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なぜ，看護現場でタスク・シフティング＆シェアリングが 
叫ばれるのか

加速する医療職不足
　我が国では団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年を目
前に控え，医療・介護を必要とする人々の増加や疾病構造・生活課題
を含めたさらなる需要の高まりへの対応が喫緊の課題となっていま
す。一方で，生産人口である若い世代の人口と労働力は減少傾向とな
る見込みです。医療を供給する医療職においても，高齢化や育児・介
護と仕事の両立が課題となっています。これらは同時に，近い将来医
療職が慢性的に不足する事態へつながるとも考えられます。
チーム医療の推進による看護職の役割拡大
　これらを解決する手段として，日本の実情に即した医師と看護師な
どとの協働・連携のあり方について，「チーム医療の推進に関する検
討会」１）が開催されました。ここでは，チーム医療を推進するために，
①各医療スタッフの専門性の向上，②各医療スタッフの役割の拡大，
③医療スタッフ間の連携・補完の推進，といった方向を基本として，
関係者がそれぞれの立場でさまざまな取り組みを進め，これを全国に
普及させていく必要があると示されました。
　医療スタッフの役割拡大は，看護師，薬剤師，助産師，リハビリテー
ション関係職種，臨床工学技士，診療放射線技師，臨床検査技師，事
務職員（医療クラークなど）についても提言されました。とりわけ看
護師の役割拡大については，一人ひとりの看護師の能力・経験の差や
行為の難易度などに応じ，①看護師が自律的に判断できる機会を拡大
すると共に，②看護師が実施し，得る行為の範囲を拡大するという方
針が示され，現在の「特定行為に係る看護師の研修制度」の開始へつ
ながってきました。
働き方改革としてのタスク・シフティング＆シェアリング
　国は，医療従事者が将来の展望を持ち，新たな時代に即応した働き
方を確保するための指針を検討することを目的として，「新たな医療
の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」２），後

看護の質と効率を担保する
タスク・シフティング
東京医療保健大学　医療保健学部　看護学科　臨床看護学急性期　小澤知子
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に「医師の働き方改革に関する検討会」３）

を開催しました。この検討会では，医師の
過酷な長時間労働などの適正化を図り，労
働時間短縮を強力に進めていくために，医
療機関内のマネジメント改革の一つとし
て，①医療従事者の合意形成の下での業務
の移管（タスク・シフティング）や業務の
共同化（タスク・シェアリング），②ICT
（Information andCommunication
Technology：情報通信技術）などの技術
を活用した効率化や勤務環境改善に関する
複数の提案がされました。
タスク・シフティングにおける
２つの論点
　タスク・シフティングには，２つの論点
があります。一つは，従来は医師の独占業
務であった行為の一部を，一定の研修を受
けた医療専門職に担当してもらうというも
のです。これは，保健師助産師看護師法の
改正に伴う「特定行為に係る看護師の研修
制度」を受けた看護師が，研修を修了した
行為について実施することが開始されてい
ます。もう一つは，本来は各専門職が担う
ことができる業務を医師が行っている場合
に，その業務を該当の専門職に任せるとい
うことです。

看護現場の実際 
―�スタッフの意識から考える�
タスク・シフティング

　次に，看護業務の行為時間はどれくらい
か，看護業務の移譲について看護師はどの
ように考えているのかを調査した研究結
果４）から考えてみたいと思います。この研
究では，現場の看護師を対象にタイムスタ
ディ（対象955人）ならびに看護業務の移
譲（移管）の可能性に関する意識調査（対

象926人）を実施しました。
タイムスタディ（行為時間）の結果
　１病棟１人当たり１日平均業務量（分）
を算出し，どのような業務にどのくらいの
時間をかけているのかを見ると，次の結果
となりました。
【日々の看護実施記録】173.1分
【排泄介助】112.8分
【バイタルサインの測定】79.5分
【患者などからの情報収集】76.3分
【看護師間の申し送り】75.4分
【食事の世話】59.8分
【点滴の投与・管理】55.1分
【観察】49.5分
【内服の投与】39.7分
【検査の準備】36.7分

移譲の可能性が「全くない」と考える
看護業務
　看護師が移譲の可能性が「全くない」と
考える看護業務の上位は，【看護師間の指導
（新人や後輩等）】【学生指導】【日々の看護
実施記録】【救命救急処置】【退院時サマ
リー作成】【看護師間の報告・連絡・相談】
【看護師間の申し送り】【看護計画作成・ア
セスメント】【吸引（気管内）】でした。
　これらのことから，【日々の看護実施記
録】は業務量として多くの時間を使ってい
ますが，移譲はできないと考えていること
が分かりました。また，看護師は【日々の
看護実施記録】を専門性のある業務と認識
していると読み取ることができます。
　【日々の看護実施記録】に多くの時間を
要した理由として，「記録を書く」ことは
「アセスメントする」「伝える文章を考え
る」「ほかの記録を見る」など，行為だけ
ではなく思考のプロセスを同時に含む性質
を持つためと考えられます。
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移譲可能と考える看護業務（表１）

　看護師が他職種・ICTへの移譲につい
て，「すべてできる」「一部できる」と回答
した看護業務の上位項目は，【リネン交換】
【環境整備】【見守り・付き添い】【更衣】
【排泄介助】【体重測定】【身体の清潔】な
ど，患者の療養環境の整備やケアに関する
ものが挙がりました。
ICTへ移譲可能と考える看護業務（表２）

　次に，看護師が「すべてできる」「一部
できる」と回答したもののうち，ICTに移
譲可能と考える看護業務の上位項目は，
【看護師間の申し送り】【看護師間の報告・
連絡・相談】【医師への報告・連絡・相談】
【他職種への報告・連絡・相談・調整】【バ
イタルサインの測定】など，情報共有に関
するものでした。さらに，【褥瘡発生リス
クアセスメント】【転倒転落アセスメント】
【重症度，医療・看護必要度の入力】【重症
度，医療・看護必要度のチェック・修正】
など，診療報酬上定められている入院時の
業務に関するものも挙がりました。

他職種へ移譲可能と考える
看護業務（表３）

　看護師が「すべてできる」「一部できる」
と回答したもののうち，他職種へ移譲可能
と考える看護業務の上位項目は，【退院時の
栄養指導】【退院時の服薬指導】【薬剤の残
薬確認・処方依頼・セット】【持参薬チェッ
ク・登録】【薬剤の準備】【薬剤のミキシン
グ】など，薬剤に関するものが多く，ほか
に栄養，事務，機器管理が挙がりました。

看護管理者は現場を 
どうマネジメントすべきか？

　タスク・シフティングを検討する場合，
看護管理者はキーマンになると言えます。
マネジメントとは，組織・会社・チームの
目標を設定し，目標達成のために組織・会
社・チームの資源（ヒト・モノ・カネ・情
報・時間）を効果的に配分したり，考えら
れるリスクを取り除いたりする業務のプロ
セスと言われています。そして，看護管理
者の役割は，対象のケアマネジメントと他

■表１  移譲可能と考える看護業務の上位項目

行為項目 構成比（％）

リネン交換 96.3

環境整備
（ベッド周囲の整理，整頓，清掃など） 94.7

見守り・付き添い 93.6

更衣 93.3

ME機器の取り寄せ・管理・返却 93.3

機器類の点検
（車いす，酸素ボンベ，DCなど） 92.9

入院時オリエンテーション 92.7

身体の清潔 92.4

排泄介助
（おむつ交換，トイレ誘導，片づけなど） 91.9

体重測定 91.2

■表２  ICTへ移譲可能と考える看護業務の上位項目

行為項目 構成比（％）
看護師間の申し送り 47.3

看護師間の報告・連絡・相談 37.5

医師への報告・連絡・相談 34.8

褥瘡発生リスクアセスメント 33.8

転倒転落アセスメント 32.7

ほかの職種への
報告・連絡・相談・調整 32.6

重症度，医療・看護必要度の入力 32.5

重症度，医療・看護必要度の
記載チェック・修正 31.5

バイタルサインの測定 31.3

看護計画作成・アセスメント 28.9

他部門への連絡・調整 27.7

入院時オリエンテーション 27.4
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職種とのチームマネジメントであるから
です。
　タスク・シフティングにおいて，看護師
の業務を分析するためにはまず，目的と課
題の全体を俯瞰します。そして，看護師は
何をすべきかを軸に，「やりたいこと」と

「やるべきこと」を整理します。次に，優
先課題は何かを見極め，看護スタッフの合

意を得ながら取捨選択をします。同時に，
医療チームである他者の力を借りることで
目的が達成できるかどうかも検討すること
が必要です。
看護職の役割「自分を知る」と
各専門職の役割「仲間を知る」
　タスク・シフティングを考える場合，単
に仕事を移管するのではなく，各専門職の
役割を踏まえて検討する必要があります。
タスク・シフティングに対応しようと業務
を一方的にシフトさせることは，かえって
各専門職の負担増につながる恐れもありま
す。大切なことは，業務を移管した場合で
も医療の質が担保されることです。

　そのためには，医師から看護職へのタス
ク・シフティングを考えると同時に，現状
では看護師が行っているが本来は各専門職
が担える業務について，該当する専門職に
任せるという検討も必要になります。
　その際には，看護専門職としての役割は
何か「自分を知る」　ことが必要になります。
自分の役割を知ることで，関連する他職種
に求めることが明らかになります。
　例えば，看護とは何か，この組織におけ
る看護師の役割は何かなど，看護部目標か
ら病棟目標を考える年度当初などに，看護
管理者と看護スタッフがディスカッション
する機会を設けるなどが効果的です。
　次に，連携する職種のそれぞれが持つ役
割，価値観，思考，感情などについて，対
話を通して「仲間を知る」　ことが必要です。
　話し合いでは，多様な視点や違いがある
場合でも互いの意見を有益なものととらえ，
どうすれば良い方向になるかなど，患者に
焦点を当てる建設的な議論をすることが重
要です。

■表３  他職種へ移譲可能と考える看護業務

行為項目 構成比（％）
退院時の栄養指導 87.1

退院時の服薬指導 86.2

薬剤の残薬確認・処方依頼・セット 85.2

持参薬チェック・登録 84.8

リハビリテーション・自立援助 83.2

機器類の点検
（車いす，酸素ボンベ，DCなど） 80.0

薬剤の準備 79.9

薬剤のミキシング 79.7

口腔ケア 79.6

見守り・付き添い 79.4

書類の作成
（指導料のための書類など） 79.4

行為項目 構成比（％）

薬品や物品の使用期限の点検 79.3

環境整備
（ベッド周囲の整理・整頓・清掃など） 79.2

医療機器，医療材料の
管理・請求・補充 79.2

身体の清潔 79.1

排泄介助
（おむつ交換・トイレ誘導・片づけなど） 79.0

ME機器の取り寄せ・管理・返却 78.9

電話対応 78.9

入院時オリエンテーション 78.7

更衣 78.6

退院時の書類チェック 78.6
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チームの一員としての
看護補助者との協働

■看護補助者の業務と責任の範囲
　看護補助者は，医療法および医療法施行
規則に，人員配置の基準としての記述はあ
りますが，業務規定は明示されていませ
ん。しかし，診療報酬上は，「看護師長及
び看護職員の指導の下に，原則として療養
生活上の世話（食事，清潔，排泄，入浴，
移動等），病室内の環境整備やベッドメー
キングのほか，病棟内において，看護用品
及び消耗品の整理整頓，看護職員が行う書
類・伝票の整理及び作成の代行，診療録の
準備等の業務を行うこととする」と明示さ
れています。さらに，急性期看護補助体制
加算，看護補助加算として，次の２点を行
うことが望ましいとされています。
・�看護職員と看護補助者との業務範囲につ
いて，年１回以上は見直しを行うこと。
・�看護補助者の活用などに関する５時間程
度の研修を修了した看護師長などが配置
されていること。
　また，看護管理者の教育研修に多く活用
されている『看護補助者活用推進のため
の看護管理者研修テキスト』（日本看護協
会）５）では，看護補助者の業務の実施に当
たっての責任の範囲について，「看護職員
の指導・監督の下に，看護職員を補助する
業務を行う看護補助者に対する管理や教育
の責任は，看護管理者にある。また，監督
する看護職員は，業務を依頼する上で行っ
た判断や，依頼内容について責任を負う」
「看護補助者は決められた業務範囲の中で
責任を持って業務を遂行し，業務基準に
従って依頼した看護職員等の監督者に報告
を行う」と述べられています。

■「わかる」「知る」から「できる」へ
　看護補助者の育成については，通常の仕
事を一時的に離れて行う教育訓練（Off-
JT：OffTheJobTraining）と，日常の
業務につきながら行う教育訓練（OJT：
OnTheJobTraining）とを効果的に組
み合わせて行うことが望ましいとされてい
ます。ここで注意したいのが，OJTは業務
そのものであり，病棟内で行う勉強会では
ないということです。つまり，日常業務そ
のものが学習の機会なのです。
　現在，Off-JTについては標準的な研修
プログラムが公開されており，多くの施設
が活用していると思います。しかし，Off-
JTでは新しい知識や考え方を「わかる」

「知る」ことが目的であり，臨床現場にお
ける多様な状況の対象へ「できる」ように

なるためには，日常業務そのものである

OJTへつなげる支援が重要です。
　例えば，Off-JTで学んできた基本的な
ルールや知識を，日常業務で具体的にどの
ように実践するかを段階的に計画するなど
です。そのためには，病棟における教育体
制を検討する必要があります。「看護職員の
指導・監督の下に」というように，病棟に
おいてもベテランの看護補助者ではなく，
看護職員が責任を持って指導する体制が整

備できているか，点検する必要があります。
■業務を依頼する上で行う判断
　看護の現場は，多様な対象にケアを提供
するため，業務項目を依頼するのみでは患
者への安全なケアが提供できません。看護
師は，その患者の状況を見定めてケアの依
頼を行う必要があります。そのためには，
どのような対象の状況の場合，どのように

判断し依頼するのか，その思考を共有する
ことが有効です。この思考過程をアルゴリ
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ズム（意思決定図）のように可視化し，看
護補助者と共有することで，互いにリスク
を回避したり看護師の判断を共有したりす
ることが可能です。アルゴリズムの記法の
一つに，フローチャート（図）があります。
まずは，看護補助者へ依頼する優先順位の
高いケアから順次作成していくこともよい
でしょう。作成のプロセスで，看護スタッ
フの臨床判断をディスカッションする機会
にもなります。
■チームの一員としての 

情報共有と実施記録
　看護補助者が安全なケアを実施するため
には，情報共有は欠かせません。看護補助
者に必要な情報としては，その日の病棟全
体の予定（入院，退院，転出，転入，週間
業務，病棟行事など）や患者の状態（重症
患者，要注意患者など），看護補助者へ依
頼する業務や患者の注意点も挙げられま
す。また，カンファレンスに参加すること
により，患者の情報や看護師の考え方を共
有することもできます。看護管理者は，看
護補助者の決められた業務範囲と基準に

沿って，必要な情報を事前に共有する仕組

みづくりをしましょう。
　また，依頼した患者へのケアについて，
実施記録はどうするかを決めておく必要が
あります。現在は，依頼した看護師が記録
していることが多いのではないでしょう
か。依頼した看護師が，看護補助者から報
告を受けた業務やケアに関する実施記録は

どのように扱うのか，看護記録の記載基準
や業務基準を点検することも必要です。
まとめ
　タスク・シフティングでは，単に行為時
間を減らすのではなく，看護師は何をすべ
きかを軸に持ち，業務を分析し判断するこ

とがポイントです。看護管理者は，患者へ
の医療・看護の質を担保しながら，組織全
体および病棟ケアの協働の仕組みづくりを
行ってほしいと思います。

引用・参考文献
１）厚生労働省：チーム医療の推進について（チーム
医療の推進に関する検討会　報告書），平成22年３
月19日.
２）厚生労働省：新たな医療の在り方を踏まえた医
師・看護師等の働き方ビジョン検討会　報告書，平
成29年４月６日.
３）厚生労働省：医師の働き方改革に関する検討会　
報告書，平成31年３月28日.
４）坂本すが他：効率的な看護業務の推進に向けた実
態調査研究　総括研究報告書，平成30年度厚生労働
科学特別研究事業
　https://mhlw-grants.niph.go.jp（2020年２月閲覧）
５）日本看護協会：看護補助者活用推進のための看護
管理者研修テキスト，平成24年度厚生労働省看護
職員確保対策特別事業，P.８～９，平成25年３月.

profile

おざわ・ともこ●東海大学医療技術短期大学
卒業。1986年より東海大学医学部付属病院，横
須賀市立市民病院での勤務を経て，2009年よ
り東京医療保健大学医療保健学部臨床看護学
急性期領域に勤務。東京医療保健大学医療保

健学研究科修士（看護マネジメント領域）課程修了。看護の人材
育成と教育方法，臨床看護の判断を研究テーマとしている。

ケア開始

プロセス１

分岐・判断

プロセス２

ケア終了

報告・記録

はい

いいえ

■図  フローチャートの例
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特集特集 看護現場のタスクシフティング／シェアリングの進め方

　当院は，「郡民のために良医を招き，治療
投薬の万全を図らんとする」という麻生太
吉の開設の精神を受け継ぎ発展させ，1918
年の診療開始以来100年の歴史を持つ地域
医療支援病院です。
　当院では，“WE DELIVER THE BEST
～まごころ医療，まごころサービス，それ
が私達の目標です～”という経営方針の下，
職員一丸となって地域に貢献できるよう
日々努力を続けています。看護部では「豊
かな感性を持ち，人を理解し，尊敬し，暖
かい心で接する」を理念に掲げ，日本一の
まごころ病院を目指しています。
　ひとくちに「まごころ」と言っても，さ
まざまな考え方がありますが，私たち看護
部は「まごころ」を「一人ひとりが大切に
してもらったと感じていただくこと」と定
義しました。看護部一丸となって「私たち
が何をやったかではなく，患者にどんな価
値を提供できたか」という共通認識を持ち，

「患者に寄り添う看護」を実現することを
目指し，日々奮闘しています。

セル看護提供方式Ⓡにおける 
主な取り組み

　セル看護提供方式Ⓡ（以下，セル看護）

は，患者や看護師にとって利益にならない

「ムダ」を省き，ケアの受け手の価値を最

大化することをねらいとした看護サービス

提供システムです。看護師の動線のムダを
省き，勤務時間内に最高のパフォーマンス
が発揮できる仕組みをつくることで，「患
者のそばで仕事ができる＝患者に関心を寄
せる」を実現することが可能となります。
　セル看護の主な取り組みとして，次の３
つを実践しています。
①�患者のそばで仕事をする，電子カルテ
カートの屋台化，病室周囲に必要物品を
配置する
②�看護ナビコンテンツの活用（リスクの想
定と未然防止策を盛り込んだ看護の設計
図＝従来の看護計画と，PCAPS〈患者
状態適応型パスシステム：東京大学大学
院工学系研究科品質・医療社会システム
工学寄付講座の水流聡子特任教授らが開
発〉の看護の部分を抜き出したもの），
重症度，医療・看護必要度のＢ項目のム
ダをなくす，サマリーの簡略化，現場で
の入力作業ならびに電子カルテの開閉や
画面切り替えなどの効率化
③�受け持ち患者を少なくするための患者の
均等割り（師長以外の日勤看護師は全員
患者を受け持つ），重症者を一箇所に集
めない，タイムスケジュールに沿った仕
事のやり方

タスクシェアがうまくいく！
セル看護提供方式®における 
タイムスケジュールと業務補完

飯塚病院　看護部

総合周産期母子医療センター　看護師長兼看護管理師長　久保佳子
　　心身合併症センター　看護師長　上川重昭
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ムダのない効率的な業務につながる 
タイムスケジュールと業務補完

　セル看護には「補完」という仕組みがあ
ります。看護管理者（師長）は，ケアの必
要度の高い場面に看護師を配置し，ケアの
必要度が高い時間帯は，師長自ら補完要員
となることが求められています。セル看護
における補完は患者目線を重視し，「患者
にとって必要なケアや業務の不十分な部分
を補って完全なものにすること」と定義さ
れ，ブロックを超えて助け合うものとされ
ています。
タイムスケジュールという
業務設計ツール
　補完について詳しく述べる前に，補完と
密に関連しているタイムスケジュールにつ
いて述べます。もしかしたら，読者の皆さ
んの施設にもあるかもしれませんが，当院
のタイムスケジュールは，スタッフの動き

を可視化・統一することで，ムダのない業

務を行い，時間内に業務を終わらせること

を目的としています。
　タイムスケジュールは，各病棟の業務に
合わせて作成されているので，内容は部署
により若干異なりますが，他部署からの応
援看護師やローテーション看護師がほかの
病棟に行っても業務に参画できるようにす
るツールでもあります。当院のスタッフは
タイムスケジュールをラミネート加工し，
ポケットの中に入れて携帯するようにして
います。
タイムスケジュールは
PDCAで進化させる
　このタイムスケジュールは，はじめから
完璧なものとして作成できたわけではあり
ません。作成当初はタイムスケジュールど

おりに業務が進むことは少なく，定時に業
務が終わらないことも多くありました。「一
生懸命に仕事に取り組んでいるのに，なぜ
終わらないのだろう？」と悩み，「どうす
ればタイムスケジュールどおりに業務が進
むのか」と何度も話し合いを持ちました。
タイムスケジュールどおりに仕事をやろう
としているのに，気がつけばどんどん遅れ
てうまく仕事が進まず，暗澹たる気持ちに
なった時期もありました。
　タイムスケジュールどおりに進まなかっ

た時期に，まず洗い出したのが「１日の業

務の中にムダが潜んでいないか？」という

ことです。現場で働いているスタッフから
意見をもらおうと試みましたが，日常業務
に慣れているスタッフからは意見が出ず，
なかなか変えることができませんでした。
しかし，タイムスケジュールをよく見てみ
ると，「配薬」と「保清・おむつ交換」が
どちらも９時からとなっているなど現実的
でない部分があり，タイムスケジュールの
精度が悪いことに気づきました（表１）。
　さらに，おむつ交換にムダがあることに
も気づきました。ひたすら２時間ごとに
行っていたので，朝の清拭が終わって，ま
たすぐにおむつ交換に入っていたのです。
今考えると「何てムダなことをやっていた
のだろう」と思いますが，慣れすぎて誰も
気づかず，目の前の業務を必死でこなして
いました。
　業務のムダをできるだけ少なくしようと
した時，業務内容を変更することに対しては

「今以上に別の業務が増えるのではないか」，

診療科目：44科　　　病床数：1,048床　　　平均在院日数：13.9日
職員数：2,430人（医師321人，看護師1,057人，医療技術者548人，

事務・その他504人）

飯塚病院の概要（2019年12月１日現在）
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■表１  改善前の心身合併症センターセル看護日勤タイムスケジュール【担当看護師業務】

セル看護を取り入れ，患者状態に合った看護ケアを提供し，17時に退勤できるように業務の効率化を図る

時間 業務内容 具体的行動

　８　：30～ 管理申し送り ◦他部門・看護部・委員会からと病棟内の伝達事項
　（業務遂行に必要な情報のみ伝達する）

　８　：35～ 前勤務者は病室に駐在

担当患者へあいさつ

病室で情報収集

◦前勤務者は看護ケアを要する患者の部屋に駐在し，看護ケア，ナースコール
の対応をする。次勤務者が情報を収集できるように配慮する。

◦「本日担当の○○です。部屋にいますので，ご用がある方は遠慮なく声をか
けてください」と患者に声をかける。

◦情報収集前に担当患者をラウンドし，あいさつすることで，五感を使い患者
情報を把握できる。

◦病棟管理日誌から情報収集をする。患者をラウンドし，挿管・点滴・挿入カテー
テルなどを確認する。気になる患者は必要時，看護記録から情報収集をする。

◦パソコン，注射・業務ワークシート，カレンダーを持参し，病室で情報収集
をする。まず看護ナビコンテンツ，看護記録（フローシート・経過記録）を
確認する。次に注射，業務ワークシート，カレンダーを確認し，本日の業務
スケジュールを立てる。

　８　：50～ 前勤務者へ不明な点を質問 ◦受け手から質問する。送り手から伝えると口頭で申し送られ，伝達に時間を
要する。不明な点は前勤務者に質問する。

◦患者のコップ・らくのみを洗浄

　９　：00～ 食後の配薬と内服確認 ◦投薬カート使用時は投薬フロー図に沿っ
　て実施する。
　投薬カート以外は6R＋Ａで実施する。

　９　：00～ 保清・おむつ交換・
ポジショニング
皮膚処置・環境整備・体重測定

◦標準予防策でナースエイドと実施する。
◦ポジショニングは，ナースエイドと２人で
　実施する。

10：00～ 転倒転落予防DVD視聴確認

バイタルサイン測定・
患者状態観察
検査データ・モニターチェック
注射・処置
食間の配薬と内服確認

看護記録

◦転倒転落予防DVD視聴の案内をする。
　未視聴・転倒転落リスクのある患者に視聴を促し，視聴できたか確認する。
◦異常・気になる時はリーダーに報告する。
◦バイタルサイン測定結果は，その場で記録する。
◦異常・気になる時はリーダーに報告する。
◦6R＋Ａで実施する。
◦投薬カート使用時は投薬フロー図に沿って実施する。
　投薬カート以外は6R＋Ａで実施する。
◦経過記録は看護ナビコンテンツで想定されるリスクの推移が分かるように記
録する。午前中の記録は終了させる。

10：30～ 病室でチームカンファレンス
看護ナビコンテンツの確認

◦師長とリーダー看護師で，患者をラウンドする。担当看護師が担当患者の状
態をアセスメントし，本日は患者にどのような看護ケアを実践するのか述べ
る。必要時看護ナビコンテンツの追加・修正・フェーズの移行，業務ワーク
シートの追加・修正を行う。

　（本日実践する看護ケアを述べることで，アセスメント力が向上する）
◦カンファレンス中にナースコール対応をする時は，残ったメンバーでカン
ファレンスを続行する。

11：00～ 入院・転棟患者受け

血糖測定
食前の配薬と内服確認

おむつ交換
ポジショニング
午前の記録終了確認
午前の業務終了確認
午前の指示受け確認

◦入院チェックリストに沿って実施する。
◦同室に入院・転棟患者が重複した場合，原則１看護師が１患者を受け，他
チームの看護師に入院・転棟患者を振り分け業務を分担する。

　（業務量・メンバーの力量を考慮し，担当患者を采配することで，業務を17
時までに終了することができる）

◦6R＋Ａで実施する。
◦投薬カート使用時は投薬フロー図に沿って実施する。投薬カート以外は6R＋
Ａで実施する。

◦標準予防策でナースエイドと実施する。
◦ポジショニングは，ナースエイドと２人で実施する。
◦午前中の看護記録に記載もれがないか確認し，午前の看護記録を終了させる。
◦午前中の業務の未実施がないか，業務チェックリストに沿ってチェックする。
◦午前の指示で，指示受けのもれがないか，最終確認をする。

11：25～ 残り番看護師は休憩中の業務を
引き継ぐ

◦残り番看護師は休憩中の業務を，12：30から休憩に行く看護師に引き継ぐ。
◦リーダーへ業務ワークシートのチェックを依頼する。

6R＋Ａとは，
Right Patient（正しい患者）
Right Drug（正しい薬）
Right Purpose（正しい目的）
Right Dose（正しい用量）
Right Route（正しい用法）
Right Time（正しい時間）
Allergy（アレルギー）
を確認して実践しようとするもの。
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■表１の続き

時間 業務内容 具体的行動

11：30～ 残り番看護師は休憩

11：40～ リーダーへ重症者の有無報告 ◦患者の状態評価

12：00～ 配膳
食事介助
食後の配薬と内服確認

口腔ケア

◦6R＋Ａで患者確認する。
◦誤嚥リスクのない患者は，ナースエイドに食事介助を依頼する。
◦投薬カート使用時は投薬フロー図に沿って実施する。投薬カート以外は6R＋
Ａで実施する。

◦誤嚥リスクのない患者は，ナースエイドに口腔ケアを依頼する。

12：25～ 残り番看護師へ引き継ぎ ◦12：30から休憩に行く看護師は，休憩中の業務を残り番看護師に引き継ぐ。

12：30～ 休憩

13：30～ カンファレンス ◦即時報告のフィードバック，褥瘡カンファレンス，事例検討医師との連携カ
ンファレンス。

13：30～ 患者状態観察
注射
処置
入院・転棟患者受け

◦異常がある時，気になる時はリーダーに報告する。
◦6R＋Ａで実施する。

◦入院チェックリストに沿って実施する。

14：00～ おむつ交換
ポジショニング

◦標準予防策で実施する。
◦ポジショニングは，ナースエイドと２人で実施する。

15：00～ 転倒転落予防DVD視聴確認

全スタッフの業務終了確認
（17時に退勤させるため）
午後の記録終了確認

アセスメントデータの入力を行
う
午後の指示受け最終確認

リーダーへ重症者の有無を報告

◦転倒転落予防DVD視聴の案内を一斉放送する。
　入院・未視聴・転倒転落リスクのある患者に視聴を促し，視聴できたか確認
する。

◦午後からの看護記録の記載もれがないか確認し，午後からの看護記録を終了
させる。

◦看護ナビコンテンツの修正を終了させ，リーダーへ報告する。
◦褥瘡，転倒・転落，SGA，看護必要度，尿カテ，CV，人工呼吸器管理チェッ
ク，栄養チューブ，SSI，救護区分の入力を行う。

◦午後からの指示で，指示受けのもれがないか最終確認する。16時以降は，
緊急でない指示は受けない。

◦患者の状態評価

16：00～ おむつ交換・ポジショニング
担当患者へあいさつ

午後の業務確認
新人と業務の振り返り

◦標準予防策で，ナースエイドと実施する。
◦「私の勤務は17時で終了します。17時からは夜勤帯になりますので，何か
ありましたら今のうちに遠慮なく声をかけてください」と患者に声をかける。

◦担当患者に勤務終了のあいさつをし，日勤でできる業務を終了させること
で，夜勤勤務者が夜勤業務に専念できるようにする。

◦午後からの業務の未実施がないかを業務チェックリストに沿ってチェックする。
◦新人がプラス１の（独り立ちできていない）時期は，一連の看護行為を実践
する中で看護技術チェックリスト（複数）を終わらせるようにする。

　リーダー看護師と新人をフォローした看護師でチェックリストの補足と１日
の振り返りを行う。

16：25～ ロング日勤看護師は
業務終了確認後休憩

◦ロング日勤看護師は，休憩前までに日勤業務を終了させる。業務チェックリ
ストに沿って，未実施の業務がないかチェックする。

16：30 ロング日勤看護師の業務実施 ◦リーダーへ業務ワークシートのチェックを依頼する
◦ロング日勤看護師に引き継がれた業務を，残りの看護師で分担して実施する。

16：55～ ロング日勤看護師へ引継ぎ

管理申し送り

◦業務・注射ワークシートをロング日勤看護師へ渡す。
　（ロング日勤看護師がスムーズに業務できるようにする）
　気になる患者がいる場合は，担当看護師とロング日勤看護師が病室で引き継ぐ。
◦業務遂行に必要な情報のみ伝達する。

17：00 退勤

◦褥瘡・転倒転落カンファレンスは，チーム単位でベッドサイドで行う（時間は各病棟で設定する）。
◦即時報告カンファレンスは，状況に応じてスタッフを召集して実施する（時間を設定する）。
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おむつ交換を減らすことに対しては「褥瘡
が増えるのではないか」「排泄物がおむつ
から漏れるのではないか」と，変化に抵抗
する声もありました。今までのやり方に固

執してしまう人はある一定の人数いるもの

ですが，このような意見に対しては「まず

試してみましょう。結果が悪ければすぐに

戻しましょう」と提案し，「まずやってみ

る」というスタンスで取り組みました。
　タイムスケジュールは，１日の業務の流
れが書いてあるだけのものともとらえら
れ，ともすれば形骸化しがちなツールで
す。しかし，実際は業務の基準となるもの

であり，とても重要なものです。当病棟で
は少しずつ変更を重ね，今までに４回変更
されています。タイムスケジュールの変更
に当たっては，PDCAを回し，トップダ
ウンではなく，ボトムアップで物事を決定
していくスタンスを徹底しました。最近は
徐々に業務改善が軌道に乗り，PDCAが
当たり前になってきました（図１）。
タイムスケジュールの
不完全な部分を埋める業務補完
　タイムスケジュールの改訂を重ね，ムダ
な業務をできる限り削減していきましたが，
タイムスケジュールどおりに業務を進めら
れる日と進められない日があります。急性
期病院では突発的な検査や処置が日常的に
ありますし，緊急入院も日常茶飯事で，予
測はつきにくいものです。特に当院は1,000
床を超える病床数を保持しており，ほかの
部署との兼ね合いで，予定していた検査や
処置が大幅に遅れることもしばしばありま
す。このような予測しにくい業務を，入院
患者の日常的なケアと並行して行う必要が
あります。
　日常業務を俯瞰すると，バイタルサイン
測定や食事時間，内服時間，清拭など比較
的「時間を決めやすい業務」と，エレベー
ターの待ち時間，電話，外来からの呼び出
し，検査呼び出し，ナースコールなど「時
間を決めにくい業務」があることが分かり
ます（表２）。現場ではこの「時間の決め
にくい業務」の影響により，現在行ってい
る業務が中断され，さまざまな遅れが生じ
ます。現場で働いたことのある看護師な
ら，このような業務のムラは何度も経験し
ていると思います。このムラを最小限に
し，不完全なタイムスケジュールを完全な
ものに近づけるために「補完」を行います。

■表２  時間を決めやすい業務，決めにくい業務

時間を
決めやすい

時間を
決めにくい

◦バイタルサイン
測定
◦食事
◦内服
◦清拭
◦おむつ交換
◦カンファレンス

◦エレベーターの待ち時間
◦電話
◦外来呼び出し
◦検査呼び出し
◦患者の排泄
◦ナースコール
◦医師からの指示
◦家族面会，対応
◦救急病床・外来からの入院

タイムスケジュールはトップダウンではなく，
ボトムアップで変更していく。

Ａ
タイムスケジュール
を正式に改訂する

Ｄ
業務を見直す案を
作成する

Ｐ
スタッフと共にカンファ
レンスを実施する

Ｃ
一定期間（約１カ月）
試し，効果を見る

■図1  PDCAを回してタイムスケジュールを改善する
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師長の「把握力」がカギとなる
“Just in time HOKAN”
　セル看護の「補完」は，スタッフによっ

て業務量の偏りや個人差があるのは当然で

あると認識し，業務の偏りを最小限にする

という業務手法です。夜勤などで入れ替わ
り業務を余儀なくされる看護師は，ベテラ
ン看護師，新人看護師，残業ができない子
育て世代の看護師，仕事が早い看護師，仕
事が遅い看護師など，日々異なるメンバー
で業務を行わなければなりません。さら
に，手術後の患者が多い日，入院が多い日，
ADLに介助が必要な患者が多い日など，
患者の状態も日によって違います。
　このような背景の中，「１日の業務量」や

「仕事が終わる時間」には必ず個人差が出
てきます。この個人差があることを当たり
前と認識し，業務負担の多い人の業務を分
配するという方法が「補完」です。当院で
は，基本的には午前・午後の決まったタイ
ミングに業務遂行状況を把握してメンバー
へフィードバックすることとなっています。
補完のやり方は病棟によって異なりますが，
師長自らラウンドし，担当看護師が患者の
そばから離れなくてよいように工夫してい
ます。
　当病棟は，はじめは業務遂行状況の確認
を午後に行っていましたが，うまくいきま
せんでした。15時ごろに残りの業務を聞
くと，「処置は終わりましたが，記録が残っ
ています」「入力項目が終わっていません」
など，補完しにくい「記録類」が残ってい
るのです。
　「なぜ記録が残るのだろう？」と一日の
業務をもう少し細かく見ていくと，決して
仕事をサボっているわけではなく，途中で
記録に取り組む時間が取れていないことに

気づきました。スタッフ一人当たり４～５
人の受け持ち患者がいる中で，CT検査（約
40分），Ｘ線撮影検査（ベッドの人は約30
分），透析出し（約20分），内視鏡検査（片
道13分），救急病床からの転棟（約25分）
と，タイムスケジュールに書かれていない
イレギュラーな時間が多くありました。急
性期病院では，これらの検査に呼ばれると，
優先度を上げてその業務を行わなければな
りません。患者数が多く，１人の検査遅れ
が後工程に大きな影響を及ぼします。病棟
の患者の清拭時間や内服時間，食事介助時
間であっても，検査に呼ばれたらその対応
に追われるという事態が起こっていました。
要するに，「補完の時間を決めて業務を振り

分けても間に合わない」ということです。
　そこで，タイムリーに補完に入る方法に
切り替えました。当病棟は“Just in time 
HOKAN（ジャストインタイム補完）”と
称して（私が勝手に名付けていますが），
その都度タイミングよく補完に入れるよう
に取り組んでいます（図２）。Just in time
とは，トヨタの生産方式で知られる「ジャ
ストインタイム生産システム」からきてお
り，各工程に必要な物を，必要な時に，必
要な分だけ供給することで在庫を徹底的に
減らして生産活動を行う体系のことです。
　Just in time HOKANを実現するた

めには，師長の「把握力」が必要になりま

す。当日のメンバーのスキル，性格，患者

の重症度，他科受診，手術件数・時間，内

視鏡やCTなどの検査時間，退院時間など，

総合して把握しておく必要があります。
　当院には「患者カレンダー」というカル
テ機能があり，患者のバイタルサインや検
査，他科受診，手術の有無などを一覧で確
認できるため，それを活用しながら毎朝情
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報収集をしています。「患者Ａさ
んは10時から検査がある」「患
者Ｂさんは10時から化学療法が
ある」などの情報を確認し，把
握しておきます。さらに，「師長
の気がかりシート」というツー
ルを使って，師長が気になった
患者をスタッフと共有できるよ
うに取り組んでいます。全体を
俯瞰している師長の考え方をス
タッフが知ることで，受け持ち
患者以外にも意識を向けること
ができます。
業務補完の決め手は
師長の介入
　先述しましたが，当院のセル看護におけ
る業務補完は，師長がケアの必要度の高い
場面に看護師を配置し，ケアの必要度が高
い時間帯は，師長自ら補完要員となること
が求められています。今まではリーダーに
多くの業務負担がのしかかっていました
が，師長が介入することで，リーダーは患
者ケアに集中することができるようになり
ました。
　師長は病棟のタイムスケジュールを頭に
入れているので，「清拭の時間帯と内視鏡
検査の時間が重なっているな」と思えば，
事前に担当看護師に「検査出しは○○さん
にお願いしています。難しければ私が行き
ます」と言っておきます。事前に担当看護

師に伝えておけば，担当看護師はそれを計

算しながら動くことができますし，病棟を

離れずに業務に集中することができます。
　師長は現場業務の流れを俯瞰し，どこで
ギアチェンジしてマネジメントすればよい
のかを常に考える必要があります。
　病棟スタッフの力量を鑑み，現場で発生

するさまざまな問題を解決するために，ど
のようにスタッフを配置すべきかを常に考
えながら介入していきます。必要であれ
ば，師長自らが看護実践を行うこともあり
ます。
　師長が現場に入ることで，業務に追われ
る心理的負担の軽減という副次的な効果も
あると認識しています。

働きやすく仕事にやりがいを 
感じる病棟を目指して

　セル看護のタイムスケジュールと業務補
完について述べてきましたが，当病棟でも
少しずつ成果を感じられるようになってい
ます。時間外勤務は2018年度と比較して
全体的に減少しており，健康診断で評価さ
れているストレススコアも年々下がってき
ています（図３，４）。
　セル看護のねらいは「ケアの受け手の価
値を最大化する」ことです。限られた資源
を使って業務効率を高め，生産性を上げる
のは大事なことです。また，看護師の業務
負担を減らし，時間外業務を減少させるこ

■図２  Just in time HOKAN

タイムスケジュール 予定外のできごと
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とも必要だと思います。しかし，「患者に
どのような価値を提供できたのか」という
意識は忘れてはならず，現場の看護師が患
者に関心を寄せられる文化づくりも同時に
必要になってきます。
　患者に喜んでもらえた時に看護師の自尊

心は高まり，やりがいを感じることができ

ます。日々の業務の中で，それを現場の看

護師が体感できるよう管理者がサポートす

ることが，真の「補完」ではないかと考え

ます。私たち看護師は，一人では業務はで
きません。一人で行うことの限界に気づき，
必要な人材・時間を効率良く用いることで，
多くの成果を上げられるよう努力していく
必要があります。セル看護はまだ完成では
なく，発展の途中だと認識しています。こ
れからもPDCAを回しながら，少しずつ

改善していけるよう邁進したいと考えてい
ます。
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