
看護部
看護部長　中野　良子

理　念
　優しさと、思いやりで信頼される看護をめざします。

【看護体制】
看護職員数　179名（常勤172名 非常勤７名）　　新人看護師 13名（外国人看護師１名）
看護部長　１名　　副看護部長　１名　　看護師長 11名　　副看護師長　13名
療養介助員　21名
 
認定看護師３分野３名

感染管理認定看護師　１名　　皮膚排泄ケア認定看護師　１名
摂食嚥下障害看護認定看護師　１名

【平成30年度看護部管理目標と実施と成果】
管理目標

１．人材を育成し、質の高い看護を提供します。
２．看護サービスの充実を図ります。
３．病院経営に参画します。
４．看護の質向上のため、人材確保と人材育成の充実を図ります。
５．互いを大切にして共に成長し、支える職場環境を作ります。

実施と成果
１．人材を育成し、質の高い看護を提供

　キャリアラダープログラムの作成、レベルごとの院内研修の整合性を図った。
　140名（89％）が申請し36名が認定を受けた。次のレベルチャレンジや２年目に持ち越した申請者
の支援を継続していく。
　記録監査を２回／年実施した。看護計画の実施・評価の記録について電子カルテの機能の活用を推
進し、後期監査結果で全項目とも良い結果となった。
　嚥下内視鏡検査手順、スポットチェックモニター使用手順、ボトックス注射介助手順、中心静脈注
射の手順を作成した。
　インシデントレベル３ｂは６件あり、転倒による骨折が多く疾患の特徴や高齢者による身体機能や
認知力の低下に対応が課題である。レベル２、３aは942件（前年度比▲35）であり、スキンテアの報
告が増えている。
　リストバンド未装着、注射認証未実施が続いた。医療安全管理室の協力を得て行動レベルでの定着
を図った。
　外部講師を依頼し11演題の研究に取り組み学会に15演題発表した。

２．看護サービスの充実
　電子カルテ導入３年目にあたり処置入力システムの定着について、QC活動を行った。

２ 看護部門
看護部
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２ 看護部門
看護部

　入力の困難さが明らかであり今後マスターの整理が課題である。
　スポットチェックモニターを８台導入し、タイムリーな入力と効率化となった。台数の充足を図っ
ていきたい。

３．人材確保と人材育成の充実
　退院支援に向けたスクリーニングシートによる評価の実施はほぼ100％実施できた。
　地域連携室とともに退院支援カンファレンスが1,279件と昨年より879件増加した。
　早期着手により退院支援加算の増につながった。

４．人材確保と人材育成の充実
　企業の説明会10、学校説明会７、インターンシップ26名、見学会21名、バスツアー 26名、学校訪
問23校、高校訪問12校。第１希望者が昨年より増加し27名の内定者が確保できた。
　院外研修延べ人数56名であった。
　認定看護分野において摂食嚥下障害看護認定看護師１名、難病看護師（学会認定）１名が追加となっ
た。活動の支援として認定看護師会（１回／２か月）を設置し情報交換や活動の支援・相談の機会を
設け支援している。

５．支える職場環境
　地域連携室、医事課の参加を得て１／週のベッドコントロール会議を継続できた。
　参加部門との情報交換によりコントロールにつながり昨年を上回る患者数となった。（290.8名：前
年度比+1.9名）
　看護必要度、特殊疾患加算、包括ケア病棟の在宅復帰率が保持できた。
　有料個室利用を促進したことで56.2％となり、室料による収益の増加につながった。

【教育と研修】
院外研修　　国立病院機構主催研修　30名
　　　　　　国立病院機構外研修　　26名

研究発表　　院外発表　15題
　　　　　　院内発表　６題

講師派遣　　10名

　実習の受け入れ
相馬看護専門学校　仙台医療センター附属看護助産学校　東北福祉看護専門学校
白石高等学校看護専攻科　東北福祉大学健康科学部保健看護学科　
実習指導者講習会受講生研修　施設研修　看護管理者研修
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２ 看護部門
教育委員会

教育担当師長　久松　由里
【目的】
　宮城病院の看護職員として専門性の高い看護サービスを提供できる人材を育成する。

【目標】
１．自己の熟達レベルを自覚し、主体的にキャリア開発できる人材を育成する。
２．新人看護師が看護職として学ぶ姿勢を持ち、教育目標の「専門職業人として」「組織人として」「宮

城病院職員として」の視点で基本的知識・技術・態度を身につけられるよう支援する。
３．集合教育で学んだ内容が看護実践の場で活かせるよう機会教育との連携を図り、専門職業人として

の成長を支援する。
４．先輩・後輩が共に学び刺激しあいながら、宮城病院の看護の質向上に貢献する。

 
【研修内容】

教育委員会

研修日 研　　修　　名 参加人数

レベルⅠ

4月 新人技術研修 25名
5月30日 施設外研修 29名
6月27日 複合研修（多重課題） 24名

7月4日、6日 急変時対応 24名
9月19日 フィジカルアセスメント研修 25名

10月10日 対象の捉え方 23名
11月７日 倫理研修 22名

2019年2月27日 １年目研修 23名

レベルⅡ

5月16日 ケーススタディ partⅠ① 12名
2019年1月9日 ケーススタディ partⅠ② 10名

3月13日 プリセプター研修① 13名
7月25日 プリセプター研修② 13名

2019年2月13日 プリセプター研修③ 13名

レベルⅢ
6月 リーダーシップ研修（ブロンズ）① 6名

11月28日 リーダーシップ研修（ブロンズ）② 10名
2019年2月20日 ケーススタディ partⅡ事例発表 6名

レベルⅣ

6月20日 リーダーシップ研修（シルバー）① 9名
12月5日 リーダーシップ研修（シルバー）② 9名
7月18日 リーダーシップ研修（ゴールド）① 24名

2019年1月23日 リーダーシップ研修（ゴールド）② 21名
レベルⅤ 2019年1月16日 リーダーシップ研修（オニキス） 6名

中間管理者研修 9月5日 コンピテンシー「リーダーシップ」について 11名

療養介助員、　
看護助手、
業務技術員研修

6月21、22日 安全管理について 25名
10月25、26日 倫理について 25名
11月29、30日 感染管理について 27名
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【活動評価】
１．自己の熟達レベルを自覚し、主体的にキャリア開発できる人材を育成する。
　　各レベルの研修受講について、師長との面談を行い、人材育成ビジョンの提示とともに、研修への

受講を決定し、計116名が研修受講として申請した。前半の研修が終了した時点で、レベルⅠが中
途退職したのみで、研修への参加は100％であった。

２．新人看護師が看護職として学ぶ姿勢を持ち、教育目標の「専門職業人として」「組織人として」「宮
城病院職員として」の視点で基本的知識・技術・態度を身につけられるよう支援する。

　　厚生労働省のガイドラインをもとに、チェックリスト作成、1年後の到達目安と夜勤開始前までに
到達してほしい項目を提示。ラボ室開催し、14名が利用。

３．集合教育で学んだ内容が看護実践の場で活かせるよう機会教育との連携を図り、専門職業人として
の成長を支援する。

　　計画通りに各レベルの研修を企画・運営し、各研修ごとの目的、目標も概ね達成した。
４．先輩・後輩が共に学び刺激しあいながら、宮城病院の看護の質向上に貢献する。
　　ケーススタディへの取り組みから発表まで先輩が後輩の指導を行い、発表を聴講できなかったス

タッフに対しても論文を読めるよう準備しお互いに学びあえる環境を整えることができた。

【平成31年度目標】
１．臨床実践能力が高められるように知識・技術・態度に関する学習の機会を提供する。
２．新人看護師が看護専門職として必要な知識・技術・態度を習得し、実践を通して臨床実践能力が向

上できる職員を育成する。
３．レベル別教育計画の推進と評価を行い、質の高い教育を行う。
４．先輩・後輩が共に学び刺激しあいながら、宮城病院の看護の質向上に貢献する。
５．看護管理者（幹部看護師候補者）・スペシャリスト（感染管理、皮膚排泄ケア）の院内認定コースを

開催し計画的育成を行う。

２ 看護部門
教育委員会
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２ 看護部門
業務委員会

業務委員会
委員長　村上　美佳

【目的】
　病院機能評価ver2受審に向けて看護業務全般を見直す。

【目標】
１．看護基準・手順の活用促進（基準・手順に沿った看護実践の確認を行う）。
２．効果的な電子カルテの運用（マニュアルの見直しを行う）。
３．病院機能評価受審に向けた整備。

【活動内容及び評価】
１．・看護手順（吸引、経管栄養、浣腸、採血、静脈内注射）について、手順通りに看護実践ができて

いるか確認を行った。
日常的に実施頻度の高い項目について検証したが、手順通りに実施できても、患者への説明や言
葉かけが不足しており、常日頃から接遇に留意する必要がある。

・患者の持ち物確認表の活用状況を確認した。
持ち物確認表の使用頻度は部署により異なるが、患者持ち物についてのトラブルが生じていない
現状を確認できた。

　　・医療材料在庫管理についてSPDシールの紛失を減らし節減を目指し、SPDシステムについての
理解を深めるようポスター掲示した。また各部署でシール紛失防止対策を立案・実践した。シー
ル紛失調査では節減効果を確認できた。

２．掲示板使用、指示受けのマニュアルの見直しを行った。
　・掲示板の使用について

　繰り返し点検を行いフィードバックしたことで、基準通り運用できるようになってきた。
　・指示受けについて

決められた時間にリーダーが指示を確認し、日々の受け持ち看護師が担当として責任を持ち、指
示受け漏れがないよう周知した。

３．前受審時評価「B」項目の現状把握と評価を行い改善点について解説集に基づき明らかにし、
「A」項目についても現状の確認と、さらなる改善策を提案し部門と共有した。

【平成31年度目標】
　１．病院機能評価の更新に向けて準備を行う。
　２．看護基準・手順の活用を促進する（基準・手順に沿った看護実践の確認）。
　３．効果的に電子カルテを運用する（マニュアルに沿った実施）。
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２ 看護部門
看護記録委員会

看護記録委員会
委員長　星　　康子

【目的】
　看護記録の充実をはかり、看護の質の向上を目指す。

【目標】
　１．看護の質の向上につながる記録を目指し記録監査を実施する。
　２．処置入力のPC移行。
　３．電子カルテの定着。
　４．現状に即した記録のマニュアルの作成、記載基準の作成を行う。

【活動内容及び評価】
　１．看護記録監査を年に2回実施し評価した。 前期より後期の監査結果が上昇した。

２．処置入力をPC移行するため、処置マスターの見直しを実施した。しかし、PCでの処置入力漏れ
が、各病棟続いている。現在も、処置入力はPC移行できていないため、次年度の課題とする。

　３．電子カルテの操作にはスタッフは慣れ、スムーズに行えるようになってきている。
　４．記録記載基準の見直しは実施せず。引き続き次年度実施する。

【平成31年度目標】
　１．処置入力のPC移行。
　２．記録の記載基準の見直し。
　３．看護記録監査の実施を行う。
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２ 看護部門
看護研究委員会

看護研究委員会
委員長　中山　　光

【目的】
　看護研究によって得られた知識・技術を看護実践に活かし、看護の質向上を図る。

【目標】
１．各部署の看護研究上の問題点を明確にし、年間スケジュールに沿って看護研究を進められるよう、

各部署への支援を行う。
２．臨床研究部と連携を図り、学会への発表を通して宮城病院の研究活動を院外へ発信する。
３．看護研究を通して、研究的態度や知識・技術の向上を推進できるよう、看護研究を実施するための

環境を整える。

【活動内容】
看護研究活動：全13部署

部　署 テーマ
中央病棟１階 病棟における医療関連機器圧迫創傷の予防対策
中央病棟２階 オムツ着用患者への皮膚保湿・洗浄クリームを用いた清潔ケアの効果の検討
中央病棟３階 パーキンソン病患者における患者参加型転倒・転落シミュレーション実施による効果
中央病棟４階 誤嚥リスクがある患者に対してのポジショニングの効果
南a病棟 神経難病患者の転倒転落予防対策と看護師の意識変化
南b病棟 地域包括ケア病棟における患者・家族の思いを尊重した退院支援体制の構築

看護研究研修会：全３回
　「『看護研究の手引き』の活用について」、「研究における倫理について」、「看護研究発表のポイント」

看護研究院内発表会：平成31年２月６日開催

【評価】
１．前年度作成した「看護研究の手引き」の活用により、看護研究必要書類や、看護研究の実施・論文

作成・発表までを統一化できた。
２．年間計画に沿った担当部署への支援と外部アドバイザー（東北福祉大学　中村令子教授）を招いた、

院内研修の企画運営・全部署への個別面談などの実施により、合計15演題の院外発表を実施できた。
３．看護研究を実施する上での文献検索やポスターなど資料作成での活用に向けて、院内図書室の整備

を行った。ネット環境の整備と図書の貸借運用は次年度継続とする。

【平成31年度目標】
１．各部署の看護研究上の問題点を明確にし年間スケジュールに沿って看護研究を進められるよう、各

部署への支援を行う。
２．院内外へ研究者が主体的に発信するための方法と手順を整備する。
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２ 看護部門
中央病棟１階

看護師長　山内　早苗
【概要】
　中央病棟１階は重症心身障害児（者）病棟である。脳性麻痺、脊髄小脳変性症、てんかんなどの疾患を
抱えた患者58名が、治療、生活の場として長期入院されている。入院年数は49年以上であり、患者の平
均年齢は44.2歳となっている。長期入院、高齢化をふまえて、多職種による患者サービスの充実を図り、
安全で快適な生活を保障できるようスタッフ一丸となり、日々、看護、ケアを実践している。療養介助員
が８名配置されており、主に入浴や排泄の援助、環境整備など生活面の援助を、看護チームの一員として
行っている。　

【看護体制】
　構 成 員　看護師長１名　副看護師長２名　看護師29名（内非常勤１名）　准看護師１名
　　　　　　療養介助員８名（非常勤）　看護助手１名　児童指導員１名　保育士３名
　平均年齢　39.3歳
　看護体制　固定チームナーシング２チーム制
　夜勤体制　３交代　深夜勤務 ３名　準夜勤務 ３名

【運営状況】
　病床数　60床　　主な診療科　小児科
　入院患者数　58名　　ショートスティ以外の入院３名　　退院５名
　入院患者内訳　男性29名　女性29名　　平均年齢44.2歳
　
【看護活動】
　医療安全：０レベル報告数の目標数は800件で520件であった。昨年度よりレベル１が約10件増加した

が、レベル２以上の件数に差はなかった。
　感染管理：１月～２月にかけてヒトメタニューモウイルスの感染がありICTの介入やPPEの徹底、コ

ホート管理を行い、感染拡大を防いだ。家族へ感染の可能性も考えて面会の制限を行い、説
明と報告を行いながら不安の軽減に努めた。

　教　育：
１．新人４名

キャリアラダーⅠ：４名　　　　　　　 キャリアラダーⅡ：３名
キャリアラダーⅢ：０名　　　　　　　 キャリアラダーⅣ（シルバー）：４名
キャリアラダーⅣ（ゴールド）：６名　　キャリアラダーⅤ：２名

　２．病棟学習会
固定チーム、虐待防止、接遇、倫理カンファレンス、療育活動、体験型学習など

【改善活動・研究発表】
　ＱＣサークル活動　テーマ　毎日実施した処置内容を100％算定することで病棟経営に参画する
　　　　　　　　　　サークル名　病院バンクはミルフィーユ

中央病棟１階
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２ 看護部門
中央病棟１階

院内看護研究発表　テーマ　重症心身障がい児（者）病棟における医療関連機器圧迫損傷の予防的看護
　　　　　　　　　　　　　ケアの対策に向けて

　　　　　　　　　　　　　　～医療関連機器圧迫損傷に対する意識調査～
　院外発表　第27回北海道東北地区重症心身障がい研修会
　　　　　　テーマ「障がい児（者）とともに」　～より豊かな生活を目指して～
　　　　　　発表テーマ　重症心身障がい児（者）の便秘改善の取り組み
　　　　　　　　　　　　～腹臥位療法による効果～

【平成30年度目標評価】
１．高い実践と固定チームナーシングの利点を活かし個別に応じた看護の提供。

　定期的なカンファレンスは100％実施、固定チームの振り返りやKYTの実施は90％できた。チー
ム内でサポート体制を強化、新人指導や指導者のフォローを行う体制を行いながら院内研修への参加
も業務調整で90％達成できた。体験型勉強会を行い体験を通して看護と計画へつなげる取り組みを
行った。超過勤務は業務調整を行ったが、新人の個々に合わせたサポートや季節の感染症などがあり
個人差が生じた。来年度も超過勤務に対するサポート体制の強化と個々に合わせた業務調整が必要で
ある。

２．生活支援を整え、安全・安心な介護サービスを充実し病院経営に貢献する。
　ショートステイは年間（４月～２月）での受け入れ人数24名、日数が174日であった。１月～２月
に感染症があり受け入れができなかったため目標値にはならなかった。しかし、予定のショートの受
け入れは中央２階と調整を行い、対応をした。療育活動への協力と参加はシステムや意識付けを行い
感染症の時期を除いて100％参加できた。また、サービスを充実させるために療養介助員の受け持ち
制と手指衛生への取り組みを行った。環境を整えるため空調管理や部分的なカビの清掃で抑えるこ
とが出来た。メディカルセーファが50％の実施となった。レベルⅢ以上は５件以内の目標だったが、
ラインの自己抜去事例を含め15件となった。防げるインシデントもあるため手順の遵守していく。
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２ 看護部門
中央病棟２階

中央病棟２階
看護師長　小野　　恵

【概要】
病床数：60床　
主な診療科：小児科、内科
　入院患者の９割以上を重症心身障害児（者）であり、平均在院期間は34年（最長47年・最短10 ヶ月）で
ある。重症心身障害児（者）の高齢化、重症化が進んでおり、人工呼吸器装着、中心静脈栄養、経管栄養
者が全体の1/3を占める現状である。多職種による患者サービスの充実を図り、安全で快適な生活を送れ
るようスタッフ一丸となり日々の看護ケアを実践している。

【看護体制】
構 成 員　　看護師長　１名　　副看護師長２名　　看護師24名　　准看護師１名
　　　　　　療養介助員７名　　看護助手１名　　　（非常勤７名）
平均年齢　37歳　
看護体制　固定チームナーシング　２チーム制
夜勤体制　３交替制　深夜勤務 ３名　準夜勤務 ３名

【運営状況】
　１日平均患者数　　　　59.2名
　病床稼働率　　　　　　95.9％
　入院患者内訳　　　　　男性29名　　女性30名　平均年齢　49.5歳
　　　　　　　　　　　　超重症児（者）６名　　準超重症児（者）４名
　　　　　　　　　　　　ショートステイ利用者　１か月平均　3.5名受け入れ最高で４名受け入れている。

【看護活動】
１．医療安全

前年度の０レベルの報告実績数553件に対し、今年度の０レベル報告数228件。前期176件に対し、
後期は52件と減少し、目標値564件達成には至らなかった。
骨折事例が１件発生し、原因は疾患理解不足による対応の不備であった。また骨粗鬆症、高齢化等の
要因もあった。

２．感染管理
インフルエンザ等の感染症の発生患者０件。ゴージョの使用量は、目標値月平均1,800mlであった
が、実績は月平均1,200mlであり、達成には至らなかった。引き続き使用のタイミングをスタッフへ
恒常的に意識づけする事が必要である。

３．教育
新人研修４名
キャリアラダーⅠ：４名　　キャリアラダーⅡ：４名
キャリアラダーⅢ：１名　　キャリアラダーⅣ（ゴールド）：３名
キャリアラダーⅤ：３名
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２ 看護部門
中央病棟２階

４．病棟学習会
医療安全対策における学習会14回で参加率80％、看護記録３回で参加率90％、倫理10回で参加率
100％、虐待防止５回で参加率100％、感染防止８回で参加率は80％であった。　

【改善活動・研究発表】
　ＱＣサークル活動　テーマ　入院処置の入力漏れをなくそう
　　　　　　　　　　サークル名　処置入力漏れなくし隊

＜院内＞テーマ「オムツ着用患者への皮膚保湿洗浄クリームを用いた清潔ケアの検討」
＜院外＞日本重症心身障害学会学術集会
　　　　テーマ「摂食が困難な重症心身障害児（者）の摂食嚥下機能訓練」
　　　　　　　～摂食方法、ポジショニング、情報共有の見直し～

【平成30年度目標評価】
１．患者の個別性を捉え、持てる力を引き伸ばす看護計画のもと、統一した看護を提供する。

・褥瘡は前期で２件の発生となったが、後期は０件であった。ポジショニングやWOCのアドバイス
等で早期治癒に至った。患者の特性から予防が困難な状況もあったが、褥瘡係・NSTの多職種と
も連携し勉強会を開催し、後期の褥瘡発生なく経過することができた。

・摂食嚥下訓練においては39件。千木良先生からのアドバイスを踏まえながら看護計画立案し統一
した関わりができた。

２．療養環境を整え、安心安全な療養生活を送る。
　　・０レベルインシデント件数180件/年
　　・倫理学習会は４回開催
　　・インシデント報告は、０レベルの報告数が後期減少し、目標数を大幅に下回った。

3b事例（骨折）が発生、疾患理解、骨密度把握、ケアについて再検討する機会になった。患者に適
した環境整備と細やかな観察を徹底した。

　　・患者満足度調査では、昨年度よりやや上昇した。継続して調査を行い看護の振り返りを行っていく。
・爪切り、モーニングケアを各チーム目標に取り入れ取り組んだが、周知が不十分であり、毎日実施

には至らなかった。再周知徹底を図った。
３．病床の有効利用、超過勤務の削減に取り組むよう業務改善を図る。

　　・ショートステイ受け入れ数39件、同日２名入所や毎月２～３名の受け入れを行った。
　　・超過勤務においてはH29年度1,704時間→H30年度1,522時間と減少した。
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２ 看護部門
中央病棟３階

中央病棟３階
看護師長　内海　麻耶

【概要】
　内科・脳神経内科・脳神経外科の慢性期及びリハビリ期の患者が入院しており、特にALS、パーキン
ソン病等、神経難病の患者が多数を占め、日常生活と在宅療養への支援を中心に看護を提供している。
ALSに関しては在宅療養が確立している患者のレスパイト入院を定期的に受け入れ、患者家族の介護の
軽減に努めている。また、特殊疾患入院加算を申請しているため、特殊疾患患者を70％以上維持するこ
とを目標としている。

【看護体制】
　構成員　　看護師長　１名　副看護師長　２名
　　　　　　看護師　　26名　
　　　　　　業務技術員（非常勤）２名
　平均年齢　32.5歳（看護師のみ）
　看護体制　固定チームナーシング（２チーム）
　夜勤体制　３交代制　深夜勤務　３名　準夜勤務　３名

【運営状況】
　入院患者：54名　新規入院患者52名は神経難病疾患
　転入患者：90名　９割が中央病棟４階からの転入
　退院患者：136名（死亡退院含む）

PD
69%

ALS
21%

4%

2%

4%

【看護活動】
医療安全：転倒転落に関して看護研究でも力を入れ、転倒転落に関するインシデントが減少した。
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２ 看護部門
中央病棟３階

　 感染管理：ゴージョ使用量一人月平均700mlとし達成できた。感染の拡大はなく経過。　
教育：
　１．新人教育　５名
　　　キャリアラダーⅠ：５名　　　　　　　 キャリアラダーⅡ：４名
　　　キャリアラダーⅢ：３名　　　　　　　 キャリアラダーⅣ（シルバー）：３名　
　　　キャリアラダーⅣ（ゴールド）：４名　　キャリアラダーⅤ：２名
　２．病棟学習会
　　　神経難病：神経難病と認知症（久永副院長より）　参加者10名
　　　脳外科：脳深部刺激術・痙縮の治療（安藤特命副院長より）　参加者12名
　　　認知症：認知症の看護　　参加者８名

【改善活動・研究発表】
ＱＣ発表 「超過勤務削減を目指して」
看護研究　院内：「パーキンソン病患者における患者参加型　転倒・転落シミュレーション実施による

効果」　　　
院外：第16回国立病院看護研究学会学術集会（12月８日　広島）
　　　「パーキンソン病患者の転倒・転落の実態調査」　

【平成30年度目標評価】
１．転倒転落が減り、退院調整がスムーズに行われる。
　・転倒転落が減り退院調整がスムーズに行われるよう看護研究を行い減少に貢献した。
２．持てる力に応じた生活を取得し退院できる。
　・持てる力に応じた生活を取得し退院できるようにプライマリーナースの役割認識を高くするよう努

めた。
３．自己研鑽を積み専門的ケアを実践する。
　・自己研鑽を積み専門的ケアを実践するよう全スタッフに研修への参加を促した。
４．スタッフが意見を発言しやすい環境の維持
　・スタッフが意見を発言しやすい環境の維持に努めた。
５．教育体制の構築のためプリセプターシップが図れるよう努めた。
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２ 看護部門
中央病棟４階

中央病棟４階
看護師長　村上　美佳

【概要】
　中央病棟４階は脳血管障害（脳卒中）等の急性期医療を中心とし、パーキンソン病の治療である脳深部
刺激装置植込み術や、難治性疼痛に対する脊髄刺激装置植込み術を受ける患者の周術期看護を実践してい
る。また、各診療科の急性期の入院受け入れを行っている。受け入れ後は治療内容や退院支援を考慮しな
がら、各病棟への転出について連携を図りながら病床管理を行っている。スタッフは若さと元気、正直さ
を持って患者、家族に寄り添い、安心して入院生活を送られるよう看護ケアを実践している。病床は60
床で、個室が16床、感染症対応の個室が４床ある。10対１の一般病棟入院基本料を算定しており、平均
在院日数は21日以内で推移している。

【看護体制】
　構成員　　看護師長 １名　　副看護師長 ２名　　看護師　25名　　看護助手 １名
　平均年齢　31歳
　看護体制　固定チームナーシング　２チーム制　
　夜勤体制　３交代制　深夜勤務３名　準夜勤務３名

【運営状況】平成30年４月１日～平成31年２月28日
入院患者数：921名
転入患者数：６名
転出患者数：421名
退院患者数：507名

【看護活動】
医療安全：点滴の自己抜針を減らすことを目標にした。ケアのポイントを提示・周知したことで前年度

181件から151件に減少した。
感染管理：標準予防策を徹底しインフルエンザの患者を多く受け入れたが職員への感染やアウトブレイ

クはなかった。

【教育】	
　キャリアラダーⅠ：５名　　キャリアラダーⅡ：４名　　キャリアラダーⅢ：４名　　　　　　　　　
　キャリアラダーⅣ：６名　　キャリアラダーⅤ：２名

【病棟学習会】
　・看護必要度について　　　26名参加
　・気管カニューレについて　15名参加
　・人工呼吸器について　　　16名参加
　・DNARについて　　　　　26名参加
　・実習指導について　　　　13名参加
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２ 看護部門
中央病棟４階

【改善活動・研究発表】

発表先 テーマ メンバー

院内　QCサークル活動 常備薬を確実に返却しよう
早坂有紀子　池田　純子
作間はるみ　安田　有希
岩佐　百華　岩佐　郁枝

国立病院総合医学会
摂食嚥下障害のある患者のポジショニングによる
摂食状況の改善効果

大宮あずさ　武田　美香
森　未乃里　浅野　洋子
門脇　正子　村上　美佳

北日本看護学会
緊急入院した高齢患者の身体抑制解除に向けて
～心理的ストレスに対するケア～

森　未乃里
村上　美佳

第21回日本臨床脳神経
外科学会

パーキンソン病患者に対する脳深部刺激術後の
異常行動出現危険因子の検討

岩佐　郁枝　森　未乃里
木内　夏子　徳田　直子
仁村　太郎　村上　美佳

【平成30年度目標評価】
１．「病床および個室利用率が上昇する」「認知症ケア加算を確実に算定に結びつける」

　患者数を確保でき、前年度に比べて病床利用率、個室利用率が上昇した。新たな取り組みとなった
認知症ケア加算も漏れなく取得できた。急性期病棟としての役割を遂行し病院経営に参画できた。

２．「看護必要度を適切に評価しその根拠を記録する」
　研修受講者を増やし、伝達学習したことと、記録係が都度確認したことで、評価の根拠を記録でき
るようになった。

３．「新人看護師の技術到達度を高める」「看護師として身につけておきたい知識や技術を学び能力を高
める」
　自己研鑽に努め、院内外の研修に積極的に参加した。また、学会で３題の発表ができた。
新人看護師５名の技術到達度は目標としていた80％を超えることができた。
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２ 看護部門
南 a 病棟

南 a病棟
看護師長　鹿野なほみ

【概要】
　病床数60床。有料個室８床。２人部屋４床。４人部屋12床となっている。また、Ｈ26年度より筋萎縮
性側索硬化症等の療養介護サービスを行っており、現在の利用患者は５名である。南a病棟は脳神経内
科・脳神経外科・内科の慢性期病棟として、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、多系統委縮症等の神
経難病と脳卒中後遺症、パーキンソン病DBS施行後等の治療やリハビリに対応している。また、神経難
病患者を主体としたレスパイト入院の受け入れも積極的に行い、きめ細やかな看護の提供に努めている。

【看護体制】
　構成員　　看護師長１名、副看護師長３名、看護師25名、准看護師１名、療養介助員３名
　平均年齢　38.8歳
　看護体制　固定チームナーシング（２チーム制）
　夜勤体制　３交代制　深夜勤務３名　準夜勤務３名

【運営状況】
　入院患者：47名
　転入患者：81名
　退院患者：117名（３月１日現在）

【看護活動】
　医療安全：KYT活動年２回実施。医療安全管理室カンファレンス年２回実施。
　記録係：記録監査年２回実施。
　リンクナース：環境整備点検月１回実施。アルコール消毒剤使用量調査月１回実施。
　教育:
　１．研修　　キャリアラダーⅠ：３名　　　　　　　 キャリアラダーⅡ：３名

　　　　キャリアラダーⅡ（ケース）：２名　　　キャリアラダーⅢ（ケース）：２名
　　　　キャリアラダーⅣ（ゴールド）：３名　　キャリアラダーⅤ（オニキス）：２名

２．病棟学習会
　　・褥瘡予防、スキンテア、インフルエンザ・ノロウイルス対策、認知症ケアについて各５回/年（全員参加）。
　　・ＱＣサークル活動：テーマ「処置伝のもれ半端ないって！」
　　　処置伝記載もれうっかりをなくす班
　　　大槻真奈美、後藤靖、今野望、小椋いずみ、斎藤あかね、栗原幸江、鹿野なほみ
　　・院内看護研究：テーマ「神経難病患者の転倒転落予防策と看護師の意識調査」
　　　秋山一恵、谷津千恵、山崎正子、鈴木翔太、天野博文、宮川優、鹿野なほみ
　　・院外看護研究
　　　第21回　北日本看護学会学術集会
　　　テーマ「在宅生活に向けての家族指導～パンフレットを活用して～」
　　　鈴木翔太
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　　　第23回 日本難病看護学会学術集会
　　　テーマ「腰椎圧迫骨折のあるパーキンソン病患者への看護～ ADL拡大に向けた関わり～」
　　　柚原美紀

【平成30年度目標評価】
１．入院や転入・転出等の調整を行うことで、入院患者数を確保し病床利用率が上がる。
　　入院患者数は目標人数を下回った。特殊疾患管理加算対象者は、達成できない月もあったが、年間

では70％を維持することができた。施設入所が決定し、急遽退院となる患者もいるため、先を見
通し、ベッドコントロール会議等で他病棟と連携し、患者数・特定疾患患者の確保に努めていく。

２．患者満足度（療養介護サービス契約者）調査をすることで現状を把握し、満足度を高める計画につ
なげる。

　　３名の患者に10月満足度の評価を実施した。満足度は80％以上であり、計画に沿った内容でサー
ビスを受けられているという回答であった。　

３．インシデントレベル２以上の事故の減少。
　　転倒・転落（75件）、与薬に関するインシデント（74件）の件数が多く見られている。転倒・転落に

関しては、リハビリ部門とも適宜カンファレンスを実施し、患者の自立度を確認しながら、看護計
画の見直しを行っていく。褥瘡については、新規発生が９件であった。皮膚が脆弱な患者が多いた
め、全身状態の観察を十分に行い、予防・増悪しないよう努めていく。 

４．院内・院外研修の全員参加を促し、自己研鑽を図る。
　　キャリアラダーの院内研修は参加することができた。ラダーを意識しているスタッフは自発的に院

外の研修に参加することができていた。スタッフが興味を持っている内容や、病棟での看護の参考
となりそうな研修があれば業務調整を行い参加を勧めていく。

５．療養介護事業の契約者の増加につなげる。
　　療養介護サービス契約者が10月より５名となった。人数が増えたことによって、サービスの質が

落ちないよう、看護師、療養介助員と適宜カンファレンスを実施し、患者・家族の満足度を継続し
て調査していく。看護計画については患者の希望する車椅子移乗が数回しか実施できなかった。イ
ベントやリハビリ時などには積極的に移乗を実施していく。

６．倫理カンファレンス実施での患者サービスの向上に努める。
　　倫理カンファレンスは２回実施することができた。カンファレンスに参加できなかったスタッフに

も事前に事例を配布し、意見をもらうことができたため、次年度へ継続。
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南 b病棟
看護師長　　星　　康子

【概要】
　南ｂ病棟は地域包括ケア病棟である。急性期病棟より治療を終え退院までの最大60日間リハビリが必
要な患者、退院に向けて在宅の準備が必要な患者（自宅改修・訪問看護師の利用・デイサービス等の検討）、
入所施設まで待機が必要な患者、ターミナル期を病院で過ごす患者が入院している。退院後、在宅介護へ
移行する患者の場合、地域のケアマネージャー、訪問看護師と連携を図り、患者・家族が安心して在宅介
護へ移行できるようサポートしている。又、平成30年12月より、訪問看護を実施しており、退院後の生
活環境の確認を行っている。

【看護体制】
構成員　　看護師長１名　副看護師長２名
　　　　　看護師16名（内１名育児短時間勤務、２名育児時間所得看護師）　看護助手１名
平均年齢　27.8歳
看護体制　固定チームナーシング
夜勤体制　３交代制　深夜勤務２名　準夜勤務２名

【運営状況】
入院患者：24名
転入患者：228名
退院患者：244名　

【看護活動】
医療安全：０レベルのインシデント報告件数420件以上を目標に取り組んできた。年間469件の報告の

実施が出来た。
感染管理：リンクナースの活動を中心に標準予防策を徹底し、感染予防に努めた。病棟で感染症のアウ

トブレークの発生はなかった。
教育：
１．新人研修２名
　　　キャリアラダーⅠ：２名　　　　　　　　 キャリアラダーⅡ：２名
　　　キャリアラダーⅣ（シルバー）：２名　　　キャリアラダーⅤ（ゴールド）：５名
２．病棟学習会

　KYT学習会（15名参加）

退院支援・調整学習会（６月） ４名
看護必要度研修（７月） ２名
倫理・接遇（９月・12月・２月） 全スタッフ
輸液ポンプ・シリンジポンプ（１月） ４名
補助食品の活用について（２月・３月） ７名
KYT学習会（２月） 15名
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【改善活動・研究発表】
　・看護研究発表

テーマ「地域包括ケア病棟における患者・家族の思いを尊重した退院支援の構築」
　　　佐藤　明香、塚部　喜美、堀　淳子　

　・ＱＣ活動
テーマ「在宅への架け橋」
岡崎　恭子、佐藤　那美、立野　和香、田代　圭奈、押山　奈緒

　・第16回北海道東北地区国立病院看護研究学会
テーマ「統合失調症のある患者への糖尿病教育を通しての学び」
～チームによるアドヒアランスを高める関わり～　　
堀　淳子

　・第73回国立病院機構総合医学会
「退院に向けての意思決定支援の実態調査」　　
梶谷　亮

【平成30年度目標評価】
　「地域包括ケア病棟として、早期に退院支援・調整を行い、患者・家族が安心して在宅生活・施設入所
に移行できるよう支援します」

　１．安心・安全で信頼される看護を提供します。
・自宅退院時には退院前に、ケアマネ・家族・看護師が患者情報提供を行い、患者ケアが継続し実施

できるよう情報共有を行った。今後も、他職種と協同して退院支援・退院調整を円滑に行い、病床
の効果的活用を行うことで、病院経営に参画する必要がある。

・12月より訪問看護を開始した。実施件数は24件であり、引き続き、利用者の確保に努めていく必
要がある。当院で訪問看護を実施することで、安心して患者・家族が在宅生活に移行でき、スタッ
フも実際の患者の生活環境を観察できることで、より良い生活環境への整備・支援を考えることが
出来ている。

　２．職員同士に成長し、支える職場環境の整備に努めます。
・他職種と情報の共有を図るため、タイムリーな看護記録の記載を行っているが、スタッフでばらつ

きがみられる。引き続き参加を促していく必要がある。
・病棟学習会は２ヶ月に１回開催し、病棟全体でのスキルアップを目標として取り組めた。
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手術室・中央材料室
看護師長　　中山　　光

【概要】
　直近３年間における手術件数は平均的に推移しており、平成30年は手術件数138件であった。手術患
者の傾向として、年齢区分70歳代以上の手術件数割合に変動が見られており（平成28年46％、平成29年
43％、平成30年41％）、脳血管疾患の高齢患者の減少と共に、「脳深部刺激療法（DBS）」については76％
が60歳代以下の手術患者であり、宮城病院における手術患者の若年齢化が伺えた。
　また、今期のトピックスとして、当部署が実施したQCサークル活動「物品切り替え検討におけるルー
ルの作成」が、宮城病院QCサークル活動発表会において「優秀賞」を受賞したことが挙げられる。継続し
ていた診療材料費縮減の取り組みをQCサークル活動としてまとめただけでなく、他部署でも活用できる
業務フローを作成した点が評価された。

【看護体制】
　構成員　　看護師長１名　看護師３名
　勤務体制　日勤体制（休日・夜間の臨時手術対応あり）
　　　　　　平日は中央材料室業務を兼務

【運営状況】
　平成30年手術実績
　手術件数：138件（全麻：36件、局麻・静麻：102件）
　手術診療科：脳神経外科：137件、神経内科：１件
　手術種別：定時：126件、臨時：12件

【看護活動】
　医療安全：KYT（２回/年）、Medical Safer（１回/年）

55%

9%

9%

9%

9%

9%

感染管理：万能つぼの返納方法ベストプラクティス、人工呼吸器関連物品の返納方法ベストプラクティ
ス、セット類・鋼製類の返納方法ベストプラクティスについて実際の管理方法に準じた改定
と感染リンクナース会議での周知。

教　　育：部署内勉強会「消毒薬（オラネジン）について」「感染制御・中材ネットワーク研究会伝達講習」
「手術創部用接着剤（ダーマボンド）について」「周手術期（術前・術中・術後）の処置算定に
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ついて」「医療安全対策研修Ⅰ伝達講習」（それぞれ全スタッフ参加）

【改善活動・研究発表】
・第17回北海道東北地区国立病院機構・国立療養所看護研究学会　ポスター発表
「長時間の意識下手術での口渇対策に向けたガーゼを用いた口腔清拭に適したレモン水濃度の検証」
佐藤千佳

　・J感染ネットワークフォーラム
「中央材料室とICNの主導による歯科外来感染予防対策への取り組み」
今井晃子

　・平成30年度 宮城病院QCサークル活動発表会
　　「物品切り替え検討におけるルールの作成」

大山裕司

【平成30年度目標評価】
　１．安全で信頼される、良質な周手術期看護の提供

　手術室看護手順の更新が必要な内容について、手書き文書のデータ化や追記・修正部分の更新を
行った。
　手術室における医療安全向上を目指し、手術棟内部の危険箇所について救急救命士のアドバイスを
得ながら部署ラウンドを行い、防災訓練と並行した危険予測とその対策についての検討を行った。そ
の結果、手術室に加え中央材料室に潜む危険箇所の認知や発災時の具体的な対応方法に関する知識向
上に繋がった。
　病棟・他部門との連携を図り、継続した看護を目指す：手術患者の個別性にあった周手術期看護の
提供に向けた連携体制を構築するため、脊髄刺激療法（SCS）11件中７件（64％）について医師・手術
患者・看護師を交えた術前カンファレンスを行った。長時間同一体位による手術中のイメージングと
手術に対する疑問・不安の軽減への言動が得られた。また、手術室パスについては内容の追加・修正
を行い、電子カルテへのマスター登録を実施した。

　２．医業経費の適正使用を通した、病院経営の参画
　医事課クラークと連携して周手術期におけるコスト請求についての部署内勉強会を実施し、コスト
意識の向上とコスト請求できる処置内容についての再周知を図った。医事課からの問い合わせには適
宜対応したが、コスト請求漏れの発生はゼロであった。また、QCサークル活動において、診療材料
費縮減に向けた取り組みの方法を業務フロー化し有効性の検証を行い、他部署でも使用可能な業務フ
ローを作成することができた。
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外　　来
看護師長　大橋　昌子

【概要】
　地域の中核病院として、山元町、亘理町を中心に角田市や福島県相馬市などの病院、医院と連携し診療
をしている。救急患者は随時受け入れており、特に脳血管疾患の救急患者は南相馬市など広域からの受
け入れ要請にも応えている。専門外来としてパーキンソン病外来、頭痛外来、もの忘れ外来、ALS外来、
糖尿病外来、漢方外来、禁煙外来、女性外来がある。パーキンソン病に関しては、脳神経内科による服薬
治療のほか、脳神経外科による脳深部刺激治療も行っており、患者は宮城県のみならず東北６県から通院
している。また、総合リハビリテーション施設がありトータルケアを目指し治療の連携をしている。地域
に根ざした医療としては、他病院からの診療応援を受けながら呼吸器内科、循環器内科、皮膚科、消化
器内科、整形外科、形成外科、小児科、放射線科医療を提供している。また、脳ドック（脳の健康診断）、
特定健康診査を初めとした各種健康診断及びインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンを実施し、疾病
の早期発見と予防に貢献している。小児科では、亘理・山元町の出張乳幼児健康診査を行っている。その
他、内科担当医師が山元町内の特別養護老人施設を月に３度往診している。

【看護体制】
　構 成 員　看護師長１名　看護師３名　非常勤看護師５名
　平均年齢　44歳
　看護体制　各科担当制＋各科協力体制

【運営状況】
Ｈ30年度科別患者内訳

年間新患患者数 年間再診患者数

【看護活動】
　医療安全
　・外来通院患者の転倒転落防止：転倒４件発生（前年度７件）
　・０レベルインシデント件数を増やすことでその他のインシデント防止
　　０レベル件数：30件（前年比17％増加）　レベル２以上：15件（50％減）
　・メディカルセーファーを用いたインシデントの分析：２件
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　学習会
　・接遇マニュアルを使用しての接遇学習会
　　接遇チェック　３回/年実施に伴い学習会を実施
　・感染、輸血に関する学習会　：感染（５月・12月）輸血（１回）　全員参加
　・事例を用いて倫理学習会　：２月に全員参加にて実施

【改善活動・研究発表】
　ＱＣ活動　「分かって安しん・他科受しん」
　　　　　　他科受診手続きの手順の徹底
　
【平成30年度目標評価】
　１．患者・家族が待ち時間に対してストレスを感じることが少ない状態で診察をうけることができる。

・各外来でかかりつけの患者だけでなく救急患者を積極的に受け入れることで入院患者確保につな
がった。

　　・緊急入院時の看護記録記載は、外来の状況によりできないこともあり、記載率は65％にとどまった。
　　・定期的な接遇評価と接遇学習会により苦情の減少につながった。
　２．患者・家族が安心して医療、看護を受けられるようマニュアルを遵守し安全を確保する。
　　・インシデントの共有とそれに伴う改善策により安全な医療の提供に努めた。
　　　患者の状態を観察しアセスメントすることで受診時の転倒転落防止に努めた。
　　　前年度より転倒インシデントは、減少した。

　・専門職としての質向上のため随時、教育研修をアナウンスしているが、スタッフが参加できる機会
が少なかった。参加できなかった研修については伝達講習を実施。

　・診察状況を見ながら各科の応援体制をとり、かつスタッフの声を聴き、働きがいのある職場環境の
整備に努めた。
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