
負担感の多い

入院時書類作成を

専業に
一般財団法人杏仁会江南病院

境  久美子　ドキュメントナース木村仁美　看護部長認定看護管理者

“ドキュメントナース”の
導入プロセスと活動の実際

働きやすさ向上につながる！ 看護記録＆周辺業務の見直し特集

イキイキと看護ができる 
現場づくりの重要性

　当院は，熊本市の中央区に位置するケア

ミックス型病院です。地域密着型病院なら

ではの患者との距離感を大切にしながら，

やさしく温かみのあるケアを提供すること

を目指しています。

　当院では，以前から働き方改革に取り組

み，ワーク・ライフ・バランス（WLB）に

も力を入れています。育児時短勤務制度や

変形労働時間の導入，タスクシェアなどの

改革を行い，スタッフが勤務継続できる環

境を整えるべく，努力しているところです。

　しかし，ここ数年の退職理由や異動希望

理由に「忙しさから離れたい」という言葉

が挙がるようになり，勤務を継続している

スタッフからも，「業務が忙しく患者さん

のそばに行くことができない」「やりがい

がない」という声が聞かれるようになりま

した。当院の看護部の理念には，「患者の

こころに寄り添う」ということを掲げてい

ます。「患者さんのこころに寄り添いたい」

と希望して入職してくるスタッフも多くい

ます。「忙しくて患者に寄り添うことがで

きていないのではないか」と考えるスタッ

フがいることに課題を感じ，何とかして看

護にやりがいを持ってほしいと思うように

なりました。

ドキュメントナース導入の 
きっかけ・ねらい

書類作成に追われる日々

　当院では，１カ月に110人前後の入院が

あります。入院時に必要な書類は数が多く，

診療報酬の要件を満たすための書類に加え，

患者をアセスメントするための当院独自の

チェックシートや情報共有のためのシート

などがあります。患者・家族からの聞き取

りや書類作成に時間を費やし，本来の看護

ケアが提供できない，という声が上がって

いました。書類に振り回され，入院担当＝

時間外勤務，というスタッフのあきらめた

ようなため息を聞くたびに，何とかしなけ

ればいけない課題であると感じていました。

ドキュメントナース誕生

　入院時の書類作成時間を減らすためには，

書類作成に関する業務を担当する「人」を

新たに配置する必要がありました。そこで，

入院に伴う書類，手術に関する書類の作成

や説明などの業務を専門に行う看護師とし

て，ドキュメントナースを配置しました。

19ナースマネジャー  Vol.23  No.10



　「ドキュメント」とは，記録・文書・文

献など文書全般を意味します。新しい役割

を担う看護師として活躍してほしいという

願いも込めて名付けました。

ねらいは負担軽減だけではない

　ドキュメントナースが入院時に必要な書

類作成に関する業務を担うことで，スタッ

フが入院患者を担当した時に発生する聞き

取りと書類作成の時間を減らすことができ

ます。書類作成に費やしていた時間を，そ

の日実施する処置や記録に当てることがで

き，時間外勤務の削減につながります。そ

れだけではなく，スタッフ自身がやりたい

と思っていた患者への「直接ケア」に時間

を使うことで，それぞれが看護のやりがい

を感じてほしいというねらいもありました。

ドキュメントナース導入の 
プロセス（図）

第１段階：ドキュメントナースの 
必要性を理解してもらう

　新しい業務を誕生させ，その仕事を専従

にする，という一大プロジェクトが始まり

ました。この業務が必要であることを，ま

ず経営トップに理解してもらわなければな

りません。

　当院の院長は，以前から看護業務の改善

に前向きで理解があり，看護記録や入院時

書類に関しても課題であるととらえていま

した。幸いにも，ドキュメントナースの役

割が必要であることは，説明するまでもな

く理解してもらえたのです。

第２段階：ドキュメントナースの人選

　どのように仕事をするか，全く前例のな

い状態からのスタートになります。畑を耕

し，土を肥やし，育てていく力がある人材

が必要でした。共に考え，組み立てていく

ために，十分に経験がある一人のベテラン

ナースを選びました。仕事に立ち向かって

いく姿勢と周囲を巻き込む力に期待しての

人選でした。

第３段階：業務内容を決定する

　そうして選び出した境看護師に，ドキュ

メントナースについて，なぜ誕生させるの

か，意図を含めて説明したところ，必要性

をしっかりと理解し，やってみたいと言っ

てくれました。まずは入院時書類の６種類

（診療報酬上必要な書類５種〈入院診療計

画書，転倒転落アセスメントスコアシート，

褥瘡アセスメント・診療計画書，高齢者総

合評価スクリーニングシート，栄養スクリー

ニングシート〉，院内ルールで必要な書類

１種〈口腔ケアアセスメントスコアシー

ト〉）を作成すると決定し，その後，ドキュ

メントナースの業務規定を作成し，スタッ

フへ周知するところから始めました。

ドキュメントナース導入のプロセス図
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第４段階：業務を実践し，定着させる

　ドキュメントナースを病棟に配置し，入

院に関する業務のみを実践するナースとし

て活動を開始しました。これまで自分たち

がやってきた業務の一部を突然別の看護師

がすることになり，戸惑いの声が多く上が

りました。ドキュメントナース自身も初め

ての試みであり，どのように業務を展開し

ていくか，迷いも多かったと思います。

　しかし，へこたれず，毎日取り組んでく

れたおかげで，徐々にスタッフが慣れ，ド

キュメントナースを呼ぶようになり，頼り

にするようになりました。院内での活動も

周知され，医師も直接連絡をするようにな

りました。ドキュメントナースの仕事がす

べてのスタッフに認められ，なくてはなら

ない業務となりました。

ドキュメントナースの 
活動と求められるスキル 
  境  久美子

経験を基にした情報収集の実践

　当院には一般病棟，結核病棟，地域包括

ケア病棟，回復期ケア病棟，療養病棟があ

りますが，ドキュメントナースは，入院件

数の多い一般病棟，結核病棟，地域包括ケ

ア病棟の３病棟に入院するすべての患者に

対して介入しています。入院患者数により

ますが，通常は病棟のオリエンテーション

や，入院時書類についての説明，病衣など

のレンタルの説明など書類全般の説明を行

いながら，入院時書類作成のために会話の

中から情報を収集していきます。

　情報収集といっても，事情聴取のように

一つひとつ質問形式で聴取するわけではな

く，患者，家族との何げない会話から書類

作成に必要な情報を聞き取ります。その際，

患者，家族からいろいろな質問をされます。

一般病棟に入院する手術目的の患者であれ

ば，疾患や入院の書類，手術の内容や入院

費用，介護保険など，多岐にわたります。

他職種に説明をしてもらった方がよいこと

については，「この質問は誰に確認し，説

明を依頼すればよいのか」などを判断し，

他職種とコミュニケーションをとることも

必要になります。また私は，一般病棟10年，

外来１年，結核病棟を２年半，手術室を２

年経験しました。そのおかげもあり，結核

などの専門疾患に関することや手術に関す

ることなど，その部署を経験したからこそ

できる説明もありました。

ドキュメントナースを支えるスキル

　ドキュメントナースの活動を行うように

なってから，診療報酬の要件となる書類等

についても自己学習をしていきました。ど

のような診療報酬で，どのような文書を作

成しなければならないのかを理解しなけれ

ば，スタッフへ指導することはできないと

考えたからでした。

　入院患者数はばらつきがありますが，多

い時は１日に10人以上の入院があります。

その入院患者すべてに聴取し書類を作成し

なければなりませんので，コミュニケー

ションスキル，他部署と連携するための情

報共有スキル，委譲するスキルが必要とな

ります。予定入院だけでなく緊急入院も引

き受けるため，一人ひとりにゆっくり時間

をかけ聴取していると全患者の対応はでき

ず，時間管理のスキルも必要になってき 

ます。

　私はドキュメントナースとして活動する

際，不安を抱え入院する患者に対して，パ
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入院患者から聴取する項目をまとめた質問用紙

入院日 　　　月　　　日　　　曜日 入院時間 病棟 ３南　４南　TB　２南 入院処理日 月　　　日　　　曜日
病名 性別 男　・　女 PNS Ns 年齢 歳
ID 氏名 様 主治医 Dr 介護保険 介護／支援 有効期限

DPC ●目的　精査・加療／リハビリ／手術　　【転院：　　　　　　】 ●入院形態 緊急 予定 JCS

入
院
基
本
料

入
院
時
情
報

喫
煙

□喫煙したことがない
□喫煙する　　　１日平均（　　　　　　）本
　　　　　　　　喫煙年数（　　　　　　）年間
□喫煙していた　１日平均（　　　　　　）本
　　　　　　　　喫煙年数（　　　　　　）年間
　　　　　　　　過去　 　（　　　　　　）年

（　　　）歳　～（　　　）歳　　

在
宅
医
療

自院 他施設 0 意識障害なし
往診 Ⅰ

覚醒
している

1 清明とはいえない
訪問診療 2 見当意識障害あり
訪問看護 3 名前，生年月日が言えない

訪問リハビリ Ⅱ
刺激にて

覚醒

10 呼びかけで容易に開眼する
該当なし 20 痛刺激で開眼する

TV 不要・要→PC（　　 　　） 30 かろうじて開眼する
認知症ケア加算 せん妄ハイリスク患者 □認知機能低下に対する介入

□脱水の予防・治療
□リスクとなる薬剤の漸減・中止
□早期離床の取り組み
□疼痛コントロールの強化
□適切な睡眠管理
□本人及び家族へのせん妄に関す

る情報提供

Ⅲ
刺激でも

覚醒しない

100 払いのける動作をする
日常生活自立度判定基準 □70歳以上

□脳器質的障害
□認知症　□アルコール多飲
□せん妄の既往
□リスクとなる薬剤
□全身麻酔を要する手術

後又はその予定がある。

200 手足を動かしたり顔をしかめたりする
なし・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ｍ 300 全く動かない
汎用依頼 無　・　済 ●入院スクリーニングシート

汎用 ・入院前の住居　　□自宅　□病院　□施設
看護計画 ・居住形態　　　　□同居　□独居　□夫婦　□日中独居

口
腔
ケ
ア
ア
セ
ス
メ
ン
ト

口腔機能評価 0 1 2 ・介護者，援助者　□なし　□あり

自立
状況

1 うがいの自立状況 □全介助 □一部介助 □自立 ・入院形態　　　　□緊急　□予定　□１ヶ月以内の再入院
2 口腔清掃の自立状況 □全介助 □一部介助 □自立 ・ADL低下での生活様式の再編が必要　□なし　□あり
3 義歯着脱自立状況 □全介助 □一部介助 □自立 ・排泄面：尿失禁　□なし　　　□あり

残存歯 □なし □あり 　　　　：おむつ　□なし　　　□あり

義歯 □なし □あり
□上顎 □総義歯 □部分義歯 ・入院時移動手段　□問題なし　□介助歩行
□下顎 □総義歯 □部分義歯 　　　　　　　　　□車椅子　　□ストレッチャー

持参した
ケア用品

□歯ブラシ　□スポンジブラシ　□歯磨き粉　□保湿剤（　　　　　　　）　□歯間ブラシ
□義歯ブラシ　□洗口液　□義歯洗浄液　□舌ブラシ　□義歯ケース　□ポイントブラシ

・認知症　　　　　□なし　　　□あり
・経済的問題点　　□なし　　　□あり

●褥瘡リスクアセスメント 担送 護送 独歩 要 不要 今後に対する不安　□なし　　　□あり
日常生活自立度 J1　 J2　 A1　 A2　 B1　 B2　 C1　 C2 血液検査データー（　　/　　） ・入院，手術に対する不安　□なし　□あり
基本的

動作能力
ベット上　自力体位変換 □可　　　□不可 血清蛋白 /6.5↓ ・身寄りなし，家族遠方，非協力的　□なし　□あり
椅子上　座位姿勢の保持，除圧 □可　　　□不可 アルブミン /3.8↓ ・継続して必要な医療処置　□なし　□あり
病的骨突出 □無　　　□有 ヘモグロビン /11.5↓ ・介護困難：□排泄面　□移動手段　□内服管理　□虐待

関節拘縮・麻痺 □無　□１：片方　２：両方 日常生活自立度 ・介護保険　　　□なし　□あり　□申請中
栄養状態低下 □無　　　□有 J1：交通機関を利用し外出

J2：隣近所なら外出
A1：介助により外出日中，ベッドから離れて生活
A2：外出頻度少ない。寝たきりの生活
B1：車椅子に移乗し食事，排泄はベッドから離れて行う
B2：介助により車椅子に移乗
C1：自力で寝返り
C2：自力での寝返りできない

・ケアマネ　　　□なし　□あり

皮膚湿潤

多汗 □無　　　□有 ・サービス利用　□なし　□あり
尿失禁 □無　　　□有 ・サービス内容　□訪問診療　□訪問看護　□訪問リハ

　　　　　　　　□ヘルパー　□デイケア　□デイサービス
　　　　　　　　□施設入所（　　　　　　　　　　　　）便失禁 □無　　　□有

皮膚の脆弱性
浮腫 □無　　　□有 居宅 CM

スキンテアの保有・既往 □無　　　□有 HDS-R （　　/　　） 点 熊本メディカル
ネットワーク
【 済・未 】

□入院時書類渡し済み　　□地連渡し済み
□パンフレット渡し済み　□書類記入済み
　→□申請処理（ 有・無 ）●総合機能評価 □年齢相応

□アルツハイマー
□レビー　□脳血管性
□前頭側頭型　□うつ病
□正常圧水頭症

●転倒転落

転倒転落 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 点 □転倒転落したことがある □鎮痛剤
セルフケア 点 □失神したことがある □麻薬剤

●栄養スクリーニング □視力障害・聴力障害がある □睡眠安定剤
感染症 □無　　□有 ●アレルギーの有無 □麻痺がある，しびれ感がある □抗パーキンソン剤
浮腫 □無　　□有 薬剤　　有・無 □骨，関節に異常がある □降圧利尿剤

社会的問題 □無　　□有 食物　　有・無 □足腰の弱り，能力の低下ある □浣腸緩下剤
食思低下 □無　　□有 金属　　有・無 □車椅子・杖・歩行器を使用している □化学療法

体重減少やるいそう □無　　□有 その他　有・無 □移動に介助が必要である □尿，便失禁がある
摂食・嚥下障害 □無　　□有 リハビリ処方 □ふらつきがある □頻尿がある

褥瘡がありますか？ □無　　□有 有（PT ／OT ／ST）・無 □寝たきりの状態である 　（昼８回，夜３回以上）
□入院患者調査票（□入力　□入力済み） □低圧持続吸引 □トイレ介助が必要
□せん妄ハイリスク患者ケア加算（□文書　□汎用　□修正） □輸液ポンプ □尿道カテーテル
□口腔ケアアセスメントシート（□入力　□プリントアウト） □見当識障害，意識混濁，混乱がある □夜間トイレに行く
□転倒転落（□入力済み　□完成済み） □認知症がある
□褥瘡関連（□アセスメントシート　）※診療計画書は作成しない □判断力，理解力の低下がある
□入院スクリーニングシート（□済　□完成済　□外来済） □不穏行動がある
□総合機能評価（□転倒　□セルフケア　□気分　□意欲） □記憶力の低下があり，再学習が困難である
　　　　　　　　□リハビリ処方なし　→（□IADL　□HDS-R） ●確認要なこと コロナワクチン

１回目（　　/　　）
　【　　　　　　　】
２回目（　　/　　）
　【　　　　　　　】
接種証明書（　　　）

□栄養スクリーニングシート（□入力済み　□完成済み）
★せん妄ハイリスク：TB取得できず！！

□手術処理　　□データーベース（□聴取　　□既往歴）
□データーベース入力（□全入力　□一部入力）
□認知症ケア加算汎用依頼　（□通常　　□減算　）
□聴取情報記入（□あり　□指導あり　□ I. C同席） ★術衣Ｓ・Ｍ・Ｌ・LL（　 　），オムツ（　 　），弾性（　 　），短パン（　 　），浴衣（　 　）
□入院経過記入（□あり　□データーベース内入力済み　） ★入院処理所要時間　　　/　　　（　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　　　分）

　　　　　　　　　　　　/　　　（　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　　　分）
　　　　　　　　　　　　/　　　（　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　　　分）□熊本メディカルネットワーク（□説明　□書類処理）

資料 表
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ソコンを持参して聴取することはしたくな

いと思っていましたが，必要な項目が多く，

メモなどでは対応しきれませんでした。そ

のため，作成する７項目の文書をA4判用紙

両面１枚にまとめた質問用紙（資料）を作

成しました。時には，患者への説明文書な

ども作成します。書類の作成はすべてパソ

コンで行いますので，文書作成能力，電子

カルテの仕組みに関する知識，パソコンの

スキルも必要となります。

資料の続き

情緒・気分　高齢者抑うつ尺度（GDS5） 意欲　Vitality Index

項目
配点 項目 配点

１ ０
１．起床

０：自分から起床することがない
１：起こさないと起床しないことがある
２：いつも定時に起床している１　毎日の生活に満足していますか いいえ はい

２　毎日が退屈だと思うことが多いで
すか はい いいえ ２．意思疎通

０：反応がない
１：挨拶，呼びかけに対し，話しかける
２：自分から挨拶する，話しかける

３　外出したり何か新しいことをする
よりも家にいたいと思いますか はい いいえ ３．食事

０：食事に関心がない，全く食べようとしない
１：促されると食べようとする
２：自分で進んで食べようとする

４　生きていても仕方がないと思う気
持ちになることがありますか はい いいえ

４．排泄
０：排泄に全く興味がない
１：時々，便意・尿意を伝える
２：自ら便意・尿意を伝える，あるいは

自分で排便，排尿を行う５　自分が無力だと思うことが多いで
すか はい いいえ

５．リハビリ，
活動

０：拒否，無関心
１：促されて向かう
２：自らリハビリに向かう，活動を求める注）カットオフ値を1/2とした場合，感度86％，特異度87％， 

正診率87％（GDS-15と同等の結果が得られている）

●既往歴 ●ADL
時期 病名 コメント 食事

入浴
更衣
排泄
家事
移動
歩行
洗面

●家族構成 ●内服管理　　　　　　【自己・家族：（　　　　　　）】

★KP

方法
備品など

●今後の方向性

●役割・住居 ●意思決定
職業

本人年金 なし・国民・厚生・共済・遺族（　　　　　　）

住居
持ち家：平屋・2F建て　マンション：　Ｆ／　Ｆ
エレベーター（あり・なし）
賃貸：（  　），アパート，マンション，団地　Ｆ／　Ｆ
手すり： 風呂（ 　），トイレ（ 　），廊下（　 ），階段（ 　）

家族

裏
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ドキュメントナース 
導入後の病棟の変化と 
効果 境  久美子

活動内容の可視化による変化

　導入前は，業務を分担するため看護の質

が低下するのではないかなどネガティブな

意見もありました。看護部での初めての取

り組みであったため，どこまでを病棟看護

師が行い，どこからがドキュメントナース

の業務なのかなど，業務分担において混乱

することもありました。

　そこで，スタッフからの意見が出るたび

に，その都度病棟師長と相談しながら，活

動内容を可視化し，スタッフとのコミュニ

ケーション，情報の共有を重点的に行って

いきました。口頭で説明するだけでは業務

内容が分からないため，業務一覧表（表）

を作成し，ドキュメントナースの業務内容

を可視化しました。そうすることで，入院

がない時間もドキュメントナースの業務内

容が分かるようになりました。

介入の結果を 
可視化したことによる変化

　導入前後で，看護師がどのような業務に

時間を要し，どのくらい記録時間がかかっ

ているかなどのアンケートを実施しました。

日々の活動に加えて，ドキュメントナース

の導入がスタッフの業務にどのような影響

を与えているかをグラフや統計などで説明

することで，スタッフの理解も深まってい

きました。最初は私が病棟に行ってもあま

り業務を委譲してくれなかったスタッフも，

今では入院があったことを電話で報告して

くれるようになりました。

ドキュメントナース業務一覧

１．絶対に行う業務

①口腔ケアアセスメントシート
②転倒転落アセスメントスコアシート
③褥瘡計画書

・褥瘡リスクアセスメント（危険因子評価）
・日常生活自立度Ｂ，Ｃかつ危険因子１点以

上の場合→診療計画書の作成
④高齢者総合評価（転倒スコア，セルフケア点

数，気分，意欲のみ入力）
⑤入院スクリーニングシート
⑥栄養スクリーニングシート
⑦手術に必要な書類（術前チェックリスト，術

前看護記録，検査データ，前回カルテの準備）

２．普段やっている業務

●予定入院患者の情報収集
（目的）予定の患者がどのような目的で入院

されるのかを理解しておくことで，面談時，
問題点を絞り，聴取することができる。ま
た他職種との連携の必要性なども把握でき
るため早急に対応ができる。

・手術予定患者：上記⑦の書類準備
・手術以外：入院に至る経過を把握→把握し

た内容はデータベースに入力
・入院歴など，既往歴が分かる場合は患者基

本に入力する
●入院保証書，個人情報取り扱い用紙，保険診

療などの書類の確認→面会区分の入力
●介護保険の情報入力：患者基本→固有情報，

データベースに介護度と認定日の入力
●テレビレンタルの処理（希望を確認し文書作

成しサイン，リモコンの貸し出し）
●看護サマリーや患者情報用紙などがあれば診

療情報管理室へ持参しスキャン依頼をする

３．時間があれば行う業務
→できたらしますので声をかけてください

●術前準備：術着，帽子，弾性ストッキング，
短パン，浴衣などの準備

●入院オリエンテーション：入院セットの説明
や入院時書類の説明

●65歳以上患者：リハ処方がない方のIADL，
HDS-Rの聴取

●入院診療計画書や各同意書など，医師・コメ
ディカルのサインがないものに関して３階，４
階病棟をラウンドし書類を完成させる→患者
への説明が可能であれば説明，サインも行う

表
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情報共有の進化

　医療現場では，たくさんのスタッフが患

者にいろいろな情報を聴取，確認します。

ドキュメントナースの活動を始めたころ，

診療報酬に関する文書を作成するために患

者に質問すると，「それ，さっきも話しま

したよ」と言われることが多くあったため，

私が聴取した内容は看護記録や看護データ

ベースなどに記載し，二度聞きがないよう

にしました。

　予定患者などは事前に情報が分かってい

るためカルテから情報を収集し，患者対応

を行います。脳梗塞や骨折など，受傷前と

ADLが変化し，退院支援が困難になること

が多くあります。そのため，入院時の患者

情報収集は重要となります。

　しかし，腰を据え，入院時の情報をしっ

かり聴取したくても，病棟看護師がほかの

患者に対応しながらそれを行うことは不可

能に近いと思います。そのため，ドキュメ

ントナースが病棟看護師，時には地域連携

室のスタッフと連携しながら入院時聴取を

します。

　例えば，基幹病院で治療を行い，短い入

院期間を経てリハビリ目的で当院へ転院し

た患者であれば，今までの生活状況，家族

背景，家屋の状況，金銭面，今後の介護状

況などを聴取しますが，そのような状況に

おいて家族はとても大きな不安を抱えてい

ます。これからどのようにしていけばよい

のか，先が見えないと感じていることも多

くあります。ドキュメントナースがしっか

りと情報を聴取し，関係部署のスタッフが

その情報を得てコミュニケーションをとる

ことにより，より早く患者や家族の不安と

向き合うことができるようになりました。

寄り添う看護の実践による効果

　私はドキュメントナースとして活動する

前から，当院の理念にもある『人間愛』を

モットーに患者へ対応しています。「当院

を選んでよかった」と言ってもらえる看護

の提供をするべく，患者，家族の心に寄り

添い対応することを大切にしています。と

てつもない不安を抱えて他院から当院に転

院してきた患者の家族に寄り添い，「今後

のことを一緒に考えていく」ことを伝える

と，涙を流されることが多くあります。

　患者，家族の抱えているニーズは一様で

はなく，また，最近では身寄りのない患者

も増えてきています。家族背景，生活背景

を確認しながら面談を行い，ニーズを踏ま

えて今後についてしっかり考えていきます。

コンシェルジュのような，かゆい所に手が

届く対応を心がけています。

ドキュメントナース活動を通して感じた 
自分の変化

　私は今まで病棟看護師として対応してい

た時期もあり，一人ひとりの患者，家族の

ことをじっくりと考えたくても，病棟の業

務をしながらでは入院時にゆっくりと話を

聞くことが不可能であるという現実があり

ました。しかし，ドキュメントナースの活

動では，患者，家族を最優先にして考える

ことができます。

　現在は，コロナ禍で面会などが制限され

ていることもあり，入院時しか家族へ聴取

する時間が取れないことが多いため，私が

入院時聴取を行う時間も増えています。限

られた時間にもれなく情報を聴取し，安心

して入院生活を送れるようにするには，ド

キュメントナースのような入院時対応をする

専門の看護師が必要であると感じています。
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今後の課題

　コロナ禍において，医療現場の疲弊が続

いています。そんな中でも，スタッフ一人

ひとりに患者とのかかわりの中で看護の楽

しさ，やりがいを感じてもらうためには，

複雑化する業務を分担し，情報を共有しな

がらチーム医療で患者を支援していくこと

が重要であると考えます。

　当院は，ドキュメントナースという役割

をつくり，スタッフの業務負担軽減や時間

外勤務削減に向けた取り組みを実践してい

ます。働き方改革が進み，これからの企業

は誰もが働きやすい職場をつくっていく必

要があります。当院でも，育児中のスタッ

フが多く所属しており，育児短時間勤務な

どを活用しながら，継続して勤務ができる

よう頑張ってくれています。育児短時間勤

務をしているスタッフもそうでないスタッ

フも，同じように負担を感じることなく業

務が実践できるように，タスクシェアやさ

らなる業務改善を進めていくことが今後の

課題と考えます。

　また，人員配置の限界があり，ドキュメ

ントナースは現在１人で活動しています。

そのため，ドキュメントナース不在時はス

タッフが書類を作成する必要があります。

ドキュメントナースが不在でも，質の高い

情報共有ができるように，看護師一人ひと

りが書類について理解し作成していくこと

が必要となります。そのため，2020年度よ

りスタッフへの教育も開始しました。時間

がかからないように書類作成業務をするた

めに自分で考え，実践できるスタッフを育

成していくことも，今後の課題の一つと言

えます。

まとめ

　スタッフが負担と感じている業務は，入

院患者の書類作成とそれに伴う記録でした。

入院患者を担当することで時間外勤務が確

定するという気持ちや，書類作成に時間が

取られることでケアに行くことができない

というジレンマを解消するために，新たな

取り組みを実践しました。

　ドキュメントナースは，入院時の書類を

作成する専門の看護師ですが，チームの一

員として協働するかけがえのない存在とな

りました。新しいことを定着させることは，

とても多くの時間と労力がかかります。し

かし，その先に見えるスタッフの笑顔を目

指し，これからもワクワクする改善をし続

けていきたいと思います。
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