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テーマ名                               豊島病院 

トラップを見破って正確な与薬を身に着けるぞ 
サークル名 Drug トラップ仕掛隊 
メンバー名 ４B 病棟 ◎矢野 智恵 大西 明子 

                       西 郁子 益川 愛由美 池田茉耶 
 
１ テーマ選定理由、現状の問題点 

病棟で起こった内服薬に関するインシデントを振り返り、問題点として電子カルテの指

示を正しく読み取っていない事、照合を手順通りできていない事が挙げられ、そのため誤っ

た薬を見抜くことができなかったと考えた。そこで、普段の内服与薬時に手順の確認を行う

と、確認されているという意識が強くなるためか手順に沿って行うことができていた。 
常に、手順通りの確認行動をとることができ、処方の間違いなどにも気づくためには、ど

うしたらよいかを考え取り組む事とした。 
 
２ 活動内容 
①小児看護を実践するうえでの基本的な薬の知識として、薬剤師より小児の経口薬・坐薬 

等について投与量・禁忌事項などについての講義を受けた 
②実際の患者内服薬では実施できないため、トラップとなる指示とは違う調剤量の薬包を

作成した。 
③内服薬の確認行動の徹底を図るために、予定を立てず、抜き打ちチェックを計画した。 

正解とトラップを無作為に提示し確認行動を実施してもらった。 
 
3 改善策、今後の課題 

実際の内服薬確認行動の改善につながったかは明らかではないが、内服薬確認を怠る等

のインシデントは起こっていない。そのため、スタッフの意識付けのきっかけになったので

はないかと思われる。 
今後、内服薬だけではなく、指示等にもトラップを仕掛け、定期的に実施を継続していき

たい。 
 
取り組み結果 
①薬剤師に小児の薬剤の注意点等の学習会を実施してもらった。 

病院で採用している類似薬は少ないが容量が違うものなど小児でしか使用しないものが

あることも知ることができた。 
② 写真２のようなダミー薬包を作成し間違い（トラップ）のあるものも作成し、実際に患

者に内服させてよいのか確認を行った。 
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中には正しい薬包のものを実施したスタッフもいました。通常の確認方法の実施だけにな

りました。 
看護師 ２０人に実施し間違いを混入した全員が間違いを発見できていました。スタッフ

に意見を聞くと、今回内服までの模擬だったので間違っているかもしれないという認識で

確認をしたという意見が多くきかれました。間違いを混入していない群はどこか間違いが

ないか慎重になったと答えがきかれました。配薬ＢＯＸに入っている薬剤は、何度ものチェ

ックを通ったうえで内服確認する事により間違っているかもしれないという認識のもとで

確認することが薄れていると考える。 

 
写真１ 電子カルテの指示簿を名前を変えて作成しました。 

 
写真２ 
薬の量を変えています。間違いに気が付くか普段の確認方法で確認してもらいます。 
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りました。 
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確認をしたという意見が多くきかれました。間違いを混入していない群はどこか間違いが
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豊島病院 
テーマ名 

化学療法を受ける患者さんの「栄養管理」を支える 
サークル名 栄養サポートし隊 
メンバー名 栄養科 ◎須永さやか 小笠原三保子  

輿水三枝子 永井右来子    
                             看護部  小林亜矢子 佐藤桂子 
 
1 テーマ選定理由、現状の問題点 

がん集学的治療として、化学療法は多くの患者に施行され、治療の場所は入院から外来治療へと移行してきてい

る。このような中、化学療法を受ける患者にとって、良好な栄養状態の維持・改善は QOL を保ち、治療を完遂す

る上で大きな意義を持つといえる。当院では、平成 28 年度より、外来化学療法室に通う患者（以下、化学療法患

者）に対して看護師・管理栄養士が協働し、医師の包括的指示の下で栄養指導を実施して、患者の栄養管理を支援

してきた。この取り組みを開始して 5 年経過したが、その間、管理栄養士の取り組みを見直す機会がなかった。そ

こで、より効果的な栄養指導を実施し、化学療法患者の栄養管理を支えることを目的に、今年度のテーマ別改善運

動として取り組むこととした。現状の問題点は以下のとおりである。 
現在、外来化学療法室で栄養指導を実施しているのは、化学療法を開始している患者に対し栄養・食事や身体状

況、日常生活についてのスクリーニングを行い、化学療法による副作用（食欲低下、味覚障害等）の訴えがあり、

なお且つ栄養指導受講を希望した患者である。 
（1） スクリーニングで抽出される時点で、治療の副作用等により、すでに食事量や栄養状態が低下している患者と

いうことになる。 
（2） スクリーニングシートで抽出され、なお且つ栄養指導を希望した患者に栄養指導を実施するが、患者が希望し

なければ、本来必要な方に栄養指導を実施できていない可能性がある。 
（3） 栄養指導を受講しない患者においても、看護師、管理栄養士が栄養障害のリスクが高いと評価した場合には、

管理栄養士が面談（指導料算定なし）し、患者自身が食事のとり方で気になること等の相談に応じている。管

理栄養士の関わり方が明確ではないため、患者が栄養指導を希望する以外は、面談で対応することが多くなっ

てきている。 
以上の事から、5 年前（平成 29 年 1 月）に作成した外来化学療法室における栄養指導のフローと現状の運用に

ズレが生じており、今一度、運用について関係部署と調整を図り、運用フローを更新することとした。 
 
2 活動内容 

運用フローを更新するにあたり、外来化学療法室看護師と協力し、「外来化学療法開始時からの栄養指導を行

える体制づくり」「栄養指導の受講が必要な患者を抽出する方法の見直し」について、取り組んだ。 
 

3 改善策、今後の取組等（予定） 
（1） 治療の副作用による食事量や栄養状態低下が出現する前からの栄養管理を支援 

これまでは、副作用の症状別の食事のとり方に関する指導資料を用意していたが、化学療法開始時用の指導パ

ンフレットを作成した。副作用がなく食事を問題なく摂取できる場合と、副作用があり食事をとりにくい場合

の 2 つの場面における栄養・食事に関わる指導内容とした。 
（2） 栄養指導の受講が必要な患者を抽出するためのスクリーニングの充実 

従来のスクリーニングシート（月１回の体重測定日に患者が記入）に加えて、客観的指標を用いて栄養状態の

経過を確認するための管理栄養士用の経過記録表（副作用の出現有無、栄養障害の変化、栄養指導内容等を記

－231－



載）を作成し、活用を始めている。 
（3） 外来化学療法室で治療を受ける患者に対する管理栄養士の関わり方を明確にする 

看護師・管理栄養士が栄養障害のリスクありと評価した化学療法患者は、その結果を医師へ報告し、栄養指導

の指示をもらうこととした。そして、看護師・管理栄養士が短時間で栄養障害と栄養指導の適応を評価できる

ようするために、化学療法による体調の変化や、精神状態、栄養指導実施可否に関わる患者情報を事前に情報

共有できるよう、毎朝開催される外来化学療法室カンファレンスに管理栄養士も参加することとした。 
以上の取り組みにより、今後、運用フロー図に沿った栄養指導を実際に行い、外来化学療法開始からの、「継続

的な栄養管理」を支援できるよう取り組んでいく。 
 
【活動の詳細】 
  ◎◎化化学学療療法法開開始始時時用用栄栄養養指指導導リリーーフフレレッットト  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ◎◎外外来来化化学学療療法法室室ににおおけけるる栄栄養養指指導導運運用用フフロローー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

≪≪工工夫夫ししたた点点≫≫  
食食事事ががととれれるる時時  
・栄養のバランスにつ 

いて 
・栄養素の役割 
・簡単に用意できる栄

養バランスの良い食

事メニュー紹介 
食食事事ががととりりににくくいい時時  
・食事が苦痛にならな

いように 
・無理をしない 
・栄養補助食品紹介 

≪≪工工夫夫ししたた点点≫≫  
・外来化学療法室看護

師と現状の運用を確

認 
・看護師・管理栄養士

の両者が活用できる 
・外来化学療法室にお

ける栄養指導対象患

者の抽出方法 
・栄養指導の依頼から

実施までの流れ  
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テーマ名                                      豊島病院 

わかりやすい CT、MRI 検査説明を目指して 

                       サークル名 説明改善隊“さん密”desu 

メンバー名 放射線科◎小甲 康隆 〇神長 良昌 

 吉川 崇  池田 佑太  

    五十嵐 三紀       

看護部：外来看護師さん 

 

11  テテーーママ選選定定理理由由  

CT、MRI は検査対象となる臓器、造影剤使用の有無や撮影方法によって、飲食制限や更衣等で様々な注

意事項がある。外来看護師さんや他職種の方が患者さんへの検査説明を行う場合、電子カルテの検査説

明書のみでは専門用語や聞きなれない表現・言葉をわかりやすく説明するには大変である。 

そこで、検査説明を実施して頂いている外来看護師さんが説明しやすく、患者さんが理解し納得する

「検査説明リーフレット」を作成した。本活動は患者サービス向上を目的に取り組みを行った。 

 

２２  現現状状とと問問題題点点  

検査説明時の状況と問題点が以下である。 

①患者さんが飲食や内服薬、装飾品等、検査実施の注意事項について理解していないことが多い。その

場合、再度撮影室で検査説明を行う時間が発生し予約検査時間の遅延につながっている。 

②検査説明書が文章のみでわかりづらい。患者さんによって理解度に差が生じている。 

③造影検査については、3ケ月以内の腎機能データ「eGFR」が必要である。しかし、検査当日に採血検査

がある場合、患者さんに伝わっていないことがある。このような場合、予約時間内に検査が開始できな

い。 

④MRI 検査に関しては「身体に装着していて取り外せない金属類」「持ち込めない医療機器デバイス」を

患者さんが認識していない。そのためＭＲＩ検査が中止となり患者サービスの低下を招いている。 

 

３３  活活動動内内容容  

CT、MRI の検査説明を担当する外来看護師さんへ「患者さんへの検査説明に関するアンケート」を実施

した。さらに、検査担当の診療放射線技師に「検査室の状況」についてヒアリングを実施した。調査結果

から以下の 3 項目に考慮した内容を検討し「検査説明用リーフレット」を作成した。 

① 検査説明時に使用する A４用紙１枚のリーフレットを作成した。リーフレットは、造影剤使用の有無

や検査の種類ごと分類した。 

② リーフレットの内容はアンケート調査結果を踏まえ、検査実施時に重要度が高い注意項目を選択した。 

③ 検査説明を実施している外来看護師さんが説明しやすく、患者さんが理解し納得できるように、文字

数を少なく、イラストや写真、図を多用して作成した。 

検査説明をしている外来看護師さんに「検査説明用リーフレット」を実際に利用してもらい、その後再

度アンケート調査を実施した。 
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説明し

やすい

9%

普通

78%

説明し

づらい

13%

説明し

やすい

80%

あまり

変わら

ない

20%

説明し

づらい

0%

４ 外外来来看看護護師師ささんんののアアンンケケーートトとと診診療療放放射射線線技技師師のの意意見見かからら作作成成ししたた「「検検査査説説明明リリーーフフレレッットト」」 

 （左から単純 CT、糖尿病薬服用中の造影 CT の注意、MRI 検査一般、MRI 室持ち込み禁忌リスト） 

 

５ 結結果果 

＜外来看護師さんへのアンケート結果＞ 

Q．従来の検査説明書での             Q．新しく作成したリーフレットを使用した 

説明はしやすいですか？               検査説明はしやすいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前アンケートと比較し、検査説明を行う外来看護師さんからは説明しやすいと回答した割合は８０％

と大きく増加した。具体的には以前の文書だけの説明書よりも「検査説明用リーフレット」の活用によ

って、検査注意事項を理解される患者さんが増えた。さらに従来の説明書で不足していた情報（ＣＴ造

影剤使用時の糖尿病薬の休薬、MRI 撮影室への持ち込み禁忌の機器）がリーフレットにより補足説明が強

化され、患者さんの理解度と外来看護師さんの検査説明の向上に大きく寄与した結果となった。 

 

６６  今今後後のの取取組組  

 今後は検査内容やレイアウト等、改善すべき点を患者さんや外来看護師さんからのご意見を傾聴し、

積極的に随時改訂版を作成していく。また、今回の取組は CT、MRI 検査のみであったが、他の放射線検

査についても取り組みながら患者サービスと検査効率の向上を目指していく。 

リーフレットを使用した場合、説明しやすいと回答した割合は使用前 9％から使用後

80％に増加した。また、説明しづらいと回答した割合が 13％から 0％に減少した。 
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テーマ名                                     豊島病院 

0 レベルインシデントを周知することでインシデント件数を減少させる 
サークル名 インシデントなくし隊 
メンバー名 ◎小松沙椰 木元真結子 
 

1 テーマ選定理由、現状の問題点 
 現在 6Ｂ病棟ではインシデントの件数が毎月 10 件を超える現状がある。インシデントとは、事故につ

ながりかねない医療行為を未然に防げた例や、実施されたが結果的に患者に傷害や不利益を及ぼさなか

った事象、日常診療で起こりそうな医療事故や医療過誤などについて事前に気付いて対処できた事例な

どのことを指す。医療現場では、「ヒヤリ・ハット」とも呼ばれている。このインシデントの事例(インシ

デントレポート)を集計し、対策を立てることで、医療ミスや医療事故の発生の防止、その他のインシデ

ントの発見に役立てることができる。 
今年度当院では、インシデントを減らすために 0 レベルインシデントの記載を推進している。0 レベル

インシデントとは、インシデントが起こる前に起こるヒヤリ・ハットの事である。ハインリッヒの法則は

１つの重大な事故の背後には 29 の軽度な事故があり、その背景には 300 の異常（ヒヤリ・ハット）が存

在するというものである。病棟でも、毎月の 0 レベルインシデントの記載を推奨し、インシデント・アク

シデントに至る前の事象を共有している。インシデントとして挙げられた内容は、スタッフが業務終了

後等に確認はしているが、改善策や原因の分析をするのは、インシデントを記載する当事者に留まって

いるのが現状である。インシデントは報告が目的ではなく、一つの経験を自分の経験として再発防止を

図ることである。現在インシデントカンファレンスは当病棟では行われていない。過去に行われていた

インシデントカンファレンスは分析を行うのは参加者のみでその他の看護師は分析結果を読むだけに留

まっていた。その為、インシデントを業務後に読むときと変わらない状態で、分析によって得られた根本

的原因や具体的な解決策が目に留まる環境を作ることまではできていなかった。インシデント報告をす

るだけでなく、スタッフ全体でレベルインシデントの分析をし、根本的原因を探り・考える常に環境や習

慣を作ることでインシデントの件数が減ることを目的としてテーマ別改善運動に取り組んだ。 
 
2 活動内容 
①０レベルインシデント報告 
②０レベルインシデントを全スタッフによんでもらい、意見を考えてもらう。 
③インシデントカンファレンスを実施した。 
④インシデントカンファレンスで分析した結果の根本

的原因を標語にし、勤務開始時に全員で復唱した。 
⑤前の月と比べ、インシデントの件数が減っているか

比較した。 
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3 結果      
7 月のインシデントは 9 件あった。そのうち 0 レベルのインシデントは 5 件あり、フルネー

ムでの確認を怠ったことが原因で起きているものが 2 件であった。 
その結果を踏まえカンファレンスを実施し、「確認はフルネーム！！復唱もフルネーム！！」という標

語を作った。この標語を 1 か月間、勤務開始前にスタッフ全員で復唱を行った。 
8 月のインシデントの合計は 10 件であった。そのうち療養上の世話などに関することが 4 件であり、

患者誤認や内服・点滴間違いのインシデントは 1 件も起こらなかった。 
8 月の 0 レベルのインシデントは薬剤の投与時間・量に関する内容が多かった。先月同様カンファレン

スを実施し、この月の標語は「6Ｒ 正しい患者・正しい薬剤・正しい方法・正しい投与量・正しい時間・

正しい目的」とした。先月同様に 1 か月間、始業前にスタッフで復唱を実施した。 
9 月のインシデントは 17 件あり、内服の投与量の間違いが 1 件であった。0 レベルインシデント 4 件の

うち、患者誤認や名前に関するインシデントが増加していた。そのためカンファレンスを実施し、この月

の標語は「フルネームで確認、投与量は単位まで確認」とした。先月・先々月同様に始業前の復唱を 1 か

月間行った。 
 3 ヶ月間、前の月に起きたインシデントをもとに対策となる標語を設定し毎日始業前に復唱したことで

前年度のインシデントカンファレンスや 0 レベルインシデントの記載を行っていない時期と比べ、イン

シデント件数が減少していることが分かった。また、ひと月前に多かった項目のインシデントを減らす

ことにつながった。このことは毎日の復唱により病棟看護師全員が意識的に 0 レベルインシデントの根

本原因を改善しようと意識した結果だと考えられる。 
今年度は 0 レベルインシデントの報告件数が前年度より増えたことで、起こりうるインシデントを未然

に防ぐことが出来たと考えられる。 
 
4 改善策と今後の取り組み 
 今回の取り組みにより、前の月で多かった項目のインシデントを減らすことや前年度のインシデント

の内訳と比べ 0 レベルインシデントの発生件数が増え未然にインシデントを防ぐことが出来たため、今

後も病棟内で継続して毎月のインシデントの統計を取り、病棟内で定期的にインシデントカンファレン

スの開催を行い、根本原因の追究、問題を標語にして毎日、勤務前に声に出して読み上げていく。

  
 

 

77月月ののイインンシシデデンントト 88月月ののイインンシシデデンントト 99月月ののイインンシシデデンントト

00レレベベルル 55件件 44件件 44件件

11 33件件 66件件 99件件

22 11件件 00件件 22件件

33aa 00件件 00件件 22件件

合合計計 99件件 1100件件 1177件件
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滅菌コスト削減                       豊島病院  

サークル名 滅菌見直し隊 

メンバー名 手術室   ◎下通 典子  松浦 弥生 

中央滅菌室  竹下 彌生 

 

1. テーマ選定理由、現状の問題 

滅菌を必要とする鋼製小物などは、手術室に限らず多くの部署が保管しており必要に応じて使用し、使用

後中央滅菌室が回収し再滅菌をしている。しかし、部署を問わず再滅菌数は多く、器材によっては期限切れ

と再滅菌を繰り返すものも少なくはない。その理由として、手技の変容や医師の入れ替わりによる器材の変

更、ディスポ化により使用されなくなった器材が発生していると推測する。再滅菌工程の洗浄・パッキン

グ・滅菌にはそれぞれコストが発生しており、再滅菌数を減少させることはコスト削減と業務の効率性にお

いて必要と考えた。 

 

2. 活動内容 

 外来・病棟の滅菌器材の再滅菌状況の把握と現状改善のため以下の 3 点を行った。 

① 病棟での滅菌器材の保管状況が滅菌有効期限延長に値するか温度・湿度の実態調査を行った。 

② 2020 年 2月から 7月までの 6 か月間の病棟・外来の再滅菌器材の一覧表から内容を検討し、各部署へ

定数の見直しを依頼した。 

③ 2019 年度の手術室の器械・器械セットの再滅菌状況の一覧表を作成し定数の見直しを図った。 

 

3. 改善策、今後の取り組み 

 再滅菌状況の確認と定数の見直しから以下についての改善がなされた。 

① 保管状況と湿度から、病棟・外来の滅菌器材の有効期限は 3か月から 6 か月に延長する。 

② 病棟・外来の滅菌器材セットの一部は廃止となった。 

③ 手術室の器械・器械セットの見直しを行い、現在使用していない物や緊急に必要とならない器材は必要

時滅菌とした。 

④ 今後、全部署において定期的な定数の見直しを提案していく。 

 

4. 活動の詳細 

① 外来・病棟の滅菌器材の有効期限を 3 か月から 6か月に変更 

A・B病棟での温度・湿度の実態調査 

 

滅菌物の保管条件は湿度 75％以下とされており、2 病棟の湿度は高湿度の 7 月において 75％以下をク

リアしているため、滅菌有効期限を延長する理由に十分と考える。以上を ICT に報告し 12 月 1 日よ

り、期限切れ器材は 6 か月に変更することに成功した。これにより、未使用器材の再滅菌が 1/2 となる

ことが見込まれる。 

 

② 2020 年 2月から 7月までの 6 か月間の病棟・外来の再滅菌器材の一覧表から内容を検討し、各部署へ

77月月 33 55 77 1122 1144 1177 1199 2211 2244 2266 2288 3311

温温度度 24℃ 24℃ 24℃ 25℃ 25℃ 24℃ 24℃ 25℃ 24℃ 25℃ 25℃ 25℃

湿湿度度 70% 70% 70% 70% 70% 65% 65% 70% 70% 70% 70% 70%

温温度度 26℃ 26℃ 26℃ 25℃ 25℃ 25℃ 25℃ 25℃ 25℃ 25℃ 25℃ 26℃

湿湿度度 65% 60% 65% 65% 65% 62% 62% 65% 64% 66% 64% 60%

55BB病病棟棟

77AA病病棟棟
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定数の見直しを依頼したところランニングコストが 6589 円である胃洗浄セットが廃止された。ガラス

器材に関しては再滅菌が可能であるが飴ゴムには滅菌による劣化が懸念され再滅菌の度に廃棄されるた

めコストがかかり、またセット自体が大きいため収納場所にも配慮が必要であった。廃止によりコスト

カットと収納スペースのカットが行われた。 

 

また、開院当初より、病院全体の定数の見直しがされていなかったことが明らかになり、現在、各部

署に定数見直しの依頼をしている。これにより、必要な器材の選定が行われ、再滅菌数と収納スペース

のカットができる予定である。 

 

③ 手術室内の器械は中央滅菌室スタッフの日切れチェックデータを基に、2019 年の 1 年間に日切れとな

った器械の一覧表を作成した。これにより 1年間で重複する器材は存在するが 1644 回の再滅菌が行わ

れていた。原因として、必要以上に定数が多く存在するものや、本体が廃棄されているにも関わらず器

械だけが滅菌を繰り返していたり、緊急手術とならない術式の器械セットが常時滅菌となっていたりす

るものが再滅菌の原因となっていた。そこで手術室スタッフに協力を依頼し各科ごとに定数の見直しを

行った。見直しのポイントとして、定数の減量、不要器材の処分、緊急手術に使用されない器材をオー

ダー時滅菌とすることを提案した。一部の科ではすでに協力が得られ、器材の廃棄やオーダー時滅菌に

変更することが決まった。変更していない科に関しても、今後、変更が見込まれる。 

 

④ 今回の活動の中で、多くの部署において、開院当初より大幅な滅菌器材の定数見直しがされていなかっ

たことが分かった。治療・処置方法の変化や医師の入れ替わりにより、新たな器材が増える一方、減ら

すことが難しい状況もある。今後は、定期的な定数の見直しと、代用できるディスポーザブル製品や必

要なものを集約したキット化も考慮に入れながら無駄な再滅菌が繰り返されないようにしていきたい。 
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テーマ名                                豊島病院 

8A 病棟で統一しよう！患者持ち込み許可物品！ 
サークル名 仕分けの刃 
メンバー名 ◎小野達晶 白石直美 

1 テーマ選定理由 
8A 病棟は精神科閉鎖病棟であり、自殺や事故予防のため、危険物となる物の持ち込

み制限が細かく決められている。また患者さんの症状に応じて持ち込み物品が異なる

ため、8A スタッフでの認識の共通化が必要とされている。しかし、職員の精神科経験

年数によって危険物に対しての判断に差異がある現状であった。そのため昨年持ち込

み許可物品のマニュアルを改訂したが、病棟内で浸透していない現状が問題点として

挙がった。看護師間での認識を共通にすることで持ち込み許可物品の管理が出来れば、

患者さんへの統一した対応ができ、安全に入院生活が送れるようになると思い選定し

た。 
 
2 現状と問題点 

① マニュアルが浸透していないため、職員間で統一された対応ができていない。 
② 看護師によって判断能力が異なり、危険物に対しての認識にずれがある。 
③ コロナの影響もあり、面会制限されているため、日常生活の管理物品を追加変

更する必要がある。 
④ 患者さんの要求によって管理物品が多く、預かり品が増えてしまう。 

 
3 改善策 

① 職員に管理物品で判断に困る物、危険物に対して認識のアンケートを実施し、

意見を求めた。管理物品についての認識を把握。 
② アンケート集計を行い、スタッフ間で再度管理物品の意見共有、周知を行い、

マニュアルの見直しと看護の統一化を図る。 
③ 意見共有したものを医師に伝え、管理物品に対して認識を統一。 
④ 患者さんや、家族に対して管理物品の変更を伝える。 

 
4 今後の活動(結果) 
 アンケートで頂いた意見をスタッフで共有し、修正したマニュアルを使用して預か

り物品の管理を行うようスタッフに周知した。導入当初は慣れなかったが、職員間で

意識を持って行えたことで安全な環境を提供出来るようになったとの前向きな感想を

多く頂いた。 
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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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