
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目指します。

【概況】
　機能評価更新を機会とし、入院診療計画書、回診、デスカンファレンスなど多職種連携に取り組んだ。
新たな事業として介護保険による訪問看護ステーションを開始した。

【看護部の体制】
　看護職員数197名（常勤191名　非常勤６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
　看護師等165名　　療養介助員20名　　看護助手７名
　・認定看護師３分野４名
　　（感染管理認定看護師２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）

【看護の質評価】
　・キャリアラダー認定状況

２ 看護部門
看護部

レベルⅠ レベルⅡ レベルⅢ レベルⅣ レベルⅤ 合計
19 ９ １ ０ ０ 29

・外部学会発表９演題
　
・部署ごと褥瘡発生件数（平成31年４月～令和２年３月）
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２ 看護部門
看護部

・部署ごとインシデント発生件数（平成31年４月～令和２年３月）
　内訳：与薬　療養上の世話　医療機器　転倒・転落　レベル3b：骨折

・ゴージョの使用量平均（１ヶ月毎）（平成31年４月～令和２年３月）

・個室有料算定率

・訪問看護
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２ 看護部門
教育委員会

教育担当師長　内海　麻耶
【目的】
　宮城病院の看護職員として、看護の専門性を高められる人材を育成する。

【活動内容】
研修受講状況

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 23名

５月 施設外研修 26名

６月 複合研修（多重課題） 19名

６月 急変時対応 19名

９月 フィジカルアセスメント研修 19名

10月 対象の捉え方 19名

11月 倫理研修 19名

2020年２月 １年目研修 19名

レベルⅡ

５月 ケーススタディ partⅠ① 23名

2020年１月 ケーススタディ partⅠ② 27名

2020年３月 プリセプター研修① 22名

７月 プリセプター研修② ９名

2020年３月 プリセプター研修③ ９名

レベルⅢ

６月 リーダーシップ研修（ブロンズ）① ８名

11月 リーダーシップ研修（ブロンズ）② ８名

2020年２月 ケーススタディ partⅡ ４名

レベルⅣ

６月 リーダーシップ研修（パール）① ９名

2020年１月 リーダーシップ研修（パール）② ９名

12月 ケーススタディ partⅢ ７名

レベルⅤ 2020年２月 リーダーシップ研修（オニキス）partⅠ 12名

看護管理者
育成研修

９月 看護管理者育成研修 ８名

副看護師長 ９月 看護管理者研修 14名

療養介助員、
看護助手、

業務技術員研修

７月 安全管理について 25名

10月 倫理について 25名

11月 感染管理について 24名
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【令和元年度目標と評価】
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。

（評価）レベルⅠ：19名、レベルⅡ：９名、レベルⅢ：１名、レベルⅣ：７名、レベルⅤ：11名、合
計47名のキャリアラダー認定者あり。レベルⅠ～Ⅳにおいてはケーススタディを必須とし、
レベルⅤは問題解決技法について研修を修正し求められる能力に応じた研修を実施した。

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。

（評価）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。８割達成ができた。

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。
（評価）全企画概ね目標は達成できた。企画、運営において課題がある研修もあるため来年度に活

かしていく。
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。　

（評価）各レベルに沿った事例発表を行うことができた。レベルⅢ、レベルⅤにおいて各１名辞退
申請があった他は申請通りに取り組み、発表、学びの共有ができた。

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）院内認定コースを開
催し計画的育成を行う。

（評価）看護管理者育成研修は１回開催に変更し研修企画、運営を行った。院内認定コースに関し
ては来年度より開始のための規約、計画を部長室とともに行うことができた。

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】
　看護業務の安全と効率化を図り、看護手順・基準を標準化する。

【活動内容】
１．病院機能評価の更新に向けて準備を行った。
２．看護基準・手順の活用を促進し、基準・手順に沿った看護実践を確認した。
　　認知症ケア加算取得において、手順の定着を図った。
３．効果的に電子カルテを運用するようマニュアルを見直した。

【令和元年度目標と評価】
１．病棟概要及びケアプロセスにおける不具合の状況を把握し、改善対応をした。病院機能評価受審

においてC評価はなかったものの、前受審時より全体的に評価が下がっていたため、解説集に基づ
き、関係各部署と連携して、引き続き改善と整備が必要であることを共通認識した。

２．看護基準・手順書の整備を行った。16項目・４疾患について、基準・手順書の更新と修正を行い、
目次を刷新した。電子媒体データも整理し、電子カルテ上での閲覧体制ができる段階まで整備がで
きた。
看護手順（吸引、経管栄養、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。看護技術においてはリスクを伴う部分も多く、安全な看護技術の提供ができるよう、スタッフ
に対して個別に対応ができた。
認知症ケア加算取得においては、おおむね適切に処理、算定され、取り組みが定着した。
毎月、約3,200件算定取得し、病院経営に参画することができた。

３．電子カルテ上での掲示板使用、指示受けの手順を確認した。
手順を守ることを周知徹底し、定期的に点検をしたことで、効果的な電子カルテの使用と看護業務
における効率化を図ることができた。
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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。

【活動内容】

【令和元年度目標と評価】
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。

　・形式的監査のプロフィルの入力不足は続いている。患者情報の把握、患者の個別性のある看護計
画立案を行うためにも情報収集を行う必要がある。

２．医療・看護略語集の作成。
　・５月完成に向け取り組んだ。医師・看護部で院内統一の略語集を作成し、看護部の看護記録記載

基準にファイリングし、周知を図った。
３．処置入力をPC入力へ移行する。

　・処置の入力漏れが多い病棟は限定され、個別に再度指導した。新人看護師も患者に提供した処置
は入力できている。処置入力の電子カルテへの移行は２つの病棟が実施できた。

４．電子カルテの定着。
　　・電子カルテの定着は図れており、現在大きな問題なく使用できている。
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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．宮城病院の研究活動を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。
３．看護研究を実施するための環境の一つとして、看護研究委員会の役割を明文化し、年間計画に準じ

たタイムリーなサポートを実践する。

【活動内容】
看護研究活動：全18演題（院内発表：８演題、院外発表：10演題）
看護研究研修会：全３回「『看護研究の手引き』の活用と改定内容について」、「研究デザインについて」、
　　　　　　　　「研究結果の読み解き方と効果的な表現の仕方」
看護研究院内発表会：令和２年３月４日開催

【評価】
評価１：「看護研究の手引き」の活用と外部指導者（東北福祉大学　中村令子教授）の助言により、看護

研究必要書類や、看護研究の実施・論文作成・発表までを計画的に実施できた。委員会の働き
かけとして、各部署の看護研究メンバーがやりがいや達成感を持てるような動機付けであった
り、看護研究メンバーだけが負担にならないような支援が今後の課題である。

評価２：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。院外発表に関する10演題のプレゼンテーション資料作成や演題作成について、当該
研究の発表者と共に実施することができた。

評価３：看護研究の手引きについては、看護研究だけでなく、ケーススタディについても論文作成の際
の参考になっており、各部署で活用できている状況がみられた。外部指導者からの助言におい
て、個人情報保護や倫理面、プライバシーへの配慮に関するものが多いことからも、具体的な
内容を盛り込んだ改定が次年度への課題である。
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２ 看護部門
中央病棟１階

看護師長　大橋　絵美
【病棟の概況】
　中央病棟１階は、重症心身障害児（者）病棟である。主な疾患は、脳性麻痺、脊髄小脳変性症、てんか
ん等であり、治療、生活の場として入院されている。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、日々の看護を実践して
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31名（内非常勤１名　准看護師１名）
　　　　　　療養介助員７名（非常勤）　看護助手２名　
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３名　準夜３名

【運営状況】
　病床数：60床　　主な診療科：小児科
　入院患者数：60名　　１日平均患者数：59.7　　ショートステイ利用者１か月平均：1.9名　
　入院患者内訳：男性32名、女性28名、平均年齢46.1歳
　病棟の主な検査実績：VF５件、摂食嚥下36名、NST介入10名

【看護の質評価】
　医療安全：インシデント報告件数

中央病棟１階

H30年度 R1年度
０レベル報告数 580件 611件

3aレベル以上発生件数
14件

レベル3b発生なし
11件

レベル3b発生なし
褥瘡院内発生件数 １件 ２件

　感染管理：ゴージョ使用量目標月平均1,000ml

　目標達成には至らず、引き続きスタッフへ働きかけていく。

H30年度　956ml R1年度　929ml
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２ 看護部門
中央病棟１階

学習会

体験型学習（ミトン、抑制、高柵ベッド） １件 新人３名対象とし全員参加

療育活動 １件 15名参加

摂食嚥下 ２件 ２回とも18名前後参加

虐待防止 １件 全員参加

倫理カンファレンス ３件 全員参加

【改善活動・研究発表】
院内発表

QC発表　 テーマ：与薬手順の統一化による事故防止　　優秀賞

看護研究
重症心身障がい児（者）病棟における胃瘻の予防的看護ケアの観察視点統一による
スタッフの意識変化

　院外発表　　看護研究を２つの学会にて発表

第18回　
北海道・東北地区国立病院機構
国立療養所看護研究学術集会 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
～医療関連機器圧迫損傷に対する意識調査～第28回　

北海道東北地区重症心身障がい研修会

【令和元年度の目標と評価】
１．固定チームナーシングの利点を生かし、個別に応じた質の高い看護の提供。

定期的な患者カンファレンスは月30名ずつを目標とし、達成率は90％であった。
摂食嚥下機能評価は87％できており、千木良先生からのアドバイスを踏まえながら看護計画を統
一した関わりができた。チーム内でサポート体制を強化し、新人育成は育成用紙を共有することで
育成状況を周知することができ、技術経験も機会教育を実施することができた。超過勤務削減に向
けて、業務の見直しを実施し、全体月10時間以内は達成することができた。

２．療養環境を整え、安心安全な療養生活を送る。
入院患者数の確保に努め60床満床にすることができた。ショートステイ受け入れ数　19件と満床
のため昨年度より人数は減っているが、のべ日数223日と上回ることができた。療育活動にも積
極的に参加し80％参加することができた。インシデントレベル3aは11件発生し、気管チューブ
抜去、胃瘻抜去、転倒転落などがあったが、骨折事例は発症しなかった。褥瘡は２件発生したが
WOC介入により治癒できた。
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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

【病棟の概況】
病床数：60床　
主な診療科：小児科　内科
　入院患者の９割以上が重症心身障害児（者）であり、平均在院期間は35年（最長48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27名　　准看護師１名
　　　　　　療養介助員８名　　看護助手１名（非常勤９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３名　準夜３名

【運営状況】
　患者数：男性32名　女性27名　平均年齢48.2歳　稼働率98.3％
　ショートステイ受け入れ件数：37件、延べ218日
　病棟の主な検査実績：VF １件、etCO2　５名、摂食嚥下訓練20名　

【看護の質評価】
　医療安全：インシデント報告件数

H30年度 R1年度
０レベル報告数 218件 349件

3aレベル以上発生件数
13件

（内3bインシデント発生１件）
７件

（内3bインシデント発生３件）
褥瘡院内発生件数 ２件 ０件

　感染管理：ゴージョ使用量目標月平均1,000ml

　目標達成には至らず、引き続きタイミングをスタッフへ意識付けする。

H30年度 R1年度
月平均800ml 月平均800ml
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２ 看護部門
中央病棟２階

学習会：勉強会実施

倫理 ４件 療育 ３件

身体抑制 ２件 摂食 ３件

デスカンファレンス １件 実習指導 １件

【改善活動・研究発表】
院内発表

QC発表　
テーマ　「リーダー超過勤務時間の削減」
サークル名　～私、定時で帰ります～

看護研究 「身体拘束を行っている患者のストレスの軽減効果」

　院外発表

第28回北海道東北地区
重症心身障がい研修会

「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」

第28回北海道東北地区
重症心身障がい研修会

「病棟生活における遊びによる覚醒を促す方法について」
−支援学校卒業に向けて−

【令和元年度の目標と評価】
１．他職種と連携し療養環境を整え、個別に応じた看護ケアの実施。

０レベル件数を増加させ安全・安楽な療養環境を整えていたが、骨折事例が３件発生した。
療育活動においては看護師、療養介助員が積極的に参加できるように業務調整を図り参加率増加に
繋がった。

２．病床の有効利用を図り、昨年利用者より低下せず、利用者の満足度が向上する。
ショートステイ月平均３名入所しており、昨年より利用者は増加している。前期においてショート
ステイ患者の衣類紛失が生じ、家族より苦情が寄せられた。持ち物確認用紙の記載、確認の徹底を
行い、後期において苦情は生じていない。満足度調査により、昨年度より満足度が向上した。
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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　久松　由里

【病棟の概況】
　脳神経外科・脳神経内科・内科の慢性期及びリハビリ期の患者が入院しており、脳血管障害のほか、パー
キンソン病、ALS等の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。特殊疾患入院加算を申請しているため、特殊疾患患者70％以上維持す
ることを目標にベッドコントロールしている。

【看護体制】
　構成員　　　看護師長１名　副看護師長２名　看護師29名　
　　　　　　　業務技術員（非常勤）３名
　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】
患者数：平均47.7名／月
入院患者：54名
転入患者：77名（９割が中４病棟からの受け入れ）
退院患者：135名（死亡退院含む）
個室有料算定率：個室利用者の受け入れにて30％から66.1％に上昇

　検査実績：摂食嚥下療法算定状況：586件
　　　　　　終末呼気炭酸ガス濃度測定：2,395件

【看護の質評価】
　医療安全：与薬手順の標準化が徹底され与薬に関するインシデントが減少した。
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感染管理：手指消毒剤使用量：780ml ／月平均　環境整備毎日実施
　　　　　院内感染０件
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２ 看護部門
中央病棟３階

教育：
　１．キャリアラダーⅠ：３名   キャリアラダーⅡ（ケーススタディ）：６名　

キャリアラダーⅢ（ブロンズ）：２名 キャリアラダーⅣ（ケーススタディ）：４名
キャリアラダーⅣ（パール）：２名 キャリアラダーⅤ（オニキス）：３名

　
２．病棟勉強会

日付 内容
４月 医療における接遇：接遇係
６月 脳血管障害の治療
７月 PDに対する外科治療：安藤医師
７月 経管栄養・胃ろう・気管切開…処置あれこれ：安藤医師
10月 輸液ポンプ・シリンジポンプ：我妻CE
10月 認知症について：大槻難病看護師
11月 接遇勉強会：副看護師長プロジェクト
12月 難病看護について：大槻難病看護師
２月 急変時対応：安藤医師

【改善活動・研究発表】
QC発表：めざせ！入力漏れへらし隊！
看護研究：第73回　国立病院総合医学会2019年11月８日～９日　in名古屋
　　　　　「在宅パーキンソン病患者の転倒・転落の実態調査」

【令和元年度の目標と評価】
①患者の疾患、状態に併せた看護をプライマリーを中心に行うことができる。

・特殊疾患管理加算７割を維持しながら、看取りや被災地からの受け入れを行うことが出来た。疾患
の特殊性から、身体抑制、転倒転落に関しては、係と受け持ち看護師が連携を図り、身体抑制につ
いては、毎日カンファレンスを行い、解除に向けた活動を行うことが出来た。転倒転落に関して
は、看護研究でも取り組む入院時からの関わりやリハビリ科と転倒シミュレーションを行い、最適
な環境を提供することができた。

②患者の満足する看護を提供し、イキイキ働くことのできる職場を維持する。
・キャリアラダー申請を通して、専門的な知識とケアの獲得のための研修・学会への参加を促した。

教育体制の構築として、プリセプター、エルダー、副看護師長と連携を図ることができ、体制構築
できた。苦情・意見を０件という目標に向けて、係を中心に活動することで意識・行動変容に繋が
り苦情０件に抑えることができ、家族、患者からお褒めの言葉をいただく機会もあった。
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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

【病棟の概況】
　中央病棟４階は脳血管障害（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等）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さ
んの周術期看護を実践しています。また、各診療科外来、救急外来、他院からの転院の患者さんの入院を
ほぼ全て受け入れる窓口病棟でもあり、治療内容や退院支援を考慮しながら、多職種と連携し病床管理を
行っています。スタッフは元気いっぱいで笑顔を絶やさず、患者さん、ご家族に寄り添った看護を提供し
ています。病床は60床で、個室が16床、感染症対応の個室が４床あります。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ます。

【看護体制】
　構成員　　　看護師長１名　　副看護師長２名　　看護師28名　　看護助手３名
　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31年４月１日～令和２年３月31日
　入院患者数：971名　　
　転出患者数：407名　　退院患者数：570名
　一日平均患者数：45.0名　　病床稼働率：75.0％
　手術件数：115件
　看護必要度：21％以上を維持
　　
【看護の質評価】
　病棟学習会　　看護必要度について　６回開催　26名参加
　　　　　　　　心電図の読み方　　　７回開催　26名参加
　デスカンファレンス　　４回開催　　16名参加
　看護記録の確認　　20回実施
　医療安全　　インシデント０レベル提出件数：229件
　感染管理　　ベストプラクティス確認テストによる習得率：100％
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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 サイン漏れ0を目指して

村山　慈哉　　板倉　寿美
浅野　洋子　　小田島かおり
永沼　　優　　馬場　佳純
石塚　　和　　門脇　正子
岩井　勇介　　村上　美佳

第73回
国立病院総合医学会

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

都築　知之　　浅野　洋子
森　未乃里　　油座由花里
大宮あずさ　　岩佐　百華
門脇　正子　　村上　美佳

第22回
日本臨床脳神経外科学会

パーキンソン病患者における
口腔機能低下が栄養状態に与える影響

油座由花里　　武田　美香
岩井　勇介　　村上　美佳
木村　伸哉　　佐々木結花
髙野千恵子　　中原　寛子
安藤　肇史　　仁村　太郎
永松　謙一

【令和元年度の目標と評価】
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、病床利用率は前年度同等、個室利用率は前年度比２割以上上昇した。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認識した上で、病院経営に参画できた。

２．「退院支援加算件数が上昇する」
昨年度比で約５件/月の件数増加であった。退院支援計画書における目標設定においては、患者、
家族の思いを尊重し、急性期の入院直後から退院に向けた支援ができた。

３．「看護必要度を適切に評価しその根拠を記録する」
看護必要指導者研修を受講したスタッフが、複数回の学習会開催と、日常的に必要度評価を確認し
たことで、根拠を含めた記録ができた。

４．「超過勤務時間が減少する」
　　前年度比で１人１か月あたり約１時間の超過勤務時間削減ができた。
５．「新人看護師の技術到達度を高める」「病棟学習会、倫理カンファレンスを開催する」

新人看護師４名の技術到達度は目標としていた80％に概ね近づくことができた。倫理を考える機
会としてデスカンファレンスを４回開催し、医師と共に振り返りができた。
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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

【病棟の概況】
　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、
多系統萎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。平成26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５名の利用患者が
在籍している。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：28名　准看護師：１名　
　　　　　　　療養介助員：３名　助手：１名
　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】
　患者数平均：48.0人　在院日数：126.2日　病床利用率：80.0％
　手術件数：２件
　病棟の主な検査実績　VF：４件　etCO2：502件／年　
　特室利用状況：平均74.4％／年

【看護の質評価】
　医療安全　
　・インシデント件数

０レベル141件　　１レベル122件　
２レベル138件　　３aレベル 28件　　　　
３bレベル １件　

　・褥瘡院内発生率：4.8％
　
　感染管理（ゴージョ使用料）
　・478.5ml ／一人平均

　学習会
　・認知症に関する勉強会　６回開催し全員出席
　・褥瘡（乾燥について）　５回開催し全員出席

33%

28%

32%

a
7%

b
0%
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２ 看護部門
南 a 病棟

【改善活動・研究発表】
QC発表　「担当看護師が処置をし、ケアの充実を図る」

看護研究　
院内発表　「個人抑制シートを用いたカンファレンスによるパーキンソン病患者の抑制解除に向けた

取り組み」
院外発表

　　・第18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　　
　　　相澤晴菜　「気管切開患者の家族への退院指導を通して学んだこと」
　　・宮城看護学会第13回学術集会
　　　作田有希　「認知症状のある患者との関わりで学んだこと

～抑制解除の取り組みと安全保持について～」

【令和元年度の目標と評価】
病棟目標：安全な医療と専門性の高い看護を提供し、治療計画に沿って安心して退院できるよう、退院

調整ができる。　　　　　　　　　　
目標１：適正なベッドコントロールと加算の算定を行うことで病棟運営を図る。
　　　　１月に特殊疾患管理加算が７割を下回ったが年間を通して目標値は達成できた。
目標２：長期療養患者や終末期患者の、希望に沿った入院生活を高める。

セルフケア不足による看護計画を対象患者に対し立案すること、患者の臨む気分転換の内容を
看護計画に入れ、実践することを徹底した。倫理、デスカンファレンスについては多職種間の
カンファレンスを開催できた。
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２ 看護部門
南 b 病棟

南 b病棟
看護師長　山内　早苗

【病棟の概況】
　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、令和１年12月より訪問看護事業が開設し当院退院後、在宅
での継続的な看護を提供するため訪問看護と連携を図っている。

【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（３名育児短時間勤務、３名育児時間取得看護師）
　　　　　　看護助手：５名　　看護事務助手：１名
平均年齢　　37.5歳
看護体制　　固定チームナーシング
夜勤体制　　２交代制　深夜２名　準夜２名

【運営状況】
平均患者数：29.3名　　 在院日数：31.5日　　　稼働率66.4％
転入患者数：239名　　 入院患者数：31名　　 退院患者数：257名　
在宅復帰率：83％　　　看護必要度：22.7％　　特室利用状況：69％

【看護の質評価】
医療安全　０レベル：469件　レベル１：37件　レベル２：97件　レベル３a：20件
感染管理　月平均：7,553ml
学習会

KYT学習会（５回） 全スタッフ
退院支援・調整学習会 １名参加
倫理・接遇 全スタッフ
看護必要度の研修 ２名
心電図12誘導 10名
退院支援の進め方、保険など 全スタッフ（周知）
デスカンファレンス（５回） 全スタッフ（周知）
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２ 看護部門
南 b 病棟

【改善活動・研究発表】
　・QC活動
　　テーマ　「職場の乱れは心の乱れ」
　　　　　　鈴木江利子　菅野理佳　押山奈緒
　・看護研究発表
　　テーマ　「患者・家族の思いを尊重した退院支援を目指して」
　　　　　　～地域包括ケア病棟における退院支援アセスメントシート導入～
　　　　　　西夏美　佐藤香菜　狩野佳奈　

【令和元年度目標評価】
「地域包括ケア病棟として患者・家族が安心、安全に在宅生活へ移行できるよう支援します」 
１．患者が安心して地域に戻れるようチームで協力し回復過程を支援できる。
　・ケアマネージャー、訪問看護、本人、家族との情報共有を行い在宅へ向けてのサービスの検討や施

設への検討をし退院調整を行った。当院の訪問看護と情報共有や連携し継続看護を行う事で安心安
全な在宅生活の支援に繋げた。在宅生活に向けてリハビリを行っている患者も多く、医師・専任リ
ハビリ担当者と連携をして必要単位数の確保を行いながらリハビリ評価をすることで病院経営に参
画する必要がある。

　・転棟後、面談を行い今後の方向性を医療側、家族側で確認し退院に向けて支援している。退院支援
の意思決定については日頃から行われているが、看取りの意思決定についてはほぼ行われていない
現状があり、今後はアドバンスケアプランニングの検討が必要である。

２．患者・家族・医療スタッフとの信頼関係を構築し安全な医療を提供する。
　・倫理カンファレンスやデスカンファレンスを行い、それぞれの立場から振り返り今後に繋げる機会

としている。
　・QC活動や看護研究を通して得た事を実践し、患者・家族や病棟へ還元している。
　・院外研修に参加するスタッフも多い。自己研鑽し学んだ知識を実践に活かす機会や周知する場の提供

を調整し、看護ケアの充実を行う事でより信頼関係を構築する機会になるように調整が必要である。
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２ 看護部門
手術室・中央材料室

手術室・中央材料室
看護師長　中山　　光

【概況】
　直近３年間における手術件数は漸減傾向に推移しており、令和元年は手術件数124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ついて、平成29年43％、平成30年41％、令和元
年44％と平均的に推移しており、宮城病院における手術患者の年齢層の特徴である。
　また、今期のトピックスとして、全国の国立病院機構に先駆けてMRガイド下収束超音波治療器

（MRgFUS）の導入が決定したことが挙げられる。先行導入施設との連携を図り、スムーズな導入に移行
するための関連部署を交えた準備が開始となった。

【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】
　令和元年手術実績
　手術件数：124件（全麻：27件、局麻・静麻・低血圧：97件）
　手術診療科：脳神経外科：121件、脳神経内科：２件、あすなろ１件
　手術種別：定時：113件、臨時：11件

【看護の質評価】
医療安全：KYT（２回／年）、Medical Safer（１回／年）
感染管理：滅菌物保管環境整備の定着化に向けた病棟・外来ラウンドを実施。ATP拭き取り調査結果

において全体的な改善傾向がみられた。調査結果については「中材通信」で全部署への周知
と定着化への意識化を図った。

教　　育：部署内勉強会５回「シャントチューブシステム」「麻酔器使用上の注意」「倫理」「感染対策（イ
ンフルエンザ・ノロウイルス）」「脳腫瘍手術室看護師の役割」（それぞれ全スタッフ参加）

【改善活動・研究発表】
　令和元年度 宮城病院看護研究発表会「脳深部刺激療法を受ける患者の口渇対策に向けた関わり～５％
レモン水を用いた口腔ケアによる効果の検証～」

【令和元年度目標評価】
目標１：医業経費の適正使用を通した、病院経営への参画
評価：切り替え検討物品について、代替品の選定とコスト比較を行っている段階にある。耐用性につい

ては一定期間実際に使用した上での判断が必要となるため、次年度継続とする。部署定数の見直
しを行うことで、手術室の物品定数の変更を行えた。
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２ 看護部門
手術室・中央材料室

目標２：安全で信頼される、良質な周手術期看護の提供
評価：KYTで取り上げた事例について、倫理的視点からも意見交換を行い、手術患者のプライバシー

保護、羞恥心への配慮、安全面の保護といった検討を行うことができた。手術前・中・後の手術
患者ケアや、実際の手術場面でのケアや声かけなどでも実践できている。

目標３：WLBが整った働きやすい職場環境の整備
評価：手術で事前に超過勤務になる際には、遅番で患者対応を実施している。超過勤務の削減に今後も

取り組んでいく必要がある。手術室の業務手順をほぼ全項目見直しを実施し、修正を行った。必
要時に活用できる内容に改定できた。

目標４：専門職業人としての役割認識と自己能力開発の励行
評価：院内研修への参加は、手術対応時を除いた参加ができている。個別での院外研修への参加も実施

しているが、キャリアラダーの必要ポイント獲得には至っていないため、支援体制を整えると共
に次年度継続とする。
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２ 看護部門
外来

外　　来
看護師長　中山　　光

【外来の概況】
　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、クリニックと連携
し診療を行っている。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対応している。
　地域に根ざした医療としては、常勤医師による脳神経内科、脳神経外科、内科、歯科を主軸に、他病院
からの診療支援による呼吸器内科、循環器内科、皮膚科、消化器内科、整形外科、形成外科、小児科を提
供している。また、今年度後期より、総合診療外科の診療を行っている。
　専門外来としては、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、入れ歯外来がある。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療法も実施しており、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を有しており、トータルケアを目指し治療の連携をしている。
また、今年度後期より、腎臓病外来の診療を行っている。
　その他、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、肺炎球菌ワクチン予防接種を実施し、疾病の早期発見と予防に貢献している。また、内科担当医
師・看護師による山元町内の特別養護老人施設へ毎月３回往診している。

【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
　看護体制　　各科担当制＋各科協力体制

【運営状況】
　令和元年度診療科別患者内訳
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２ 看護部門
外来

【看護の質評価】
医療安全：

・前期に発生した事例を元にMedical Saferを実施し、予約時間に患者が来院していない場合の声か
けを適宜行うことで、受付をせずに待っている状況を予防できた。

・KYTについては９月の１件であったが、前期に発生した検体検査のヒヤリハット事例を用いた
Medical Saferを実施し、以降は同様の事例なく経過している。

感染管理：
・感染ベストプラクティス（吸引）のチェックを２回／年実施し、遵守率が向上した。
・感染性疾患が疑われる患者の対応についてマニュアル化と周知を図った。患者へのスムーズな対応

と共に、患者からスタッフへの感染はゼロであった。
学習会：

・接遇チェック３回／年：セルフチェックの実施に伴い学習会を開催
・感染：５月、12月

【改善活動・研究発表】
　看護研究　「A病院における外来受診に関するインタビュー調査～高齢患者の特性に合わせた外来看護

を目指して～」

【令和元年度の目標と評価】
目標１：患者、家族が、不安や不満を持つことなく円滑に診察を受けることができる。
評価：緊急入院時記録の記載と病棟とのスムーズな連携を図ることが出来ている。１日平均外来患者数

については計画数を上回ることができた。記録については、緊急入院患者の看護記録の他、処置
や検査説明の記録を実施している。

　目標２：高い倫理観に基づき、安全で信頼される看護を提供する。
評価：再来時の流れに関するクレームに対しては、Medical Saferでの分析・対策立案を行い、以降は

同様の事例の発生なく経過している。外来看護手順については昨年度に取り組んでいた改訂が終
了し、改訂版をファイリングして活用段階となった。後期は活用段階にあり、評価・修正につい
ては次年度継続とする。

　目標３：各外来間の連携を強化し、働きやすい職場環境を整え統一した看護を提供する。
評価：カンファレンスは３回、感染に関する学習会を２回実施した。カンファレンスの定着化には至っ

ていないが、各係業務については計画通り実施できた。また、各外来間の連携については、勤務
形態による制約を考慮した上で段階的な移行を進めており、次年度継続とする。
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２ 看護部門
訪問看護ステーション

管理者　星　　康子
【訪問看護の概況】
　令和元年12月より宮城病院訪問看護ステーション「かけはし」として開設した。
　訪問看護師の役割は利用者、家族が安心して在宅生活が送れるよう支援する。要支援、要介護の利用者
を家族が介護する上での体調管理、介護相談、服薬介助を中心として利用者１人１人に合わせたケアを多
職種と連携を図りながら提供している。

【看護体制】
　構成員　　　管理者１名、副看護師長１名、看護師３名　　
　看護体制　　プライマリー制
　夜勤体制　　24時間緊急対応可能

【運営状況】
　訪問看護実績

訪問看護ステーション

【令和元年度の目標と評価】
１．住み慣れた地域や自宅で自分らしく生活していくことを支援します。

訪問する患者は担当者会議を実施した上で、利用者、家族の意向を聞きながら、多職種と連携を図
りながら実施している。

２．高齢者や療養者が病気や障害があっても住み慣れた地域、自宅で安心した生活が送れるよう支援する。
訪問看護の利用者開始時には、利用者、家族ケアマネ、多職種の方々とサービス提供書の確認を行
い、必要なサービス、社会資源についての確認、アドバイスを行っている。多職種で情報共有をす
る際、利用者、家族の介護負担を軽減し、安全に生活できるよう念頭におきながらカンファレンス
に参加できた。　
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