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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
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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。
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