
■看護部 

 

１．看護部門の活動概要 

2020 年度は新型コロナウィルス感染症の対応に追われる 1 年でした。2020 年１月 29 日武漢市から第 1 陣

が帰国し、ホテルに滞在する帰国者 176 名の健康観察のために、看護師長を中心に 24 時間体制で対応にあた

りました。4 月には発熱等の症状がある患者と一般外来患者との動線を分け、感染拡大を防止するために発

熱外来を開設しました。同時に専門病棟開設の準備を始め、9 月にはコロナ専門病棟として K7HCU を開設し、

中等症から重症患者の受け入れを開始しました。さらに、陽性患者数増加に伴い 2021 年 1 月には、K7 一般

病棟もコロナ専門病棟として開設しました。この安房地域全体での対応としては、富山国保病院が軽症の患

者を受け入れ、当院が中等症から重症患者を受け入れるように役割分担を行い、毎日看護部で情報交換を行

いました。その結果、患者の状態変化に合わせ、スムーズな転院調整ができ、当地域での救急医療体制の維

持にも繋がりました。さらに、1 月からは成田ホテルマロウドに於いて、入国者の陽性患者の健康管理を依頼

され 3 か月間担当いたしました。まだまだ終息の兆しが見えない新型コロナウィルス感染症ではありますが、

強い使命感のもと昼夜問わず医療の 前線で日々対応している職員を誇りに思います。 

2019 年度に開講した特定行為研修も順調に進み、2020 年 10 月には 15 名の特定行為看護師が誕生しまし

た。特定行為看護師は医学的観点から病態を理解し、臨床推論を用いて患者の観察や評価をすることで、根

拠をもって看護ケアを提供できるようになりました。また、医師に聞けない質問や病状や治療についてタイ

ムリーに根拠をもって説明し、手順書に基づき特定行為を実施することにより、患者・家族の理解度も深ま

り、満足度も向上しております。今後は特定行為看護師が更なる活躍の場を広げられるよう、院内周知を図

るとともに、更なる支援体制の整備をしていきたいと考えています。 

職員がいきいきと働き続けられる職場を目指して、業務効率化・負担軽減委員会を立ち上げ、業務改善に

取り組んできました。本年度は、会議の在り方の見直しや Teams の活用など時間外削減に向けた取り組みを

行い、結果昨年度より 10%削減となりました。経営的にも大きな経費削減に繋がりました。労働環境整備に向

けさらなる改善に取り組んで参ります。 

看護の質向上については、昨年に引き続き身体拘束ゼロに向けて取り組んで参りました。職員研修を実施

し、身体拘束カンファレンスを徹底することで、日々身体拘束三原則に基づき対応しています。職員の身体

拘束に対する考え方も変化し実施率は下がり続けています。さらに患者さまの尊厳を守るべく、身体拘束を

ゼロに向けて取り組んで参ります。 

看護部の理念に「看護を、喜びを持って実践する」とあるように、ひとり一人が看護にやりがいと楽しさ

を感じながら実践し、その結果、患者さまやご家族から信頼と満足を得られるよう、2021 年度も進んで参り

ます。 

 

文責：丸山祝子 

２. 看護部概要 

 １）理念                           

       

亀田メディカルセンターの看護部門は病院の理念に則り、すべての人々に  

高水準の看護サービスを提供する。 

  



メディカルセンターの看護サービスとは、その担い手である看護スタッフが常に、サービスを受ける人々の

傍らにあって、必要な援助をその もあう方法と優れた技術で、喜びをもって実践することである 

◇その実践は常にサービスを受ける人々のクオリティ・オブ・ライフの向上を目指して行われる。 

◇そのサービスは常にサービスを受ける人々を中心とし、保健・医療・福祉の統合あるいは継続的連携のも

とに提供する。提供されたサービスは結果としてその受け手の信頼と満足を得るものでなければならない。 

 《看護部門のスタッフ》 

看護部門はそのサービスに携わるすべての人々によって構成される。 

◇ 看護を専門とするスタッフはプロフェッショナルを目指し、常に専門性の拡大と向上のために組織と

して積極的に関わる。 

◇ 看護部門の全ての構成スタッフは部門が提供する看護サービスの中でのそれぞれの役割と責任を自覚

し、常に 高のサービスが提供できるよう自己啓発・自己研鑽に励む。 

◇ 看護部門のスタッフは個人を大切にする心を常に持ち続ける。また社会人・職業人として 自律し、社

会参加の中で個人の人間性の向上を目指す。 

◇ 看護部門のスタッフは常にチャレンジ精神を発揮し、部門の一員としての品性とプライドをもって行

動する。 

看護部門は病院の経営に主体的に参画し、健全な病院経営のもとで看護サービスの向上に努める。 

 

２）看護要員状況（2020 年度） 

◇2020 年度看護部要員総数 1,521 名（含パート 73）（有資格者 1,248 名 准看護師率 1.8%） 

内訳：看護師（1,226 ） 准看護師（ 22 ） ＰＳＡ（ 158 ） ＰＳＲ ( 115 ) 

（ ＊ 助産師 54 保健師 33 看護師 1,139 ） 

＜病 院 1,236 名＞（有資格者 1,089 名 准看護師率 1.0%） 

看護師（ 1,079 ） 准看護師（ 10 ） ＰＳＡ（ 145 ）ＰＳＲ（ 2 ） 

＜クリニック 203 名＞ （有資格者 91 名 准看護師率 9.9%） 

看護師（ 82 ） 准看護師（ 9 ） ＰＳＡ（ 2 ） ＰＳＲ（ 110 ） 

＜訪問看護センター 11 名 ＞（看護師 10 名 保健師 1 名） 

＜リハビリ病院  46 名＞（有資格者 36 名 准看護師率 5.6%） 

看護師（ 34 ） 准看護師（ 2 ） ＰＳＡ（ 10 ） 

＜ＫＦＣ館山 25 名＞（有資格者 21 名 准看護師率 4.8%） 

看護師（ 20 ） 准看護師（ 1 ） ＰＳＡ（ 1 ） ＰＳＲ（ 3 ） 

◇2020 年度採用者数 164 名（4 月採用 148 名 有資格者 140 名 ） 

内訳： 看護師（ 146 ） 准看護師（ 1 ）（ 内部 107 外部 40 ） 

ＰＳＡ（ 11 ） ＰＳＲ（ 6 ） 

◇2020 年度退職者数 164 名（含パート 6 名）（ 有資格者 139 名 ） 

内訳： 看護師（ 139 ）ＰＳＡ（19）ＰＳＲ（ 6 ） 

 

３）目標 

◇2021 年度看護部年間目標 

  



 

 

◇2020 年度看護部年間目標 

  

 



◇目標評価（2020 年度）  

１．財務の視点 

１）有効な病床運用 

①入院決定から病床決定までの患者さま待ち時間の短縮（昼間：35 分以内 夜間：60 分） 

結果：調査を行うことで意識できるようになったが、結果として平均時間 40.4 分であり目標達成にはな

らなかった。 

日中の入院決定～入室までの時間は、CL からの緊急入院は、123 分お待たせしている状況であ

り、今後改善が必要。 

夜間は平均時間 17.9 分であり目標は達成。 

②ICU の稼働率：14 床 

結果：平均的に行われ、昨年度よりも運用できた。 

ICU からのﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ看護師を検討しているが、配置人員に余裕がなく、実践できていない状況であ

る。 

早急に検討が必要。 

 

２．顧客の視点 

１）安心・安全な看護サービスの提供 

①薬事関連インシデントの減少：（各部署設定） 

結果：薬剤関連インシデント数は昨年度比：20%減少 

多いインシデントは、無投薬であった。インスリン関連であった。 

   

②身体拘束の低減：身体拘束実施率 5%以下、身体拘束のカンファレンスの実施率 100％ 

結果：身体拘束の実地率：4.6%であった。 

カンファレンス実施率 100％の部署は、28 部暑中 19 部署（68%）で達成出来なかった。 

今後、身体拘束カンファレンス記録の検討→ 院内統一の定型文作成中 

２）在宅療養支援の充実：全部署実施 

結果：リトルナース活動の取り組みをグループワークし、活動報告できた。  

今後、外来、訪問看護ステーションに研修し継続看護の視点、在宅療養生活の実際を学ぶ機会を

つくる 

 

３．内部プロセスの視点 

１）就労環境の整備 

①定着率の向上 ：全体 11％以下、新人５％以下、３／４年目 20％以下 

結果：全体 13.7％（昨年：13.2%）で未達成、新人 6.5%%（昨年：1.2%）、3/４年目 24%（昨年：27.3%）

で未達成 

目標達成できなかった。現場の低キャリア化が続き厳しい状況である。COVID-19 の影響もあり、

結婚転居の理由に地元へ戻る傾向もあった。 

（理由）  

＊結婚転居、介護実家へ帰省、他施設へ が上位３理由。  

＊育児支援体制の構築により、育児理由は減少傾向。  



＊傷病では、復帰支援により減少傾向にある。  

②超過勤務の減少 （目標：前年度比 10%減少） 

結果：平均 13.3 時間であり昨年度の 14.8 時間よりも 1.5 時間減少。 

業務負担軽減委員会中心に、時間管理についての意識を向上し超過勤務時間に対しての考え方を

変革している。 

 

２）職場風土の醸成（各部署設定）：各部署設定 

結果：職場風土アンケート調査を 1月に実施、結果を各部署に返し現状分析を行った。 

 

４．学習と成長の視点 

１）キャリア開発支援 

①ＣＡＳ認定率：全体 50％以上 各病棟毎に設定 

結果：全体 45.4%（昨年：44.3%）未達成  

３年目以上の率が増えている側面もあるが、チャレンジなしが増えている状況が見受けられる。

レベルⅢが少ない。 

③キャリア・プランシートの作成（100%） 

結果：手術室以外での使用はできている。活用方法について今後検討。 

 

３． 委員会 

◇ＱＩ委員会                               

1. 目標  

1)看護の質改善の取り組みを継続し、第三者評価(JCI 審査・ISO 審査)公的評価（保健所・適時調 査）な

どの審査に備えることができる。 

2)顧客満足度（患者さま）を向上させるために、患者さまご意見から、改善活動に反映させ、更に 満足

度向上につなげられる。 

3)患者さまご意見をスタッフのモチベーションにつなげられる。 4)ＤｉＮＱＬデータを分析し、病棟マ

ネジメントの改善につなげられる。  

 

2. 活動計画 

1）看護の質改善の取り組みを継続し、第三者評価(JCI 審査・ISO 審査） 公的評価（保健所・適時調査）

など審査に備えることができる 

①適時調査の審査内容を理解し、チェックリストの作成をする  

→作成したチェックリストを 2 月の師長会で提示し活用してもらう  

②JCI 第７版の理解と改訂部分を洗い出し、具体策を出す  

→11 月委員会で看護に関する課題について共有  

2）顧客満足度（患者さま）を向上させるために、患者さまご意見から、改善活動に反映させ、更 に満足

度向上につなげられる 

3)患者さまご意見をスタッフのモチベーションにつなげられる 

① 患者さまご意見用紙から改善掲示用紙の提出を浸透させる 

→部署によってのばらつきがあるため、フローの見直しをする必要がある 



②改善に繋げるシステムの構築  

→モチベーションを上げる方法としてのシステムであり、スタッフが目を通す状況を作ってもらうために

用紙で配布し確認してもらう ＊ドレスコードの見直し（年度内）をしていく。接遇については各部署で

の見直しとする。  

4)DINQL データを分析し、病棟マネジメントの改善につなげることができる。  

① 評価指標の定義を理解し、正しいデータ入力を行う  

→手引きを活用し入力内容を理解し入力（転倒転落・薬剤に関するインシデント・抑制） 

②看護部以外の部署からの必要データを確認し入力を行う  

→医事課・情報管理室に協力してもらい実施しているが、他部署からのデータは毎月入手することが困難  

③ベンチマーク評価の活用方法を検討する  

→評価項目を絞り院内比較を行う  

④目標管理に活用できるようなデータ分析を行う  

→評価項目を絞り院内比較を行う 次年度に向けて 

 

＊適時評価 ・COVID の影響もあり、現在は監査の予定になっていないが、作成したチェックリストに基づ

いて各部署で確認してもらう。  

＊JCI 対策 ・血糖測定器を使用する職員への教育・テストを実施する予定 ・リモート審査となる可能性

が高い。データ化できるものはデータ化し準備する  

＊看護職員夜勤配置加算算定要件に関すること ・看護補助者教育については、昨年度よりナーシングス

キルを使用した教育となっており、今年度も実施予定（2月、3 月で予定する） 

       

◇専門・認定看護師会 

 

 

 



◇部門内リスクマネジメント委員会 

年度目標：（大項目）安全な看護サービスを提供する。 

指標１：患者識別の徹底  

１）アクションプランの実施 

指差呼称ポスター作成・配布 

7 月：採血前、【●どれか選択 正しい患者・正しい日時・正しいスピッツ・正しい検体ラベル】確

認、ヨシ！  

9 月：報・連・相、互いに声かえ確認ヨシ！ （メモをとり、復唱・確認を得る） 

11 月：患者誤認「０」、ヨシ！ 

今年度は、ポスターに注意点や知識のポイントを追加している（患者識別のタイミング・麻薬の取り扱

いなど） 

 

安全ラウンド（2回／年）・・・第 1 回目 7 月 10 日  第 2 回目 1 月 8日に部署のラウンドを実施 

35 病棟  70 名          

 

【安全ラウンド結果】数字は正解率 

項目  第 1回 

2020 年 7 月 10 日 

第 2回 

2021 年 1 月 8 日 

１） 転倒の再評価はいつ行いますか？  ８０％  ９２％ 

２） リスク評価５点以上の場合はどうしますか  １００％  ９８％ 

３） 診察券に金色のシールが貼ってある意味  ９１％  ９６％ 

４） おくすりくんカードの目的は何ですか  ７８％  ９６％ 

５） ４は、どのような時に使用しますか  ９０％  ９５％ 

６） 身体拘束の観察と記録は何時間毎ですか  ９５％  １００％ 

７） 点滴・内服投与以外でどのような場面で患者識別を実施

しますか 

 ８８％  ９８％ 

８） 検査室から血糖 30（パニック値）の連絡がありました 

あなたならどうしますか 

 ８０％  ９２％ 

９） 用量、投薬方法を誤ると重大な薬剤を何と言いますか  ９７％  ９８％ 

10） 病棟にあるﾊｲｱﾗｰﾄ薬を教えて下さい  ９４％  １００％ 

 

目標値と結果 

患者誤認 0 件： 7 月～レベル 1 以上の発生がない 

目標：2020 年 6 月～2021 年 1 月まで患者誤認 57 件  前期：6 月～9 月   患者誤認件数 34 件 

                          後期：10 月～1 月  患者誤認件数 23 件        

記録関連 点滴・内服関連 採血・ラベル 腕ベルト その他 

８件→２件 １２件→１１件 ５件→１件 ０件→１件 ９件→５件 

   

   前期、その他詳細：搬送３件 配膳１件 書類記入１件 データー報告１件 クリニック診察１件  

検査説明１件 コスト関連１件 



   後期、その他詳細：配膳 1 件 経管栄養 1件 医師指示確認１件 書類渡し 1 件 患者名記載 1件 

 

６月 ７月 ８月 ９月 10 月 １１月 １２月 １月 

７件 ５件 １２件 １０件 ４件 ９件 ６件 ４件 

  ●ローリスク：7 件 レベル 1：40 件 レベル 2：4件 レベル 3a：1 件 その他：5件 

  ●●患者誤認内容で多かったのは●●●  

薬剤関連の内服渡し間違い 終確認 

8 剤を他患に与薬してしまった事例も発生した。薬剤投与手順の統一が急がれる。 

ネームバンド付け間違いの報告があり 

２）今後の課題  次年度は、患者間違いを事前に防げた事例を情報提供していく（良かった結果） 

安全ラウンドでは、結果を病棟師長へタイムリーに報告していく 

 

指標 2：薬剤関連事故の低減 

１）アクションプランの実施 

・CIS での内服・薬剤投与手順の統一に向けた手順書を作成（8月～9月） 

・委員の病棟で手順書の内容で内服・薬剤投与手順のトライアル開始（B6・A6・K8HCU・ICU・K3） 

・外科病棟へ薬剤投与手順トライアル依頼 2 月 

・インシュリン投与時のダブルチェック項目検討・カードの配布 →今年度末までに配布 

２）目標値と結果 

・薬剤投与手順提案：2 月 25 日（師長会で報告）→注射実施前は、パソコン画面で確認してから実施

推奨 

                          パソコンでの確認のメリットを伝えていく 

３）今後の課題 

  薬剤投与手順の推奨をしていく 

 

指標 3：身体拘束の低減 

１）アクションプラン 

指差呼称ポスター作成・配布 8 月：話し合い、拘束前に代替案 ヨシ！ 

身体拘束カンファレンス記録の検討→ 院内統一の定型文作成中 

記録監査実施：2/12 委員会で実施予定  3 月結果報告 

 

２）目標値と結果 

身体拘束実施率 5％以下： 2/12：院内全体 4.6％ （2/12 院内身体拘束患者：32 名） 

３）今後の課題 

身体拘束減小に向けた病棟の取り組みを紹介 

 

指標 4：事例の要因分析力向上 

１）アクションプラン 

  模擬ヒアリング実施（委員会メンバー部署の事例を実際に使用し実施） 

  自部署インシデントの分析入力 



２）目標値と結果 

2021 年 2/26 の委員会で模擬ヒアリング３例実施予定 

３）今後の課題 

  アクションプラン実施後、明確にする 

 

指標 5：安全管理の知識・スキルアップ 

１）アクションプラン 

委員が講師を担当する 

２）目標値と結果 

看護部継続教育計画新採用者安全管理フォロー研修、PSA・PSR・テクニシャン対象安全管理研修の実施

と満足度 

教育委員会アンケート２～８項目の研修満足度全体 95％以上目標 

 

新採用者安全管理フォロー研修・・・9月 25 日、10 月 9 日実施 

現場で起こりやすい事例をもとに安全管理についての知識・スキルアップを行う。 

新採用者研修後アンケート結果： 2～8 項目の研修満足度全体：95.39％達成  

 

  PSA・PSA・テクニシャン安全管理研修・・・・11 月 27 日実施  

  PSA・PSR テクニシャン安全管理研修アンケート結果：２～８項目の研修満足度全体：88.18％（目標未

達成） 

     

３）今後の課題 

  医療安全に関する知識の向上 

 

◇入退院支援・在宅支援委員会  

【目的】 

「まるごとのその人」が安心して地域で暮らせるように、すべての看護師が患者家族の生活を視野に入れた

看護を実践する 

 

【目標】退院支援を推進するナース（退院支援リトルナース）の育成 

患者様の生活を視野に入れた看看連携の実践 

 

【2020 年度の活動内容と評価】 

 活動内容 年間評価 

1, 退院支援リトルナース集いの実施 第１回：10 月 2 日 14:00-15:00 参加者：29 名/34 名 

第 2 回：2月 5日 14:00-15:00 参加者：24 名 

評価： 



 リトルナース同士で退院支援の現状の共有ができ、多く

の気づきがあった。他部署の取り組みを知り、自部署で

の役割・課題のヒントになった。 

 第一回目の会から上がった「継続看護連絡票」に注目し、

２回目では外来看護の実際についてプレゼンとした。そ

の後の GW で様々な気づきにつながった（外来で病棟から

のお手紙として患者さんへ関わってもらっていることが

分かり、病棟看護師として患者様の継続看護に活かすた

めの記録をがんばろう、病棟でも外来から引き継いでい

ることを患者さんに伝えたい、ER ナースは患者さんとの

関わりが短時間、でも、病棟としては ER ナースが沢山の

情報を共有してくれるのでとてもありがたい、ER ナース

としてもそう思ってもらえていると思うと頑張れる、外

来で継続看護連絡票がこんなに活用されているとわかり

安心した。これからは患者さんの思いについても申し送

っていきたい、など） 

今後の課題：  

 退院支援リンクナースを置くというより、リトルナース

を増やしていく。そのための方策など、来年度も議論を

継続する。 

 リトルナースは、外来、訪問看護ステーションに研修し

継続看護の視点、在宅療養生活の実際を学ぶ機会をつく

る 

退院支援研修にリトルナースの育成の教育と現行の退院支援

教育との関連を検討（退院支援研修 II で現行の III 研修を行

い、III 研修をリトルナース研修として外来見学→GW） 

2, 退院支援実践報告会の実施継続と

事例共有方法の検討 

目標：ＨＣＵや外来部門で実施している退院までの看護や安

心して生活するための在宅療養支援の実際を知り、自部署で

の看護に生かすことができる。 

12/9 業務検討会 クリニック外来・訪問看護センター 

1/19 主任会  K8HCU 救急外来 

2/9 CAS 認定式 K6H,透析外来 

評価： 

事例報告側：自分達の実践を他部署に報告することは意義を

感じている。 

聴いた側：他の部署の報告も聞きたかったという声もあった。 

今後は、メンバー全員がリトルナース会で活動報告の発表(4

～5 分） 



3, 退院前カンファレンス・退院時共同

指導の促進。カンファレンス、退院

時共同実施基準（実施時期・内容・

方法など）作成 

退院前カンファレンス・退院時共同指導は、研修のなかで退

院支援フローにそって必要性と加算との関連について説明し

た。 

研修講義や退院前カンファレンスのロールプレイから、他事

業所の連携職種がそれぞれどのような視点で在宅療養生活を

支援し、病院看護師からどのような情報が欲しいのか、理解

ができたと思われた。 

実施基準などは、リトルナースの育成、退院支援実施状況を

みて、今後計画していく。 

4, 継続看護連絡票の運用状況と見直

し 

リトルナースの集いから、退院時に記載した連絡票が一人一

人の患者に活用され、また外来からも支援に必要な情報につ

いて提案され継続看護の意識付けになった。事務的に記載し

ていた継続看護連絡票が患者の安定した生活継続のために必

要だという意味づけにつながった。 

患者さんの思いについても書いていい、という認識がでてき

た。また、管理物品等についてきちんと書くことの気づきが

あった。  

課題：外来からの返信を病棟によってはみていない。 外来

からの返却時に対象病棟を書いているがその際、提出元のナ

ース名も書くようにする（クリニック外来内でお願いとして

周知していく） 

5, 退院支援の知識を広げていく。レベ

ルⅠ.Ⅱ.Ⅲ研修の実施を継続 

退院支援フローと都度行う情報収集と退院支援の関連・考え

方・多職種連携・協働についてレベル別に研修を組み立てた。

どの研修も、入院前後の患者の生活を知り、いま何が必要か

を考えることを重視した。 

レベルⅠ：病棟から家に帰るドキュメント動画を作成し「腕

ベルトを切って洋服を着て家族と家に帰る」「患者は家に帰

る人」を想像してもらった。退院がゴールではない、患者にと

って暮らしは続いている・・・ 

疾患管理・介護負担にならない視点の意見が多く出た 

レベルⅡ：アセスメントの視点が出来ていた 

レベルⅢ：初期の情報から、退院時にどのような状態になる

か、入院前後の生活にどんな変化が生じるかを考え予測する。

医療者が良いと思うことを提案するのではなく、入院前の生

活状況・移行をふまえ多職種と協力して支援することを再確

認した。模擬退院前カンファレンスで、退院後に何がリスク

になるか確認でき、病棟で何が必要か考えるきっかけになっ

た。 



評価：レベルⅡⅢの受講生に大きな差はなかった印象があっ

た。研修を繰り返し行い、年々グループワークで話合われる

視点が、ＡＤＬの変化など顕在化した問題だけではなく、Ｉ

ＡＤＬの変化や生活への影響、患者家族の意向、疾患管理や

家族介護力の評価などへ広く捉えられるようになっている。

来年度は、現場の状況、リトルナースの活動などを加味し、研

修目標や内容、研修事例やアセスメントの枠組などについて

検討する。 

 

◇手順委員会 

2020 年度 活動目標 

大目標：安全かつ効率化を目指した基準・手順の整備 

①ＪＣＩに向けた基準・手順の整備 

・品質管理課より作業依頼「PSA 院内業務マニュアル」を ISO 文書として改訂案を師長会で報告、2件の意

見があったため、委員会で検討予定 

・「看護手順 31 退院後のベッド・マットおよび周囲の清掃手順」「病棟管理 2 病棟環境整備基準」は師長

会で報告し、承認を得たため改訂予定 

②当院の基準・手順をナーシングスキルへ移行する 

・「看護手順 36 経腸栄養」「検査手順 10 胃管の挿入」は当院の基準を添付してナーシングスキルへ移行 

・バージョンアップは２月に見直し予定 

③ISO 文書の見直し（2016 年の改訂文書を優先とする） 

・「看護標準業務基準 20 民間車による搬送の転入・転出手順」の改訂、「他部門との約束事項」の一覧を

まとめた付表作成と改訂、「看護手順 36 経腸栄養」「検査手順 10 胃管の挿入」の当院の基準を作成し改

訂 

・「看護標準業務基準 12 様式-3、4、6 手術チェックリスト記載要項」見直しを実施、秋葉副部長に提出、

次回の師長会で報告予定 

・ISO 文書の看護業務標準基準の更新のための見直しを各委員会に依頼、作業状況の確認 

④委員会活動の効率化を図る 

・Teams を活用し、事前の予定を連絡、作業内容によって少人数に分かれて効率をはかれるような工夫をし

ている 

 

◇看護記録・パス委員会 

＜委員会目的＞ 

看護の質の維持・向上と看護記録の統一・効率化を目指し、看護記録の検討・改善・推進を図り看護記録管

理を行う 

 

＜２０２０年度 年間目標＞ 

１）看護必要度Ⅱの概念・概要を理解し、必要度評価における看護記録の徹底ができる 

①必要度研修の開催 

②看護必要度監査の実施 



２）ナーシングパスの定着と拡大 

① ナーシングパスの作成 

② ナーシングパスの運用状況確認 

３）看護記録監査システムの見直しを図り、記録の統一・効率化を図る 

①形式的記録監査ガイドの見直し 

②形式的記録監査の実施 

 

＜年間評価＞ 

１）看護必要度Ⅱの概念・概要を理解し、必要度評価における看護記録の徹底ができる 

①委員会スタッフ全員が「重症度、医療・看護必要度評価者院内指導者研修」を受講し資格取得。研修方法

を検討し新たな手法にて 9/19 業務小委員会メンバーに対して研修開催。今回インターネット配信教材を用

いて、その解説をしながら研修実施した。受講された業務小委員会メンバーを中心に、そのインターネット

配信教材を用いて研修を開催してもらった。 

②9月委員会メンバーにて必要度監査実施。その後監査結果をフィードバックした。2 月に第２回目の監査

を実施する予定。 

③入院料 1 必要度Ⅱの基準該当患者割合は、4月のみ 28.5％と 29％を下回ったが、それ以外はクリア。4月

～12 月基準該当患者割合は 33.1％と満たしている。 

２）ナーシングパスの定着と拡大 

①新規に８つ（SAS、肺ガイド下生検、気管支内視鏡検査、骨盤臓器脱 LSC、骨盤臓器脱 TVM、脊髄造影、尿

失禁、mECT）作成した。今後も計画的に作成していく。 

②運用状況の確認を２月に実施する予定。その後結果を各病棟へフィードバックしていく。 

３）看護記録監査システムの見直しを図り、記録の統一・効率化を図る 

①形式的監査ガイドの見直しを行い 9/19 業務小委員会メンバーに対してアナウンスした。資料はメモ付き

のパワーポイントを配布し、効率的かつ統一した情報共有を行えるようにした。2 月の主任会においても、

記録についてのレクチャーを実施する予定。 

②10 月に形式的記録監査実施し、11 月には各病棟へフィードバックした。２月～３月に第２回目の監査を

実施する。 

 

全体的に、2月・3 月に予定されていることが実行できれば、目標は達成される。 

今年度は、「統一・効率化」をキーワードに取り組んでいる。会議では毎回その日の課題や達成目標を示し、

全体的な周知・検討事項を実施したのち、チーム毎に活動していった。これにより、各チーム・各個人に責

任を持って取り組んでもらうようにした。終了時間はその日にもよるが、15:30 位に終了できることもしば

しばあった。Teams も活用されている。 

次年度は、ナーシングパスの更なる拡大と運用の常態化と、JCI 更新に向けた取り組みを重点的に実施して

いく。 

 

＜チーム編成＞ 

看護必要度・CIS チーム；吉野師長（L）、渡邉主任、髙山主任 

クリティカルパスチーム；村川師長（L）、利田、畑中主任、新井 

形式的記録監査チーム；北浦師長（L）、石田主任、粕谷 



 【看護必要度・CIS】 【パス】 【形式的記録監査】 

6 月 看護部長より委員会開催にあ

たり今年度の目標、活動内容

検討 

看護部長より委員会開催にあ

たり今年度の目標、活動内容

検討 

看護部長より委員会開催にあ

たり今年度の目標、活動内容

検討 

7～8 月 必要度院外研修参加 

研修資料改訂 

必要度監査実施 

パス委員会と連携し

課題に取り組む 

 

形式的記録監査ガイド見直し 

形式的記録監査ガイド改訂 

9 月 業務小委員会対象必要度研修

実施（9/19） 

 形式的記録監査実施 

 

10～11 月 監査集計・結果提示 パス作成 監査集計・結果提示 

12～1 月   監査ガイド見直し 

2 月 必要度監査実施 運用状況確認 形式記録監査実施 

3 月 必要度監査結果提示 

年度末評価、次年度活動内容

抽出 

運用状況確認結果提示 監査集計・結果提示 

 

◇企画委員会  

 

 

  



◇ＮＣＫＣ委員会 

  

 

◇看護業務小委員会 

予定日 予定内容 実施内容 出席率 

第１回 

6/20 

・看護部長より 

・腰痛予防レクチャー 

リハビリＰＴ石川さん 

・今後の予定 

＊看護部長より 

＊腰痛レクチャー：リハビリ石川副主任 

＊今後の予定 

34/35 名 

97% 

＋Ｃ２Ｆ 

第２回 

7/18 

・身体拘束しない看護 ＊身体拘束しない看護：秋葉 

 身体拘束について 

院内身体拘束検討委員会について 

ユマニチュードについて 

32/35 名 

91% 

第３回 

9/19 

・重症度、医療看護必要度レク

チャー 

看護記録パス委員会より 

＊形式的記録監査Ｑ＆Ａ 

看護記録パス委員会 

＊重症度、医療看護必要度について 

32/35 名 

91% 

＋Ｃ２Ｆ 

第４回 

10/17 

・せん妄予防レクチャー 

専門認定看護師会より 

 

＊せん妄予防レクチャー 

集中ケア認定看護師（ＩＣＵ：久保ナース） 

 「身体抑制の低減に向けたせん妄対策」 

＊臨床検査室レクチャー 

32/35 名 

91% 

＋Ｃ２Ｆ 



 栗原副室長・野村主任・岩嶋主任 

 再採血依頼数及び要因 

 検査Ｑ＆Ａ 

 採血時の注意点 

第５回 

11/21 

・画像診断室レクチャー 

画像診断技師さん 

＊画像診断室レクチャー 

 一般撮影、ＭＲＩ、ＰＥＴ-CT、放射線センター 

 

32/35 名 

91% 

＋Ｃ２Ｆ 

第６回 

12/19 

・ＰＩＣＣ管理について 

ＰＩＣＣチームより 

・退院支援実践報告 

入退院支援、在宅療養支援

委員会より 

・プレゼンテーションについて 

専門認定看護師会より 

＊ＰＩＣＣ管理について 

PICC チーム（佐久間ナース） 

＊退院支援実践報告 

入退院支援、在宅療養支援委員会 

＊プレゼンテーションについて 

専門認定看護師会（奥脇師長） 

 

 

27/35 名 

77% 

第７回 

1/18 

 

 

プチプレゼン準備作業（個人作業） 

 

 

第８回 

2/20 

・各部署取り組みプレゼン ＊パワーポイント作成しての発表予定 

 

 

 

◇教育委員会 

目的：看護職員に必要な知識・技術・態度を深めるために、院内での教育の企画・実践・評価をする。 

目標: 

１．2020 年度看護部継続教育の研修担当を担い、実践・評価をする。 

２．グループ活動を通して、看護部に所属する看護職員への教育に活かす。 

グループ活動：４テーマ（６名構成） 

１G:続編 研修後の学習成果－2019 年度･2020 年度－研修の学習成果を評価する。 

２G:続編 リーダー業務開始基準シートの活用後の育成と成果を追跡する。 

３G:新規 ２年目の教育支援－教育的支援対策を立案する。 

４G:新規 主任教育の企画－主任の管理実践に役立つ研修を企画する。 

（全体） 講師からの意見や研修後アンケート結果より、研修評価を行う。  

次年度の教育計画の企画や提案をする。 

 

活動計画：第２・４週（水曜日）１４：００～１６：００（時間で終われるように調整） 

日程 概要 グループ活動 

6 月 10 日，24 日 丸山看護部長、安田教育副部長より 

教育委員会の活動、研修担当決定 

グループ活動のテーマについて 

 

GW メンバー決定 

活動目標 

7 月 08 日，22 日 研修報告、進捗状況確認 GW 活動 



8 月 26 日 研修報告、進捗状況確認 GW 活動 

9 月 09 日，23 日 研修報告、進捗状況確認 9/9 中間 活動発表 

10 月 14 日，28 日 上半期評価、研修報告、進捗状況確認 GW 活動 

11 月 11 日，25 日 研修報告、進捗状況確認 GW 活動 

12 月 09 日，23 日 研修報告、進捗状況確認（計画修正） GW 活動 プレゼン討議 

1 月 13 日，27 日 研修報告、進捗状況確認 GW 活動評価、プレゼン討議 

2 月 10 日，24 日 2/10 年間評価、研修評価 年間評価発表 

3 月 10 日，24 日 次年度の教育計画(案)  

 

活動報告：（ ）該当の研修項目数を示す 

■年度の研修実績:total（41 項目中 5項目未） 

レベルⅢ（3）,レベルⅡ（9）,レベルⅠ（12）,PSA・PSR（8）,トピックス（2）,コース研修（7）看護管

理コース 18 名・看護教育コース 17 名,薬学コース（Stream 視聴）→200 名視聴 各 12 名程度 

COVID-19 対応（健康管理の確認、着座配置、マスク着用、手指消毒等、研修方法の変更と工夫）に準じて

研修を遂行し、研修後に健康面に関する不調者はいなかった。 

研修満足度アンケート 

年間の研修満足度を調査し全項目終了後に評価予定。（満足度集計 小数点第 1切り捨て） 

レベル別満足度：レベルⅢ90.2%,レベルⅡ90.5%,レベルⅠ92.4％, PSA/PSR87%,コース 93.5%(2/5 現在) 

 

■グループ活動実績 

１G: 研修の学びをどのように看護実践や後輩の指導に活用できているか。 

研修後の学習成果を評価 →アンケート調査 ｢自己の学習成果を振りかえる｣ 

アンケート調査票作成と実施；2019 年度 研修項目①②③いずれかに参加した 56 名を対象 

①フィジカルアセスメント（肺・胸郭・循環）②フィジカルアセスメント（脳神経・腹部） 

③急変予防-応用編-  Forms 形式で 2020 年 10 月 19 日～31 日実施。 

結果･考察：56 名全員(100％)が研修の学びが実践に活かされていた。しかし、部署での勉強会などの開

催は 2 割に止まり、後輩の指導には活用できていなかった。その理由に、アウトプットする機会がなかっ

たとしている。これは、研修後に部署でのフォロー体制の調整をする必要があった。また、研修後のフォ

ロー体制を含めて教育委員会と教育担当者会（教育担当者）の調整が必要、次年度の課題として提案する。 

提案）受講者による現場教育など（勉強会等）が提供できるように研修と研修後のフォローをセットで組

み込めるように部署毎に教育計画できるとよい。 

※詳細は、別途に教育検討会・教育担当者会にて報告会を実施。 

 

２G: リーダー業務開始基準シートの活用後の育成と成果を追跡- 

リーダー業務開始基準シートの活用者を対象にアンケート調査実施（9/15～9/30） 

概要：全部署を対象に、2019 年 4 月～2020 年 8 月末に業務リーダートレーニング開始基準シートの活用

状況とその後のリーダー業務遂行を把握する。 

活用者とは：①指導者（9/15～9/22）と②評価を受けた者（9/15～9/30） 

結果：①39 部署のうち 39 部署回収（回収率 100％） 

 



②シート活用 30 部署 101 名（回収率 100％）←事前調査で人数把握 

経験年数 3 年目 36％、4年目 46％ 全体の 8割を占めていた。 

成果：基準シートに沿って評価、承認後、1 週間～2 週間には業務リーダートレーニングを開始してい

た。更に、2020/9 現在でトレーニングを終えた者は 82 名(19 名トレ中)で 81％の達成率であっ

た。そのうち、実際に業務リーダーを 81 名、99％の方が開始されていた。 

業務リーダートレーニング開始基準シートの活用によりリーダー業務者が増えた。また、シート

の活用により、PDCA サイクルが回り指導者とトレーニング対象者に有効な効果があった。一方で、

未だにシートの理解の不一致による意見があった。シート活用は、業務リーダートレーニングの

前段階であることを周知する。 

※詳細は、別途に教育検討会・教育担当者会にて報告会を実施。 

３G: 2 年目看護師への教育的支援について検討 

テーマ決定｢2 年目看護師に必要な研修企画案（項目抽出と研修方法）｣ 

検討材料：2019 年度の学習ニードの調査、2020/9 月主任会にて各部署における 2 年目教育支援の実態把

握、ヒアリングを実施、卒後 2 年目看護師を対象にした文献検索 

結果：2 年目の教育的支援では、卒後教育研修で 2 年目看護師対象に急変予防とフィジカルアセスメント

を合わせた研修企画案を提出（採用確定は未）。 

４G:  主任教育の企画－マネージメントラダーに沿った研修企画案を検討 

検討材料：OJT、看護部継続教育計画、ナーシングスキル動画項目、継続学習センター研修計画を参考に必

要な研修項目等を抽出。既存の研修とＯＪＴを整理する。 

結果：日々の管理経験を振りかえることが大切→リフレクションマネジメントに注目する。 

研修企画案を提出（採用確定は未）。 

 

■教育担当者会へスタッフ教育の浸透 

 ・新人ラウンド面接の結果報告（注目は先輩との指導場面で苦慮した事例）、第 2 回開催で｢アサーティブ

コミュニケーション｣動画を視聴し、自分も相手も大切にするアサーティブコミュニケーションの意義

と重要性について学習した。スタッフ教育する者として、これらのスキルを知ることで、スタッフへの

学習の動機づけを図った（4 シリーズ構成、各部署学習会の教材として導入）。 

 ・キャリア支援への取り組みとして、特定行為看護師 2 名に｢特定行為研修を受講して｣と題してプレゼン

テーションしてもらった。 

  ・グループ活動結果（1G・2G）をプレゼンテーション、次年度 各部署スタッフ教育計画の推進。 

 

◎次年度に向けた課題 

総評：研修を受けた者が各部署へのスタッフ教育まで浸透できていない現状がわかり、研修後のフォロー

アップも含めて評価する、年度初めに継続的な教育計画立案の必要性と、下部組織である教育担当者会の

充実と連携の強化が重要であることを共有した。 

・教育委員会と教育担当者会との連携：スパイラル学習への強化と協力ＯＪＴ、Ｏｆｆ-ＪＴ 

・グループ活動結果（1G・2G）より、各部署へのスタッフ教育の浸透を支援する。 

・研修企画（案）の実装〈主任研修、2年目看護師研修〉 

・各部署での教育計画｢看護部継続教育計画｣を年単位で計画してもらえるように推進する。 

 



 

◇看護診断委員会 

看護診断委員会活動目的： 

患者・家族が参加し、医療者が共有し、継続して実践に使われる看護過程を目指す。そのために、疾患別看

護計画・標準看護診断・個別看護診断を活用し、看護の質を向上させる。 

 

目標 アクションプラン 評価 

1,看護計画に

基づいた質の

高い看護サー

ビスの提供が

できる。 

 

①３つの看護過程が理解、

活用できるよう研修内容の

検討をグループに分けて計

画・実施する。 

②質的評価方法を再度検

討・実施する。 

③症状別看護計画（手術療

法・化学療法・放射線療

法）の作成、検討 

 システム室（CIS での表記

方法）との連携 

①『看護過程実践演習』の研修を新規に計画し、実施した。

研修後のアンケートでは、どの研修も 90％前後と高かっ

た。 

②質的評価方法を検討し、実施した。1 回目の結果から３

つの看護過程展開の使い方が浸透していないという結果

であった。2月に 2 回目を実施している。 

③の症状別（治療別）看護計画の作成は未作成。2020 年度

以来した標準看護計画がアップされた。 

◆研修では、3 つの看護過程の内容を含めた研修を実施し

ている。しかし、研修対象者が新人・2年目 NS がほとんど

であり、記録監査結果と比較すると、研修効果が低かった

かもしれない。病棟内の浸透が課題となる。 

2,人材育成：

看護診断委員

のプレゼンテ

ーション・指

導能力向上 

 

①委員会メンバー年数に応

じた研修講師経験を積む 

②CASⅢ認定率の向上 再

チェレンジ者の認定率 

50% 初回チャレンジ者 

50% 

 評価者および所属長への

支援（記録未記載時助言、

公平性については検討中） 

 

①委員会メンバーの研修講師担当は実施できた。新規の研

修を実施したことで、さらにファシリテーションの機会が

増えメンバーが実施できた。 

②CASⅢは、年間 42 枠あり 24 名のエントリー、4名キャン

セル。キャンセル理由は体調不良、業務負荷によるリタイ

ヤ。CASⅢ再チェレンジ者の認定率は、8 月は 100%であっ

た。12 月までの評価は、50%であった。 

◆委員会メンバーの講師担当、ファシリテーション能力は

機会が増えたことや実施状況をみると向上している。診断

委員の CAS 評価については、個々で看護展開を考えながら

また、評価者同士ですりあわせ検討評価していることから

指導能力も一定までは到達していると評価できる。 

CASⅢチャレンジ者は、年間 42 枠中 24 名のエントリーで

あった。CASⅢ評価枠を検討する必要があるか。または、応

募方法の検討が必要である。CAS チャレンジできるような

サポート体制の検討。 

3,働き方改革 

 

①委員会活動内容の負担軽

減を検討する。 

①委員会開催は、月 3 回であるが、1 時間の短時間の開催

等実施した。 

委員会の活動内容の負担軽減は、グループ分けなど内容を

分担することで軽減できた。 



◆委員会の活動内容は、大きく分けて研修担当と記録監

査、CAS 評価となっている。研修準備や記録監査準備に前

期はほとんど費やしている現状である。準備にかかる業務

の効率化を検討していく必要がある。委員会開催日を月 3

回としているが、月の開催回数の見直しができるか検討し

ていく必要がある。看護の質向上にむけた記録改善、疾患

別や治療別（化学療法・手術療法・放射線治療など）浸透

できるような取り組みを検討していく必要がある。 

 

４． 専任看護師活動報告  

 

 

  



４． 業績  2020 年度業績報告   対象期間：2020 年 4 月～2021 年 3 月末日     看護部 

氏名 学会名/講演会名／テーマ 開催日 開催地 

田嶋 ひろみ 

 

 

 

 

田嶋 ひろみ 

 

 

 

〇伊澤 真奈 

平野 美樹 

 

佐々木 肇 

 

 

 

伊藤 優 

 

 

平野 美樹 

 

 

 

平野 美樹 

 

 

 

 

小倉 美輪 

 

 

 

光永 昂輝 

 

弘中 香純 

 

渡辺 文恵 

第 17 回日本循環器看護学会学術大会 

「心不全増悪を繰り返す高齢者へのエンド・オブ・ライフに向け

た訪問看護師の援助 －その人の価値観に視点をおいた介入を

振り返る－」 

 

第 10 回日本在宅看護学会 

「脳梗塞独居患者の自宅療養継続の希望を叶えるための支援 

―肺炎・尿路感染再発予防に向けた多職種間の工夫と協働―」 

 

末期心不全患者と家族に対する緩和ケア介入事例 

～本人と家族の希望を実現するために～ 

 

令和２年度 亀田医療大学 研究交流会／ 

「補助循環装置抜去後の透析用漏洩検知器使用による 

 出血の早期発見」 

 

第 36 回日本脳神経血管内治療学会学術集会 

「急性脳血栓回収療法における院内救急救命士の役割と効果」 

 

第 17 回日本循環器看護学会学術集会 

教育セミナー演者 テーマ：「虚血性心疾患」（オンデマンド配

信） 

 

日本心臓リハビリテーション学会第 5回関東甲信越支部地方会 

シンポジウム 5 『高齢心不全患者の地域・病診連携』 

テーマ： 

「心不全患者とその家族を支えていくための看看連携を考える」 

 

第 38 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会学術集会 

協賛セミナー講演 

「オストメイトにやさしいエクササイズ ～me+リカバリー」 

 

小児看護学  演習（亀田医療大学） 

 

小児看護学  演習（亀田医療大学） 

 

小児看護学Ⅲ 医療的ケアが必要な子どもと家族 

2020/10/10・11 

 

 

 

 

2020/11/14・15 

 

 

 

2020/10/10・11 

 

 

2021/3/15 

 

 

 

2020/11/20・21 

 

 

2020/10/10 

～10/25 まで 

 

 

2020/11/28 

 

 

 

 

2021/2/27 

 

 

 

2020/6/19/26 

 

2020/7/3/10 

 

2020/11/1 

京都＋Web 

 

 

 

 

ｗｅｂ 

 

 

 

京都＋Web 

 

 

鴨川 

 

 

 

京都+Web 

 

 

京都＋Web 

 

 

 

群馬＋Web 

 

 

 

 

福岡+Web 

 

 

 

鴨川 

 

鴨川 

 

鴨川 



 

 

 

松崎 晃子 

 

 

岩澤 れい子 

 

 

 

太田 のぶ子 

 

 

 

 

脇坂 芳子 

 

 

 

 

栗原 千沙登 

 

太田 のぶ子 

 

鈴木 とも子 

 

脇坂 芳子 

 

吉澤 実穂 

小児看護学Ⅲ 障害のある子どもと家族の看護 

（亀田医療技術専門学校） 

 

成人看護学 IV （亀田医療技術専門学校） 

乳癌の診断から治療と看護 

 

介護職員初任者研修（千葉県立長狭高等学校） 

 『医学的側面から見た認知症の基礎と健康管理』 

 

【思春期教室】 

長狭学園中学 3年生 

鴨川市立安房東中学校 3年生 

鴨川市立鴨川中学校 3年生 

茂原市立豊岡小学校 5年生 

 

長狭学園中学 3年生 

鴨川市立安房東中学校 3年生 

茂原市立豊岡小学校 5年生 

 

【助産学科特別講義】 

産痛緩和 

 

吸引分娩 

 

産褥 1ヶ月健診 

 

産後家庭訪問 

 

社会的ハイリスク妊婦 

2020/11/27 

 

 

2021/2/15 

 

 

2020/9/17 

 

 

 

2020/11/.2 

2020/11/.27 

2020/12/11 

2020/12/17 

 

2020/11/.2 

2020/11/27 

2020/12/17 

 

 

2020/6/15 

 

2020/6/17 

 

2020/6/18 

 

2020/6/19 

 

2020/6/23 

 

 

 

鴨川 

 

 

鴨川 

 

 

 

鴨川市 

鴨川市 

鴨川市 

茂原市 

 

鴨川市 

鴨川市 

茂原市 

 

 

鴨川市 

 

鴨川市 

 

鴨川市 

 

鴨川市 

 

鴨川市 

氏名 発表誌名（出版社）／テーマ 巻 発行年・月 

平野 美樹 

 

 

 

久保 成輝 

 

 

 

 

日本循環器看護学会誌 Vol.16 No.1（株式会社 メディカルドゥ） 

「生きる希望を失くした患者と 

 一日でも長く生きて欲しいと願う家族への意思決定支援」 

 

これならわかる！呼吸器の看護ケア-呼吸生理の基礎知識から疾

患の治療、ケアまで-（ナツメ社） 

・COPD の治療と看護ケアとは？ 

・CO2 ナルコーシスの治療と看護ケアとは？ 

・肺気腫の治療と看護ケアとは？ 

Vol.16 No.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/10/28 

 

 

 

2021/1 

 

 

 

 



 

池田 晴美 

 

 

 

木村 奈津子 

 

 

小渕 真理 

 

 

竹内 涼子 

 

 

 

田嶋 ひろみ 

 

 

飯塚 裕美 

 

飯塚 裕美 

 

 

 

一島 栄美子 

 

看護人材育成（日総研） 

｢新人ラウンド面接｣で新人のメンタルヘルス不調を早期発見・ 

早期対応～所属部署上司との｢ラインケア｣にも効果 

 

地域包括ケアシステムの基礎的理解と実践（翔雲社） 

「終末期高齢者夫婦が共に 後の時間を過ごすための支援」 

 

地域包括ケアシステムの基礎的理解と実践（翔雲社） 

「初めての小児訪問看護～小さな命が教えてくれたこと～」 

 

地域包括ケアシステムの基礎的理解と実践（翔雲社） 

「 後の時を過ごす家族 

～がん終末期にあるＡ氏への訪問看護かたの学び～」 

 

地域包括ケアシステムの基礎的理解と実践（翔雲社） 

・「終末期高齢者夫婦が共に 後の時間を過ごすための支援」 

 

救急・集中治療における緩和ケア（医学書院） 

 

管理者としての成長・キャリアを意識させたかかわり～主任マネ

ジメントラダーへ自発的に挑戦できるようにするために～（月刊

誌ナースマネージャー） 

 

赤ちゃん成育ネットワーク会報/背中を押してくれたお母さんた

ちの言葉 
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2020/10/31 
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文責者 副部長  神作聖美 

 

 


