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中，外来看護に求められている役割は

多岐にわたっているため，外来看護職

員の能力アップやキャリアアップが重

要となります。日本看護協会の2025

年に向けた看護の挑戦では，「看護職

がさまざまな場でいのち・暮らし・尊

厳をまもり支える専門職としての役割

を発揮していくためには，それに見合

う専門的な能力を確保することと，専

門職としての自律が不可欠である。専

門能力は看護の基礎教育においてその

基盤となる能力が培われるものであ

り，また，その後も，常に研さんが求

病院・看護部紹介
　当院は，千葉県北西部の葛南地域に位置し，都心からの

アクセスが良い市川市にあります。日本最古の歯科大学が

有する総合病院であり，病床数570床，診療科26科と複数

の診療センター（口腔がんセンター，糖尿病・内分泌セン

ター，リプロダクションセンター，脊椎・脊髄病センター，

角膜センターなど）を設置し，地域医療支援病院，地域が

ん診療連携拠点病院，災害拠点病院の役割を担っています。

2018年度の平均在院日数は12.0日，病床稼働率78.9％，手

術件数7,030件，１日平均外来患者数は1,614人でした。

　看護部は「看（み）つめあい　ふれあう心で　まもる生命

（いのち）」を理念に，個人の尊厳を守り，病める人の気持ち

に寄り添う看護を実践すべく，信頼される看護を目指してい

ます。看護単位は11の病棟と，ICU，HCU，SCUの各ユニッ

ト，手術室，外来，救急外来，患者支援センターなどです。

本稿で紹介する病棟と外来の一元化を実施した2017年５月

１日時点の看護職員数は577人，外来看護職員の配置は，

看護師長１人，主任看護師４人，臨時職員を含む62人です。

外来看護職員の特徴・勤務調整の難しさ
　外来で専門的な治療が行われ在院日数が短縮されている

病
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東京歯科大学市川総合病院
看護部　副看護部長　江橋延江

1993年東京歯科大学市川総合病院内科病棟に入職。
2003年内科・循環器内科病棟師長，2012年医療安
全管理部に異動。2013年より医療安全担当副看護部
長，2016年看護部に異動して総務担当副看護部長と
なり，現在に至る。2012年医療安全管理者資格取得。

◆病院概要（2019年４月現在）
病床数：570床（一般病床549床，ICU６床，HCU６床，SCU９床）
診療科：内科，外科，小児科など26科
職員数：1,032人　　看護職員：617人
１日平均外来患者数：1,614人（2018年度）
１日平均入院患者数：415人（2018年度）
平均在院日数：12.0日（2018年度）
施設基準：急性期一般入院料１　総合入院体制加算２
各種指定：DPC対象病院，地域がん診療拠点病院，地域災害拠点病

院，地域医療支援病院，病院機能評価認定病院（3rdG：Ver. 1. 1）
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められる」１）とされています。

　外来看護職員は，診療の補助・看護処

置だけでなく生活指導や意思決定支援な

ど多くの役割を担うため，必要な研修に

参加し，能力を向上させていく必要があ

ります。しかし，看護師の働く環境を整

えるという観点から考えると，外来看護

職員は短時間勤務者９人，未就学児を養

育する職員11人，就学児を養育する職員

が15人と，外来看護職員の半数以上であ

る合計35人が育児を行っており（2017年

５月１日時点），「短時間勤務制度」や「時

間外労働，深夜業の制限」に基づいて対

応を行う必要もあります。

　現状では，育児休暇明けの職員は多く

が短時間勤務者で夜勤ができないこと，

職場復帰後も３歳までは短時間勤務制度

を利用できるようになっていることから

外来に配属されることが多く，子どもの

病気などによる突発休や行事参加が重な

り，日々の勤務調整を行う看護師長が苦

慮している状況があります。

　また，次々と育児休暇明けの職員が復

帰しますが，外来の特殊な業務に慣れて

いる人を異動させることに医師が難色を

示すことも多く，外来看護職員も病棟や

他部署への異動を希望しないという状況

があり，10年以上外来に勤務する職員も

多く存在しています。

　そのような状況を踏まえながら，外来

看護師長は外来看護職員と年間を通して

目標面談を行っていますが，勤務時間内

に行うことが難しく，診療科の特殊性を

踏まえた個人目標を明確にすることが困

難であり，十分な時間も取れないままの

面談となっています。また，院内外の研

修への参加も少なく，外来看護職員は自

己の役割が明確にできないまま日々の業

務に追われているため，スキルアップに

関心が向けられないのではないかと考え

ました。

　さらに，病棟では退院指導や継続看護

の内容を含んだ退院サマリーを作成して

いますが，その有効活用が外来ではでき

ていません。そのため，指導内容の評価

や修正，継続看護に取り組む仕組みづく

りも必要だと考え，それまで産科病棟・

外来のみで実施していた一元化体制の拡

大を検討していくことにしました。

一元化部署と診療科の選択
　病棟と外来の一元化を図るため，まず

は，どの部署と診療科の一元化が実現可

能なのかを検討しました。さまざまな診

療科がある中で，特に小児科は小児病棟

のみに患児が入院となり，成長発達の視

点からも継続的に外来でかかわる意義が

大きいことや，病棟看護師が外来業務へ

の興味を持っており，継続看護について

の意識が高いことを感じていました。

　また，小児科外来では，病棟業務では

経験できない乳児健診や予防接種などの

業務を行っていることから，新たな知見

が得られるという応援看護師のモチベー

ションにつながることも考えられます。

さらに，外来で患児と接している顔見知

りの看護師がそのまま入院病棟で看護を

することで，患児や家族にとっての安心
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感にもつながるのではないかと考え，小

児病棟と小児科外来の一元化に取り組む

ことにしました。

一元化への取り組み
　小児病棟と小児科外来を一元化するこ

とでもたらされる成果目標を次のように

定め，実践計画を進めていく際の支援策

として，前もって関係各所との検討を行っ

て準備を進めました。

　事前準備に当たっては，部署運営をマ

ネジメントする看護師長や主任看護師の

看護管理実践を踏まえてそれぞれのス

タッフにかかわっていく必要性があると

考えました。小児病棟・小児科外来の看

護師長，主任看護師，スタッフそれぞれ

の職位ごとにかかわりを持ち，一元化の

意義と必要性を説明して意見交換を行い，

その意見を反映できるよう配慮して，複

数回検討の場をつくりました。

■成果目標
１．外来担当看護師の目標管理が適切に
行われることで，個人目標の設定が
でき，個々の目標に沿った能力アッ
プ，キャリアアップにつなげるため
の院内におけるラダー研修に参加で
きる

２．子育て中の看護師が必要時早退・遅
刻・休暇を取得する場合，速やかに
業務調整や応援体制をとることがで
きる

３．病棟と外来とが適切に連携できるこ
とで，継続看護が充実する

■事前準備
看護師長との検討
　小児病棟および小児科外来担当の看護

師長とは，主に，病棟・外来の各部署に

おける看護管理上の問題や一元化に取り

組むことで発生する課題を抽出し，それ

らの解決策や必要な支援策を話し合いま

した。病棟からは，次の課題が出されま

した。

・患児に関する情報が外来と共有できて
いない

・病棟の状況を踏まえた入院受け入れの
相談が困難である

・外来で処置を行った後で入院となるケー
スが多いため，病棟看護師が関与する
機会が少ない

　また，外来から挙がった課題は次のと
おりです。

・外来では突発休や早退などに対する応
援体制を組むことが難しい

・外来の人員数に余裕がないため，研修
に参加してもらうことが困難である

・診療科ごとの課題や個人のスキルアッ
プに対する介入が難しい

　これらの内容を踏まえ，課題を解決す

るための体制や仕組みを検討し，外来と

病棟が一元化することのメリットを中心

に主任看護師に伝えていけるよう話し合

いを行いました。

主任看護師との検討
　主任看護師は看護実践の中核を担う役

割を有しているため，ここでの意見交換

は主に，看護実践の場で感じている諸問

題を出し合いました。その課題を確認し
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た上で，看護師長と話し合った結果を伝

え，理解と協力が得られるよう配慮して

検討を進めました。主任看護師からは，

ぜひ一元化を実現して患児にかかわって

いきたいという積極的な意見も聞かれ，

前向きに取り組もうとする姿勢が感じら

れました。

診療科への伝達
　病棟・外来の一元化についての看護部

門の考えや今後の方向性，これまでの検

討内容を診療科部長に伝え，診療の中で

医師の不安や負担のないよう，十分に外

来看護師がサポートする中で行うこと，

何か意見や問題があれば病棟看護師長を

窓口としてその都度検討しながら運営し

ていくことを伝え，了解を得ました。

担当看護師の選出
　小児病棟の看護師長を一元化の担当と

して任命すると共に，小児科外来看護の

中心となる病棟看護師を３人とし，小児

科経験の長い育児短時間勤務者１人を

リーダーに，子育て中の中堅看護師１

人，小児科外来経験のある病棟の主任看

護師１人を選出しました。また，これま

で小児科外来を担当してきた外来看護師

は，病棟看護師が外来業務に慣れるまで

サポート体制を組むようにしてもらいま

した。

病棟・外来看護師への周知・協力依頼
　前述のすべての内容や方針が固まった

後に，病棟・外来看護師への周知を行い，

一元化の取り組みは小児病棟が中心と

なって進めていく病院にとって重要な取

り組みであることを伝えると共に，かか

わっていく上での意見を吸い上げ，さま

ざまな支援や相談は随時行っていくこと

を約束しました。

■実践
目標管理による能力アップ・ 
キャリアアップ支援
　これまで外来看護師は，比較的勤務経

験の長い看護師が配置されていたため，

院内研修のラダーレベルが重なり，院外

研修においても担当する診療科が同一と

なるため出席することが困難でした。一

元化することで，研修日には病棟からの

応援体制を組むことが可能になるため，

外来担当看護師が研修に参加できるよう

年度初めの目標面談で参加する研修を決

め，あらかじめ応援体制が組めるように

しました。

　目標面談は病棟看護師長が行い，求め

られている役割について伝えた上で自己

の課題を明確にし，適切な目標が設定で

きるよう支援しました。さらに，個人目

標の中に必ずキャリアアップについての

目標を盛り込んで立案できるようにした

り，対象となる研修やスキルアップのた

めの情報を提供し，研修参加について相

談に応じつつ，可能な限り参加できるよ

う調整を行ったりしました。

速やかな応援体制を実現する 
勤務表作成と外来マニュアルの見直し
　看護師長は，日々の外来担当看護師の

配置を２人として勤務表を作成し，乳児

健診や予防接種日は病棟からの時間応援

を組むこと，病棟業務が多忙な時には，

逆に外来からの応援ができるよう考慮し
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て作成しました。また，病棟看護師が外

来応援を行う際は，統一したかかわりが

安心して行えるよう，主担当の３人が外

来マニュアルを見直し，応援がスムーズ

に行えるよう努めました。

病棟と外来の情報共有
　外来では退院サマリーが活用できてい

ない状況があったため，継続看護が必要

な患児の情報が共有できるよう，病棟・

外来双方の情報を看護師長が中心になっ

て伝えながら調整を図り，病棟での退院

指導時はできるだけ外来担当の看護師も

同席し，退院後の外来受診時には指導に

かかわった看護師が対応できるよう進め

ました。

取り組みの結果
■目標面談
　以前の目標面談とは違い，個々の目標

が明らかになったことで，達成指標も具

体的で評価につながりやすいものとなり

ました。また，小児科特有の課題を共有

することができるため，外来の業務改善

に向けた活動を具体的に実施することが

できました。さらに，外来担当看護師が

業務を気にすることなく院内のラダー研

修および外部の研修にも参加することが

でき，能力アップやスキルアップにつな

げることができました。

■応援体制
　外来を担当する看護師は子育て中で

あったため，子どもの行事が重なること

がありましたが，予定の行事に関しては

有給休暇や代休などで対応することがで

き，病棟の応援体制を組むことに問題は

ありませんでした。しかし，突発休に関

しては急な対応が困難であり，継続する

課題となりました。

　乳児健診や予防接種では，経験の少な

い病棟看護師も時間応援を行うことで，

病棟では経験することができない新たな

スキルが身につきました。そして，外来

業務が落ち着いている時間帯に病棟への

応援を実施したり，外来マニュアルを修

正したりしたことで，応援者は不安なく

業務を行えるようになりました。

■継続看護
　退院指導を行う「喘息」「糖尿病」「体

重増加不良」などの患児に対して，退院

後の初回外来受診時に，病棟で担当して

いた看護師が外来で面談を行うことがで

きましたが，すべての受け持ち看護師が

面談できるように勤務を調整することは

困難でした。しかし，外来担当看護師が

退院指導に同席していたことで，初回外

来での面談で効果的なかかわりを行うこ

とができました。

　また，緊急入院などで外来から直接入

院となった場合には，外来担当の看護師

が病棟の状況も把握しているため，病室

の選択がスムーズになり，患者の情報も

その都度共有することができました。病

棟看護師にとっても，外来を担当する看

護師が同一部署で一緒に働いている先輩

であることから質問がしやすく，患者の

情報を把握しやすくなったと，聞き取り

の結果から明らかになりました。
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今後の展望
　今回の取り組みが円滑に進められた要

因は，一元化を進めていく上でのプロセ

スと，担当看護師長と外来担当看護師の

人選にあったと考えます。役割を任せら

れた病棟看護師長が毎朝外来に出向き，

外来の予約数，外来業務，応援体制につ

いての確認を行い，病棟の空床状況につ

いて情報を共有したり，昼休憩を外来看

護師との打ち合わせ時間として，業務の

調整や午後の応援体制などの話し合いを

行ったりしました。外来を担当する看護

師が慣れない業務に不安のないよう積極

的にかかわりを持つことができたこと

で，予定していた一元化という体制の構

築に留まらない効果も導き出せたのでは

ないかと思います。

　また，筆者自身は一元化を進めていく

に当たり，外来と病棟をユニット制にし

ている他施設を見学する機会を得ました。

その際，一元化されたことで慢性疾患患

者の日常生活を把握し，生活指導に役立

てることができることや，外来でクリニ

カルパスの説明や術前のオリエンテー

ションを行うことで，手術直前の入院が

可能になっていること，月の前半に時間

外勤務が多かった看護師を，後半は外来

勤務に変えることで調整を行っているこ

とを知りました。また，病棟を持たない

部門が救急外来の夜勤を行っていたこと

も参考になり，今後の取り組みに活用し

ていきたいと考えています。

　看護師が仕事を継続していくためには，

ライフイベントに合わせた勤務配置や雇

用形態が必要であり，病棟・外来の一元

化はその方策の一つであったと考えます。

看護職員がキャリアアップをしながら働

き続けられる職場づくりに，今後も引き

続き取り組んでいきたいと思います。

　なお，本稿は2017年度千葉大学大学院

看護学研究科附属看護実践研究指導セン

ターが主催する国公私立大学病院副看護

部長研修の実践報告の内容を一部改変し

たものであり，これらの結果を基にその

後も一元化の拡大に取り組み，現在はそ

の波が婦人科，泌尿器科，循環器内科，

心臓血管外科にまで至っていることを申

し添えます。
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支給限度基準額設定なし

住宅改修

22

（介護予防）居宅療養管理指導

入所・入居

23

24

25

26

27

（介護予防）特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用以外）
地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用以外）
地域密着型介護老人福祉施設介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設

20 （介護予防）住宅改修

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10
11
12
13
14
15

16

17

18

訪問介護
（介護予防）訪問入浴介護（介護予防）訪問看護
（介護予防）訪問リハビリテーション定期巡回・随時対応型訪問介護看護夜間対応型訪問介護
通所介護
（介護予防）通所リハビリテーション（介護予防）認知症対応型通所介護（介護予防）小規模多機能型居宅介護地域密着型通所介護（療養通所介護）看護小規模多機能型居宅介護（介護予防）短期入所生活介護（介護予防）短期入所療養介護特定施設入居者生活介護（短期利用）（介護予防）認知症対応型共同生活介護（短期利用）

地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用）
（介護予防）福祉用具貸与

種類

※入所・入居のサービスは原則として居宅サービスが利用できない。

※医師・歯科医師（月２回）管理栄養士（月２回）等

○○単位/日

※20万円/同一住宅

住宅改修費支給限度基準額

訪問

短期入所

福祉用具

通所中心

「訪問のサービス」「通所が中心のサービス」「短期入所」「福祉用具貸与」の中から，利用者の選択によりサービスを選択できます。福祉用具 19 特定（介護予防）福祉用具販売

※10万円/年度

福祉用具購入費支給限度基準額

ケアマネジメント

21

居宅介護（介護予防）支援
月に○○単位

「入所・入居のサービス」と「居宅療養管理指導」等は限度基準額が適用されません。

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

5,003単位/月

10,473単位/月

16,692単位/月

19,616単位/月

26,931単位/月

30,806単位/月

36,065単位/月

要介護度 支給限度基準額

この18種類のサービスを１つの区分とし，要介護度に応じた限度基準額内
で利用

訪問

区分支給限度基準額

支給限度基準額設定あり

回数で制限

制度の仕組みや使える権利など患者・家族といっしょに
指さしで説明しながら見て、考え、納得できる。
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