまる 2：やや当てはまる 3：あまり当てはまらない 4：全く当てはまらない 

 

【結果】 

  

  

 

・少数ではあるが、診材の値段について考えたことがない、可能なら安い方を選択しようとあまり思わない、と

いう結果が出たことは正直驚いた。→医師にもこのような教育が必要なのではないか。 

・今回、コロナウイルスの大流行で PPE の不足が問題となり、資材は有限のものであるという事を肌で感じた人

も多いだろう。 

・これを機に、今後は感染ごみの廃棄にかかるコストの削減や、頻用する輸液・薬剤の値段についても考える機

会を持ち、意識改革を進めていきたい。 
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小児総合医療センター 

テーマ名 

その手、きれいですか？手指衛生方法を覚えよう 

サークル名 Clean ５（クリーンファイブ） 

メンバー名  ◎藤本 昌子 ○犬童 光子 池村 美穂 

樋口 浩 大貫 雅子 

 

１ テーマ選定理由、現状と問題点 

（１）テーマ選定理由 

本年、新型コロナウイルス感染症が世界的に大流行し、今後も甚大な被害となる

ことが懸念されている。その感染対策として、咳エチケットや手洗いの励行が求め

られている。特に手洗いは病原体が身体に侵入する経路を断つ手段として有効であ

ると言われ、自らが感染しないだけでなく感染させないために手指衛生を習得する

ことは重要である。そこで今回、手指衛生の仕方により、その効果に違いがでるの

かを検証するとともに正しい手順を習得することを目的にテーマを選定した。 

（２）現状と問題点 

ア 直近３年以上、科内で感染管理に関する知識の再確認研修が行われていない。そ 

のため、手指衛生方法が自己流になってしまっている。 

イ 手指衛生を意識する環境が整っていない。 

 

２ 活動内容 

手指衛生習得の現状を把握するため、検査科職員を２班（手洗い 20 名、擦式消毒 10 

名）に分け、手洗いおよび擦式消毒を実施した。その後、手洗い場にポスターを設置 

して正しい手指衛生方法の指導を行い、問題およびアンケートを実施した。 

 

(１) 手指衛生習得状況の把握 

ア 手洗いグループ 

生物の痕跡を汚れとして数値化できる測定器「ルミテスター」を使用して、自己

流および指導後の各々の手洗い後の汚れを比較した。 

《 結果 》2,000 以下を合格 A、2,001～4,000 を要注意 B、4,000 を越えたものを不合格

C と評価した。自己流手洗いでは６割の職員が C 評価となった。評価 B および

C の職員に指導を行い再度測定を行った結果、全員の汚れ数値が低下し、C 評

価者はいなくなった。 

イ 擦式消毒グループ 

「目に見える汚れがない場合は、石鹸手洗いよりも擦式消毒が推奨されている」

ことから、擦式消毒の効果を確認した。ハンドシャーレ（培地）を使用して、擦式

アルコールジェルの擦り込み前と後で、コロニー数の増減を比較した。 

《 結果 》擦り込み前後でのコロニー数が、大多数の者で減少した。 

 

(２) 手指衛生の手順の確認 

手洗いや擦式消毒の検証実験を行ったあと、手洗い用洗面台や擦式アルコールジェ
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ル置き場のそばに手指衛生ポスターを掲示した。後日、各自が参加したグループでの

正しい手順を経て実施できるかを評価した。 

《 結果 》ポスターを見ながらの者が多い結果ではあったが、全員が正しく手指衛生を

行うことができた。 

 

(３) 意識調査と問題への解答 

① 手洗い・擦式消毒に関する意識調査 

手指衛生指導後に行ったアンケートでは、職員全員が「手指衛生を以前より意識

するようになった」と回答した。 

② 個人用防護具（以下、PPE とする）に関する意識調査 

PPE は意識調査のみ行った。「装着・外し方に順番があることを知っている」と回

答した職員は２割程度であったが、実際に手順を問う質問には８割程度が正解し

た。 

③ 手指衛生に関する問題の実施 

15 問中、正答率が 70％未満であったものは「手が目に見えて汚れていない場合

は、擦式アルコール消毒薬を用いた手指消毒が推奨される（正答率 43％）」「PPE

を外すとき、手洗いはすべて外したあとに１回行う（正答率 57％）」であった。 

 

３ 改善策、今後の取組等 

(１) ポスターの掲示 

 今年はすでにポスターを設置したが、ポスターは見慣れると啓発効果が減少する

傾向にあることから、年に１回程度ポスターを変更するなどして注意喚起を行う。 

(２) 科内研修 

 年に１回は感染管理に関する科内研修を行い、知識をブラッシュアップしていく。 

今回使用した“ルミテスター”は目に見えない汚れまでもが数値で表されるところ

が楽しく人気が高かった。しかし測定器は神経病院からの借用物であるため、来年

度からは ICT と連携し、蛍光物質とブラックライトを使用したチェッカーを使って、

皆が興味を持てるような研修を継続していきたい。 
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テーマ名                          小児総合医療センター 

撮影補助具のディスポ化 

              サークル名 令和の新鮮組 

              メンバー名 放射線科 ◎佐藤 芳和   山端 憲司 

                          石川 樹一   小野山 瑞咲 

                         〇久保木 昇   澤崎 重光 

                          鹿川 幸子   渡辺 眞規子 

１ テーマ選定理由、現状の問題点 

 乳幼児のレントゲン撮影では、被写体の固定の為の補助具が不可欠である。いろいろな補

助具を使い撮影が行われているが、患者の体液が直接暴露してしまう物もあり、その都度消

毒、洗濯等で対応していた。しかし、頭部を固定するためのベルトは唾液と直接触れるため、

COVID19 対応で確実な感染症対策が必要な今、安価で確実な感染対策の必要であることから

既存の物を利用してディスポ化を目指した。 

 

２ 活動内容 

 乳幼児の立位胸部撮影に使用する頭部固定用「あごひも」は、怖がって暴れてしまう患者

の頭部をしっかり固定する役目があり相当な強度が必要である。 

従来品は顎に触れる部分が布製であるが、この部分をガーゼ等にしてディスポにした。職

場で使用している「TENCEL ソフトガーゼ２号」が、繊維の方向を考慮すると非常に強度が

強いことに着目した。撮影台に固定するマジックテープは既存のものがあるので、十分な強

度を持ち、かつ安全に頭部を固定できるようソフトガーゼの形状を工夫した。そして点滴台

に吊り下げ砂のうで強度負荷試験を行った。また、人形を使用してフィッティングを確認し

た。 

 試行錯誤した結果、ガーゼは２枚重ねにして長軸方向に繊維が走るように４つ折りにし

た。また、両脇に固定用のマジックテープを通す切れ込みを、顎の部分は中央に横に切れ込

みを入れると安定することが分かった。 

 

３ 改善策、今後の取り組み等（予定） 

 固定用のマジックテープが固く、ゴワゴワしているのでソフトなタイプに改良したい。感

染対応の患者に使用しているが、今後は補助具の数を増やしていき、対応できる範囲を増や

していきたい。 

 

上：従来型 

下：改良型 

従来型 改良型 
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小児総合医療センター 

テーマ名 

循環器入門コース勉強会を web 化します               

サークル名  森の４番地主催勉強会を Web 化し隊 

メンバー名 ◎〇平野 暁教、◎鈴木詩織、北爪 碧 

小川 和美 魚住 友香 吉田 悠 河村 美由希 前田 潤 

 

１、テーマ選定理由、現状の問題点 

例年、森の４番地病棟では「循環器入門コース」と称した循環器疾患に係る勉強会を実施している。 

循環器疾患を取り扱う他病棟からの参加も多く、看護師によっては勤務の合間を見計らって参加してい

ることもある(夜勤明けに再度病院へ来て勉強会に参加等)。 

令和２年度は、新型コロナウィルスへの対応もあり勉強会開催そのものが危ぶまれた。しかし、企業

主催の勉強会なども Web での形態で開催されるようになった。これを受けて、森の４番地病棟では、

「病棟主催勉強会を Web 化する」ことを検討し、森の４番地病棟の入門コースから web 化導入を開始し

た。 

対面形式の開催では、勤務体制の問題のため、参加できない職員もみられた。今回、病院所有の

Cisco WebEx アカウントを利用することで、セキュリティへの配慮をしながら、各自の疾患理解を高め

ることができる勉強会へ誰でも参加できるよう、企画を行った。 

 

２、活動内容 

入門コースを web 化し、第５回まで開催している（令和２年 12月現在）。森の４番地病棟以外にも、他

病棟や他職種の参加も得られており、実際に密を避けながら学習会を運営できている。アンケートでも

良い意見が多く聞かれ、当日日勤でないスタッフも院外から受講できている（参加人数の半数以上が web

での受講）。引き続き、院内フェーズに沿った学習会の運営を行っていきたい。 

 

３、改善策、今後の取り組み等（予定） 

密を避けながら確実に学習会を開催・アーカイブに残し、森の４番地病棟以外のスタッフも参加し講義

を受けられるよう継続する。また毎回の講義後のアンケートからは現時点では意見・要望は上がってい

ないが適宜参加者の意見を反映させながら、運営を行っていく。 

また、まだメンバー全員が機材などの使い方を修得できておらず、完全にトラブルに対処できている

とはいえない。開始時間が遅くなり、録画ができずアーカイブに残せなかった回もある。機械操作能力

の向上も図りながら、学習会の運営を進めていく。 
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小児総合医療センター 
テーマ名 

”amigo”の作り方教えます!! 

サークル名 ””amigo”づくり応援し隊 
 メンバー名 看護科 ◎○倉田静佳 奥村彩希子 

           久松久美子 林秀雄 髙柳のはら 
 
１ テーマ選定理由 

丘の６番地病棟は児童・思春期精神科病棟で、対人交流に課題の多い自閉症スペクトラム障害(以
下ASDとする)の児が多く入院している。思春期は仲間集団への参加が精神的発達に寄与する影響

が大きい時期であるが、ASDの特性により集団に受け入れられないケースが多く、「友達がいない」

ことは児の自己肯定感を低下させる一因となっている。そのため、「友達作り」についての暗黙のル

ールを明示的にし、科学的かつ視覚的に教える必要があると考えた。 
 

２ 現状と問題点 

 当病棟には不登校や自宅閉居のため仲間との集団関係を育成・維持する機会が得られないまま、

オンラインゲームで知り合った人を「友達」と認識している児や、友達にどう振る舞うべきかわか

らなかったり、良好な関係が築けなかったりし、孤立した状況に陥っている児が多い。対人トラブ

ル発生時、具体的に「友達作りのスキル」「社会的な振る舞いの間違いの修正」を行うための教育が

行えていないという現状があり、医療者が ASD の特性を踏まえたエビデンスに基づいた指導スキ

ルを獲得し、統一した指導ができることが課題である。 
 
３ 改善策、今後の取組等 

PEERS®(Program for the Enrichment of Relational Skills)(以下PEERS®とする)は、友達作り

や関係維持が困難な社会性に課題のある中・高校生を対象としたプログラムである。今回は、全14
回のプログラムを７回に短縮して１クールとし、７名の児にPEERS®を実施した。プログラムを通

して、社会的な状況理解・望ましい社会的行動・他者の心情理解等について、ソクラテス式問答法

やロールプレイ、「友達作り」のバズワードを視覚的にリマインダーする等、ASDの特性に配慮し、

具体的かつ明確で複数の感覚が使える手法を用いて指導を行った。各セッションの最後に宿題を課

し、学びを生活の中で実践する機会を提供し、般化を試みた。 
 各セッションおよびプログラム終了時には理解度確認のためのアンケートを実施した。平均正答

率は、各セッション終了時89.3％、プログラム終了時には93.8％で、プログラムを継続して受講す

ることは学習内容の定着に効果があったと考える。参加後、「仲間外れ」に関する訴えをした児には、

プログラム内で学習したバズワードを用いて、会話に入る具体的なステップや具体的な振る舞いを

一緒に確認することで、自らが納得し行動変容ができる等、実際の対人交流場面でもその効果が観

察された。ASDの特性を有する思春期の児に対して「友達作り」にはルールや手順があることをエ

ビデンスに基づいて具体的にスキルを教えていくことは、社会性や自己肯定感向上のために重要で

ある。特性に配慮した工夫を取り入れることで効果的な学習に繋がる可能性が高く、PEERS を児

童・思春期精神科の入院治療の中で実施していくことは有益であると考えられ、取り組みの継続が

望ましい。 
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