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病院・看護局紹介
　当院は，滋賀県湖北地域にある長浜市

の自治体病院である。特定分野ごとの地

域の中核施設として，地域がん診療連携

拠点病院となっている。「人中心の医療」

を理念に，地域に根ざした地域完結型医

療に取り組んでいる。一般病床（地域包

括ケア病棟を含む），療養病棟（医療型），

回復期リハビリテーション病棟および訪

問看護ステーションを有し，急性期から

在宅療養まで継続した総合的な治療を

行っている。

　看護局では，「優しさ，気づき，思い

やり」の理念を掲げ，ナイチンゲールの

三重の関心を看護の拠り所として，心に

届く看護実践を目指している（表）。

外来概要
　外来は23診療科あり，１日平均外来受

診者数は940人である。外来看護要員は，

助産師３人，看護師54人，准看護師１人，

看護補助者10人，看護助手１人，クラー

ク７人（うち正規職員26人，臨時職員37

人，パート職員13人）が配置されている。

　患者への医療・保健・福祉を含めた包

括的なサービスを提供するため，2017年

４月に患者総合支援センターを開設した。

外来受診時から入院および退院後を見据

えて，在宅・地域へスムーズにつながる

よう支援を行っている。外来では，朝ミー

ティングにおいて，申し送りの伝達だけ

ではなく事例発表も行い，看護を共有し

ている。さらに，カンファレンスを実施

できるように業務調整も行っている。

継続看護を促進する 
「外来カンファレンス」の導入

外来師長　岩﨑まゆみ
外来主任／日本糖尿病療養指導士　芝田　美里
外来主任／滋賀糖尿病療養指導士　野村かおり

市立長浜病院

◆病院概要
開設：1944年７月　　診療科数：23科
病床数：一般病棟496床（地域包括ケア病棟含む），療養病棟
52床，回復期リハビリテーション52床

看護配置：７対１（一般）

看護局理念

看護局方針
１．私達はいつも私や家族が受けたい看護＝心

のこもった看護をめざします。
２．私達はいつも安全，安楽を考えた看護をめ

ざします。
３．私達はいつも患者さんの疑問に対して，誠

意を持って説明を行います。
４．私達はいつも良好な療養環境を整えること

をめざします。
５．私達はいつも地域と連携し継続した看護を

めざします。
６．私達はいつも自己研鑽し，専門職として，
看護水準の向上をめざします。

心

最大の関心
優しさ

気づき
確かな情報

思いやり
心に届く
アプローチ

表　看護局の理念と方針

継続看護を担う体質強化　外来看護　Vol.24  No.4 023



当院外来の現状

　外来は病院の「顔」であり，常に看護

サービスを意識し提供する場と言える。

スタッフは，多忙な業務の中でも的確な

判断と適切な行動で対応し，外来診療を

円滑に介助することで，診察待ち時間の

短縮に尽力している。それによって患者

の満足度が上がり，外来における看護サー

ビスの向上につながっていると考える。

　スタッフは，正規職員から臨時・パー

ト職員と多様な勤務形態で働いている。

また，看護補助者も外来診療業務に携わっ

ている。経験豊富なベテラン看護師，子

育て中の中堅看護師，長いブランクを経

て現場復帰した看護師など，経験や背景

もさまざまである。

　当院の教育においては，クリニカルラ

ダーシステムを導入している。外来の正

規職員はレベルⅢとレベルⅣがほとんど

であり，自己のキャリアアップに向けて

ラダーに取り組んでいる反面，ラダーが

義務付けられていない臨時・パート職員

は，研修参加に消極的な傾向にある。

　多くの患者が受診する外来において，

看護師が患者の思いを傾聴したり，患者

のニーズに合わせた看護実践を行ったり

することは難しいのが現状である。その

現状をどのようにとらえているかを知る

ため，スタッフに対し，外来看護に関す

るアンケート調査を実施し，「外来におい

て看護を実践できているか」「看護に対す

る達成感はあるか」「自分のやりたい看

護はあるか」などの質問を行った。

　予想では，「診療介助をしながらでは

看護が実践できない」や「看護の達成感

が低い」といった声が大きいと思われた

が，意外にも看護実践も看護の達成感も

高い結果となった。しかし，正規職員ほ

ど看護実践と看護の達成感が低く，臨

時・パート職員ほど高い結果となったこ

とは，臨時・パート職員の外来看護に対

する意識が個人レベルの看護完結型にと

どまり，その現状に満足しているからで

はないかと考えられた。看護の達成感が

低いスタッフの場合，かかわりたい時に

介入できない葛藤や，継続してかかわれ

ないもどかしさを感じていた。そしてほ

とんどのスタッフが，できるなら継続し

た看護実践をしたいと考えていることが

分かった。

外来カンファレンスの導入

▲

導入のきっかけ
　当院では，救急センターの夜勤を外来

の正規職員が担っている。そのことによ

り，外来での勤務日数が減少し，スタッ

フ間で患者情報を共有することが困難と

なり，連携不足が生じていた。このこと

は，看護の質の低下とスタッフのモチベー

ションの低下につながるのではないかと

懸念された。そこで，スタッフ個々が自

身の看護を振り返り，看護について意識

や興味を高めることができるように，

「外来カンファレンス」の導入を提案した。

▲

導入準備
　内科ブロックの７診療科を５つのカン
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ファレンスチームに分け，まずカンファ

レンスリーダーを設定した。説明会を設

け，各リーダーにカンファレンス導入の

目的や意義，カンファレンスの開催条件

や内容，記録方法，伝達方法について詳

細に説明を行い，協力を求めた。また，

カンファレンス記録用紙を作成し，カン

ファレンスファイルに綴じて，内容をい

つでも閲覧できるようにした。

　カンファレンス導入の１カ月前に，チー

ム会議でカンファレンス開催の目的や意

義，方法についてスタッフに説明した。

各リーダーが集まり，カンファレンス可

能な日時について話し合い，月ごとにカ

ンファレンス予定表を作成し，メンバー

への周知を図るシステムづくりを行った。

▲

実施方法
開催場所：�診察終了後の診察室や看護相

談室

開催日時：カンファレンス予定表で周知

　毎朝のミーティングで，チームメンバー

がカンファレンスにできる限り参加でき

るよう業務調整を行い，ほかのスタッフ

に応援要請をする。

時間：15 ～30分程度

テーマ：

①患者カンファレンス（看護の共有）

②他部署・他職種連携（協働）

③知識の向上（ミニ勉強会の開催）

④�チーム力の強化（取り決め事項の周知

徹底）

　優先順位を考えてリーダーが中心とな

り，メンバーと相談の上でテーマを決定

する。

条件：

・ファシリテーターの存在：カンファレ

ンスが軌道に乗り定着するまでは，主

任か教育委員，またはリーダーナース

（ラダーレベルⅣ以上）が必ず１人参

加して，効率よく進行するよう働き掛

ける。

・参加人数：２人以上（ファシリテー

ターを含む）の参加があれば開催し，

短時間・少人数でも実施する。

記録：

・カンファレンスの内容は，カルテのテ

ンプレート記録やカンファレンス記録

用紙に記載しファイリングする。

・参加できなかったメンバーは，カンファ

レンスファイルを基に情報共有を行う。

外来カンファレンスの 
実施状況と効果

　導入時は月16回のカンファレンス開催

を計画したが，実施率は75％であった。

未開催の原因は，スタッフの急な休みな

どで業務調整が困難になるなどしたこと

である。しかし，カンファレンスに参加

したスタッフからは，「できるだけ参加

したい」「患者のことや疾患のことなど，

共有できたり相談できたりするのでよ

い」「普段見えない患者の生活環境を知

ることができ，必要なサポートについて

共有できるようになった」「今後もカン

ファレンスを継続していきたい」など前

向きな意見が多かった。

　外来でカンファレンスを開始したこと
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で，がん看護専門看護師やがん化学療法

看護認定看護師からも，「ぜひカンファ

レンスに同席したい」と希望があった。

専門的な知識を持った看護師と患者情報

を共有することは，スタッフにとって新

しい知識を得る機会となった。また，主

治医に依頼してミニ勉強会を実施するこ

ともできた。スタッフからは，カンファ

レンスの必要性を強く感じるとの意見が

聞かれるようになり，モチベーションの

変化を感じた。

　定着するまでは，ファシリテーターを

必ず１人入れて開催するよう調整してい

たが，スタッフのカンファレンスに対す

る意識が高くなったことで，数カ月後に

は自主的にカンファレンスを計画して開

催できるようになった。開催が困難な日

もあるが，患者情報の共有，専門看護師

や認定看護師による新薬の勉強会，看護

の共有，問題点の解決など，必要性を感

じてカンファレンスを継続できている。

導入初期と比較すると，カンファレンス

の内容も充実してきており，各リー

ダー，メンバーの責任感とチームの結束

が強くなってきたことを実感している。

　患者や家族により良い看護を実践する

ために，カンファレンスを開催すること

は意義があると感じている。これまでは，

外来診療の中で看護の必要性に気づいて

も，診療業務に追われて介入できないと

あきらめていた。しかし，カンファレン

スを行うことでスタッフの知識が増え，

患者を看る視点が変わり，意図的にかか

わることができるようになったと考え

る。患者や家族の不安や心配事に気づい

てかかわるスタッフの存在は，患者の安

心と信頼につながっていると思われる。

外来カンファレンスの実際

▲

事例１
患者情報
　Ａ氏，60代，男性。糖尿病腎症，ネ

フローゼ症候群，心不全で当院通院中。

経過
　Ａ氏は腎機能が低下しており，透析導

入に向けて透析選択外来（血液透析か腹

膜透析かを選択するために，利点・欠点

などを学ぶための外来）を受診すること

になっていた。しかし当日，透析選択外

来を受診しなかった。Ａ氏に確認すると，

透析選択外来を今日受診するのではなく，

今後受診していかなければならないとの

認識だった。

初回カンファレンス
カンファレンス参加者：主治医１人，外

来看護師１人，透析室看護師１人，長

女

カンファレンス時間：10分

問題点：透析導入に向けてＡ氏の理解不

足があり，医療者との認識に違いが

あった。

カンファレンス内容：主治医より看護師

や長女に，Ａ氏の現在の病状を説明し

た。また，Ａ氏は透析導入について理

解が不足しており，受容に至っていな

いことを共有した。主治医より，Ａ氏

に現在の病状と透析の必要があること，
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導入に向けた準備段階にあることを再

度説明した。

継続カンファレンス
参加者：主治医１人，外来看護師２人，

看護補助者１人，長女

カンファレンス時間：30分

問題点：前回，Ａ氏と医療者で病状や透

析に対する認識の差があったため，Ａ

氏の生活状況や病識について確認が必

要であった。

カンファレンス内容：糖尿病に対する知

識不足から，病気が完治したと思い込

んでおり，間食が多いこと，水分の過

剰摂取により体重増加を来しているこ

となどの情報を得た。また，ランニン

グマシーンによる運動を積極的に行っ

ているが，心不全や腎不全を考慮する

と身体への負担が大きいと思われる。

Ａ氏が正しい療養行動を実践できてい

ないことを共有した。� �

主治医より，現在の身体に応じた運動

療法や食事療法，水分制限量を説明

し，長女へ協力を求めた。また，今後

は透析予防指導も取り入れていくこと

とした。� �

後日，Ａ氏は透析選択外来を受診した。

まだどちらの透析にするか決めかねて

いるが，今後繰り返し面談を行い，意

思決定ができるようにかかわっていく

予定である。

事例１のまとめ
　医療者は，透析導入について患者が理

解していると思い準備を進めていたが，

患者は病識がなく，透析導入に向けた心

の準備ができていなかった。カンファレ

ンスを行い，家族の協力を得ることで，

患者が透析導入の必要性を理解し，準備

に向けて透析選択外来を受診することが

できた事例である。

▲

事例２
患者情報
　Ｂ氏，60代，男性，肺がん

経過
　健診時のCT検査にて異常を指摘され，

肺がんと診断された。Ｂ氏はアルコール

依存症があり，家族や親戚とのトラブル

が多く，現在別居している。妻からは，

Ｂ氏のことで家族に連絡しないでほしい

と，がん相談センターに申し出があった。

しかしＢ氏には，妻や親戚を頼りたいと

いう思いがある。

初回カンファレンス
カンファレンス参加者：がん看護専門看

護師１人，外来看護師３人，外来化学

療法室看護師１人

カンファレンス時間：60分

問題点：Ｂ氏の家族関係に問題があるた

め，今後の治療に対するサポートに支

障を来す可能性がある。

カンファレンス内容：Ｂ氏の家族背景や，

実際のカンファレンスの様子
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治療に関するＢ氏と家族の思いについ

て情報共有を行った。

①セルフケアができる間はＢ氏にすべ

てを説明し，自己決定してもらう。

②Ｂ氏のプライバシーと家族のプライ

バシーに配慮する。

③受診時は，飲酒している様子がない

か確認する。

④化学療法の副作用症状について確認

し，外来と化学療法室で連携する。

継続カンファレンス
参加者：主治医１人，がん看護専門看護

師１人，がん化学療法看護認定看護師

１人，外来看護師３人，化学療法室看

護師１人

カンファレンス時間：30分

カンファレンス内容：化学療法の経過状

況を共有した。治療は順調に受けるこ

とができており，現在の対応で問題な

いことを確認した。

事例２のまとめ
　カンファレンスを行うことで，予測さ

れるトラブルの回避や，患者や家族が安

心して治療を受けられる体制づくりがで

きた事例であった。また，専門看護師や

認定看護師，他部署の看護師と情報共有

を図ることで，継続した看護が提供でき

ることを実感できた。

外来カンファレンス導入後の 
スタッフの反応

・医師から疾患や薬剤について説明して

もらえて，とても勉強になった。

・患者のことをみんなで考えると，自分

では考えつかないような意見が聞けて

参考になる。

・一人で悩んでいたことが解消できた。

・何か手助けできないかと思いながら，

どうしたらよいか分からず何もできな

かった患者に，自分たちができる看護

があることに気づけた。

・もっとカンファレンスをして，患者が

安心して生活できるようにしたい。

まとめ

　スタッフの多くは，診療介助をしながら

の看護介入は難しいとあきらめていた。特

に病棟から異動してきたスタッフは，「外

来では看護ができているのか分からない」

とモチベーションの低下を表出していた。

　カンファレンスを実施したことで，医

師や専門看護師，スタッフの間で患者情

報を共有する機会が増えた。また，スタッ

フの知識が向上したことにより，患者を

看る視点が変わり，積極的に看護介入を

するようになった。カンファレンスを通

じてスタッフ同士が看護について語り合

うことで，スタッフのモチベーションが

向上し，継続した看護実践ができている。

　これからもカンファレンスを充実させ

ていくことが，看護に対する刺激となり，

外来看護の質の向上につながると考える。

参考文献
１）小林美亜，鐘江康一郎：マネジメントの質を高める！ 

ナースマネジャーのための問題解決術，医学書院，2014.
２）田中智恵子他：デキる看護師の思考法―問題解決型スキ

ルで看護現場を変革する，日本医療企画，2012.
３）蔭久晴彦：外来パートスタッフ―育成と戦力化，日総研

出版，2013.
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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
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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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戦　看護の将来ビジョン―いのち・暮らし・尊厳をまもり
支える看護，2015.

２）高橋文子，阿部麻由美，竹下花江，海保亜紀子：私たち
が外来看護に夢中になる理由，看護展望，Vol.43，No.４，
P.16～25，2018.

３）佐野友香，曽我みゆき，眞野惠子：病院と地域をつなぐ
看護外来のあり方～病棟―外来一元化と認定看護師の活
用，看護展望，Vol.43，No.４，P.118～124，2018.

A4変型判 オールカラー 
304頁  定価 4,000円＋税

最新刊

［編著］伊東利洋 
有限会社いとう総研 取締役

患
者
に
最
適
な

制
度
の
活
用
法

が
わ
か
る
！

新
人
相
談
員
、Ｍ
Ｓ
Ｗ
、ケ
ア
マ
ネ
や

退
院
支
援
看
護
師
に
最
適
！

日総研 601893見本ページは 検索検索

A4変型判 オールカラー 

 

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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 特集 3

認知症患者を支
える

外来看護の役割
・

各部門との連携

認知症がある患者が
外来受診をする際の注意点
　認知症は，症状が軽い段階で診断を受

け，適切な治療を受ければ，薬物療法で

進行を遅らせたり，症状を改善したりで

きる場合があります。そのため，早期発

見・早期診断・早期治療が重要となって

きます。

　しかし，家族が「認知症では？」と疑

いを持ったとしても，本人が病院に行き

たがらず，受診を勧められたことでプラ

イドや心が傷つき，家族に不信感を抱く

ことがあります。また，家族が躊躇し，

受診へつなげられないケースもあります。

「痴呆」という用語から改称された今で

も，「認知症になると何も分からなくなっ

てしまう」という誤解や偏見はなくなら

ず，受診の妨げになっていると考えられ

ます。

◆外来受診へのつなげ方
　受診へのつなげ方として，①健康診断

（脳ドック），②家族の同伴，③家族以外

の知人からの紹介，④信頼しているかか

りつけ医からの紹介などがあります。当

院でも，事前に外来と連携し，受診へつ

なげることができたケースが何例かあり

ます。また，受診を拒否する人のために，

2018年４月より「認知症初期集中支援

外来受診をする際の注意点

チーム」が全市町村に設置されていま

す。相談すると，チームメンバーが自宅

まで来てくれるサービスもあります。

◆外来受診時の注意点
　自宅で生活している認知症の人の場合，

外来受診時の様子だけではなく，自宅で

の生活状況の情報収集が重要になってき

ます。認知症看護のアセスメントの視点

として，患者の日常生活動作，身体機能，

家族の介護力などを具体的に確認しま

す。患者やその家族が何に困っているの

か，限られた時間の中で両者から情報を

収集し，今起こっている問題の背景を知

り対策を考える必要があります。家族が

いない場合は，地域包括支援センターや

認知症患者の
サポートに欠かせない

社会資源と各部門との連携

独立行政法人労働者健康安全機構

中部ろうさい病院
認知症看護認定看護師　滝沢なぎさ
2004年中部労災病院入職。整形外科病棟で経験
を積み，一人の患者との出会いをきっかけに認知症
看護に興味を持つ。2010年兵庫県看護協会認定看護師教育課程を修
了し，2011年認知症看護認定看護師の資格を取得。病棟でスタッフとし
て働きながら，認定看護師や認知症ケアチームの一員として，多職種と
認知症看護の質の向上を目標に活動している。

◆病院概要
病床数：556床　　看護師数：500人
診療科：整形外科，呼吸器内科，循環器内科など28診療科
１日平均入院患者数：422.4人　　平均在院日数：14.9日
施設基準：愛知県がん診療拠点病院，愛知県地域医療支援病院，
愛知県災害拠点病院（地域災害医療センター），日本医療機
能評価機構認定病院（一般病院），臨床研修指定病院

〈外来概要〉
外来看護職員数：看護師長１人，看護師長補佐１人，看護師40
人，委託24人，看護補助者13人
その他：認知症ケア加算１
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訪問看護師，ケアマネジャーなど，認知

症の人を地域で支えている多職種から情

報収集をします。

認知症のある患者を
サポートする各種制度の理解
◆介護保険制度（図１）
　介護保険は，さまざまなルールや手続

き，審査や更新など，初めて利用する人

にとってはハードルが高いと思われてい

ることがあります。しかし，認知症の人

とその家族にとって，とても助けになる

制度です。

　日本の昔からの風習として，親や配偶

者の介護をするのは当たり前と，24時間

365日頑張る人がいます。しかし，毎日休

みなく続く介護は，身体的にも精神的に

も負担となり，介護疲れを起こしてしま

います。介護保険は，介護される側を支

援する制度と思われがちですが，介護す

る側を支援する制度でもあります。

　互いが良い状態でなければ，介護を続

けることは困難となります。介護者が自

分の時間をつくり，リフレッシュするため

に，デイサービスやショートステイの利

用を勧めています。申請などのサポート

として，医療ソーシャルワーカー（MSW）

が担当することもありますが，看護師か

らも家族へ情報を提供していけるとよい

と思います。

サポートする各種制度の理解

利
用
者

市
町
村
の
窓
口

介
護
給
付

予
防
給
付

地域支援
事業

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）

介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン

要介護１

～

要介護５

要支援１
要支援２

非該当

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定

要介護状態となる
おそれがあり
日常生活に
支援が必要な方

寝たきりや認知症で
介護サービスが
必要な方

要支援・
要介護になる
おそれのある者

●施設サービス
•特別養護老人ホーム
•介護老人保健施設
•介護療養型医療施設

●居宅サービス
•訪問介護　•訪問看護
•通所介護　•短期入所サービス
　　　　　　　　　　　　など●地域密着型サービス
•小規模多機能型居宅介護
•夜間対応型訪問介護
•認知症対応型共同生活介護 など

●介護予防サービス
•介護予防通所介護
•介護予防通所リハビリ
•介護予防訪問介護　　など

●地域密着型介護予防サービス
•介護予防小規模多機能型居宅介護
•介護予防認知症対応型
　共同生活介護　　　　　など

●介護予防事業

●市町村の実情に
　応じたサービス

図１　介護保険制度利用の流れ

厚生労働省：公的保険制度の現状と今後の役割（平成30年度）
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◆成年後見制度１）

　認知症，知的障害，精神障害などの理

由で判断能力が不十分な人は，不動産や

預貯金などの財産を管理したり，身の回

りの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだり，

遺産分割の協議をしたりする必要があっ

ても，自分でこれらのことをするのが難

しい場合があります。このような判断能

力が不十分な人を保護・支援するのが，

成年後見制度です。

　成年後見制度には法定後見制度と任意

後見制度があり，ここでは法定後見制度

の類型である「後見」「保佐」「補助」（表）
について解説します。

【後見】
対象：判断能力がほとんどない人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力を欠く常

況にある人を保護します。大体，常に自

分で判断して法律行為をすることはでき

ないという場合です。

　家庭裁判所は本人のために成年後見人

を選任し，成年後見人は財産に関するす

べての法律行為を本人に代わって行うこ

とができます。また，成年後見人または

本人は，本人が自ら行った法律行為に関

しては，日常行為に関するものを除いて

取り消すことができます。

【保佐】
対象：判断能力が著しく不十分な人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力が特に不

十分な人を保護します。簡単なことであ

れば自分で判断できるが，法律で定めら

れた一定の重要な事項については援助し

てもらわないとできないという場合です。

　家庭裁判所は本人のために保佐人を選

任し，さらに，保佐人に対して当事者が

申し立てた特定の法律行為について代理

権を与えることができます。また，保佐

人または本人は，本人が自ら行った重要

な法律行為に関しては取り消すことがで

きます。

【補助】
対象：判断能力が不十分な人
　精神上の障害（知的障害，精神障害，

認知症など）によって判断能力が不十分

な人を保護します。大体のことは自分で

判断できるが，難しい事項については援

類型 開始の
本人の同意

自己財産の
管理・処分開始の申し立て

重度
•判断能力が全く
ない人

中等度
•判断能力が著し
く不十分な人

軽度
•判断能力が不十
分な人

後見

保佐

補助

•本人
配偶者，４親等の親族，
検察官，市町村長など。

•成年後見受任者，任意
後見など。

•成年後見人，保佐人，
補助人など（類型を変
更する場合）

不要

不要

必要

代行
本人の同意不要

常に援助
本人の同意必要

必要時援助
本人の同意必要

原則必要

原則必要

原則不要

医師の
鑑定書認知症の程度

表　法定後見制度の種類
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助をしてもらわないとできないという場

合です。

　家庭裁判所は本人のために補助人を選

任し，補助人には当事者が申し立てた特

定の法律行為について，代理権または同

意権（取消権）を与えることができます。

　審理期間は個々の事案により異なるた

め，一概には言えません。鑑定手続きや

成年後見人などの候補者の適格性の調

査，本人の陳述聴取などのために，一定

の審理期間を要することになります。多

くの場合，申し立てから法定後見の開始

までの期間は４カ月以内となっています。

◆日常生活自立支援事業
　社会福祉法に基づき，認知症の高齢者

や知的障害者，精神障害者などで不十分

ながら一定の判断能力を持つ利用者が，

可能な限り地域で自立した生活を継続す

るために，社会福祉協議会が行う事業で

す。比較的軽微な法律行為を含む福祉

サービスの利用，それに付随する金銭管

理を行います。本人または代理人と基幹

的社会福祉協議会との間の委任契約に基

づいて実施されます。生活保護を受けて

いる人を除いて有料です。

〈援助内容〉
・福祉サービスについての情報提供

・福祉サービス料の支払いの援助

・日常的な金銭管理の援助

・福祉サービスについての苦情解決制度

を利用するための援助

・通帳，権利書，印鑑などの保管

◆認知症の病期に応じた
社会資源の活用の仕方

　本人の判断能力に応じて利用できる制

度は図２のとおりです。日常生活を送る
のに不安が出てきた段階で，社会資源の

手続きを行い，先を見据えた対応をする

ことが必要です。認知症と診断を受けた

時点から，いろいろな手続きをする必要

があります。

地域との連携
　重度の要介護状態となっても，住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう，住まい，

医療，介護，予防，生活支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの構築

地域との連携

図２　本人の判断能力に応じて利用できる制度

本人の判断能力の状況

判断能力あり

日常生活
自立支援事業

法廷後見

任意後見

日常生活に送るのに
不安がある 不十分 著しく不十分 欠ける

利
用
で
き
る
制
度

成
年
後
見
制
度

日常生活自立支援事業生活自立支援事業

日常生活自立支援事業と
成年後見制度の併用利用

任意後見開始
（任意後見監督選任）
任意後見開始

成年後見制度

任意後見契約
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を実現するためには，多職種との連携が

大切であり，互いに顔の見える関係をつ

くる必要があります。退院前カンファレ

ンス・退院支援カンファレンスは多職種

が集まって話し合いをするため，積極的に

参加し，顔を広げていくことが大切です。

事例
　当院には，地域の訪問看護師やケアマ

ネジャーなど，院外施設から当院の認定

看護師に相談できる「認定看護師相談シ

ステム」があります。当院では13分野18

人の認定看護師がおり，専門的知識・技

術を地域の人々に有効活用してもらうた

め，ケアで困っていることや学習会など

の相談を受けています。

　相談方法は，院外施設の相談者が「認

定看護師相談用紙」に相談したい内容を

記載し，FAXで地域連携室に送り，その

後，認定看護師が相談元へ連絡して相談

を受けるという方法をとっています。院

外施設からの相談は，地域連携および在

宅支援強化を目的に始めました。次に紹

介する症例は，認定看護師の相談システ

ムを活用して，訪問看護師とケアマネ

ジャーから相談があった事例です。

【患者情報】
　Ａさん，女性，80代。腎不全のため，月
に１回腎臓内科を定期受診している。ま
た，乳がんの手術後のため，年に１回フォ
ローアップ目的で外科を受診している。
外科受診は，腎臓内科の受診日と予約を
合わせている。CTやエコーの検査は受診
日とは別の日に行うことが多い。当院へ

は公共交通機関を利用して通院している。
【相談内容】
　訪問看護師からの相談は，カレンダー
に受診日などが分かるように明示してあ
り，電話連絡もしているが，受診につな
げることができない。カレンダー式で内
服の管理をしているが，内服し忘れも目
立ってきている。近隣にある連携先の病
院であれば，ホームヘルパーの付き添い
も可能であり，徒歩で行くこともできる。
採血のデータで内服調節しており，デー
タがすぐに出る病院へ通院した方がよい
ことは分かっている。しかし，内服や通
院ができていない状況が心配であり，今
後の治療方針について相談があった。
【外来での様子】
　外来ではここ数カ月，受診日に受診で
きていないことが多くなっていた。外来
看護師が電話連絡すると，「行き先を間
違えてバスに乗ってしまった」「受診を
忘れていた」と言われる。訪問看護師も
受診できていないことを把握しており，
前日に受診があることを伝えたり，受診
日の朝に自宅へ訪問したりしても，受診
できないことが続いていた。また，受診
日ではない日に受診し，検査や診察の途
中で帰ってしまうエピソードもあった。
　認知症の診断は受けていないが，認知
機能の低下があり，日付が分からず，内
服管理もできなくなってきていた。カレ
ンダー式で内服管理をしているが，日付
の認知機能が低下し，飲み忘れが目立っ
てきている。日常生活動作は自立してお
り，要介護１の判定で，訪問看護を２週

事例
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に１回，ホームヘルパーを週２回，デイ
サービスを週１回利用している。デイサー
ビスの日に迎えに行っても，自宅に不在
のこともある。Ａさんは一人暮らしで，
弟が１時間離れたところに住んでいる。
弟も持病があり，Ａさんのところへ定期
的に面会には行けず，電話連絡で済ます
ことが多い。弟へ外来受診の協力を依頼
したが，「自分も高齢であり，支援はで
きない。医療者側で何とかしてほしい」
と言われた。ほかに頼れる身内はいない。
【カンファレンスの内容】
　内科ブース担当の外来看護師と外来看
護師長，入退院支援看護師に，訪問看護
師とケアマネジャーから相談があったこ
とを伝え，患者の対応について話し合っ
た。外来看護師も受診できないことが多
いことを気にかけていた。話し合いの結
果，疾患の管理・安全に通院するという
視点から，近隣の病院へ通院した方がよ
いのではないかということになった。
　そこで，内科ブース外来看護師は腎臓
内科医師へ近隣の病院へ紹介が可能か相
談し，また，外科ブース看護師から乳が
んのフォロー体制を外科の担当医師へ相
談してもらうことになった。入退院支援
看護師が窓口となり，近隣の病院での受
け入れ状況の確認や訪問看護師やケアマ
ネジャーとの調整役を担ってもらった。
当院へ通院が継続となった場合，受診方
法や診察時間の配慮など，対応を再度検
討することにした。
【その後の経過】
　腎臓内科・外科共に，近隣の病院への

通院が可能となり，乳がんのフォローに
関しても，術後５年経過しており，有意
事項があれば当院へ紹介してもらうこと
になった。近隣の病院への受診は地域の
支援者の力を借りて，定期的に通院がで
きている。その病院では当院より診療時
間が長く，訪問時に不在でも再訪問し，
病院へ行くという対応をしている。ま
た，公共交通機関を使わず通院できるこ
とで，事故や迷子になるリスクを減らす
ことができた。
事例からの学び
　各外来ブースで情報を共有したり，入

退院調整看護師を含めて他部門との情報

共有を行ったりして，解決策を見つけて

いくことが重要です。この事例は看護師

のみで行いましたが，事例によっては

MSWや薬剤師，地域の医療スタッフと

共に患者への対応を考えていく必要があ

ります。外来看護師の役割として，多職

種との連携，調整，検討内容の管理を行

うことが大切です。

まとめ
　新オレンジプランでは，「認知症の人

の意思が尊重され，できる限り住み慣れ

た地域のよい環境で自分らしく暮らし続

けることができる社会の実現を目指す」

ことを基本的な考えとし，その実現に向

けた７つの柱の２番目として，「認知症

の容態に応じた適時・適切な医療・介護

等の提供」を打ち出しました。医療・介

護・地域などの多職種が連携し，認知症

の人に最もふさわしい場所で，適切な

まとめ
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サービスが提供できるシステムづくりが

必要とされています。認知症患者とその

家族にとって最善の医療とケアを提供す

るために，病院と地域の医療・介護職

が，それぞれの職種の強みを活かした働

きをし，連携していくことが重要です。

　認知症は高齢になればなるほど，発症

する危険性が高まります。歳を取れば誰

にでも起こり得る身近な病気です。現在

の医学では，基本的に認知症を根本的に

治すことはできませんが，進行を遅らせ

ることはできます。2025年問題は間近

に迫っています。認知症の人とその家族

を支える職種が，認知症の専門的な知識

と対応力を磨き，認知症の人とその家族

が最期まで笑顔で生活できるように支援

することが求められています。
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現場でよくある間違い・トラブルに強く！ どの薬剤が自分にどのような影響を及ぼす
危険性があるかを知る！

中別府 多美得氏
東京女子医科大学病院 看護師長
がん化学療法看護認定看護師

１．がん化学療法の基礎知識 
原則を理解し、インフォームドコンセントでの
意思決定支援に活用しましょう

２．がん化学療法の安全な投与管理
抗がん剤の「なぜ」を知ることで投与管理に強い看護師を目指しましょう
１）抗がん剤曝露 ～防護はどこまで必要？
２）血管外漏出 ～「漏れない」予防と「漏れた」対応　ほか

３．薬剤の知識と副作用対策 
薬剤の特徴を理解し、的確な説明、予測、対応ができる看護師を目指しましょう
１）骨髄抑制 ～G-CSF製剤って何？
　   FN対策としての予防的投与（ジーラスタ）と治療的投与
２）悪心・嘔吐 ～初めが肝心！！予防に勝るものはなしほか

４．患者ケアの実際
継続ケアの中で患者さんの療養上の悩みをキャッチして支援しましょう
１）EGFR阻害剤による皮膚障害のある患者への援助 
２）脱毛に不安のある患者への援助 

プログラム プログラム

がん化学療法基本の理解と
予測・対応のスキル

安心・安全・安楽な投与管理と
副作用対策で療養上の悩みを支援！

大阪
20年 2/22（土）
田村駒ビル

名古屋
20年 1/18（土）
縁（えにし）ビル

［時間］10：00～16：00

日総研 14392ねらい・お客様の声は 検索検索

本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込 本誌購読者 15,500円　一般 18,500円参加料／税込

中西弘和氏
同志社女子大学 薬学部 医療薬学科
臨床薬学教育研究センター 教授／博士（薬学）

大阪
19年 11/30（土）
田村駒ビル

［時間］10：00～16：00

日総研 14861学習のねらいは 検索検索

１．がん化学療法の基礎のおさらい
　●抗がん剤の理解　●薬剤別の危険性
　●体への影響について～染色体異常・流産発生率・急性症状 等　ほか

２．抗がん剤曝露の機会とその対策
　●調剤時　●与薬時　●運搬時（保管）　●廃棄の際　ほか

３．曝露の経路とその対策
　●空気中の吸入　●接触による吸収　●経口摂取　ほか

４．安全な取り扱いのために
　●安全キャビネット　●PPE　●スピルへの対応と訓練　ほか

５．組織としての対策　●管理部門　●その他
　 ～抗がん剤投与時、抗がん剤廃棄時などに
　 　ついての曝露対策マニアル作成　ほか

６．まとめのグループワーク・質疑応答

      抗がん剤曝露の影響と
日常で起こり得る場面で
出来る曝露対策

最新！

アクティブラーニング～自主的な双方向の学びを実践するため
各単元で簡単なまとめを行います。
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