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 はじめに  

 
我が国の医療現場は、医師や看護師などの医療人材の不足や、医療の高度化、 

急速に進む高齢化など、多くの困難な課題にさらされています。 

筑波大学附属病院では、こうした状況下でも、 

患者さんが安心して医療を受けられるよう、 

多職種が協働する“チーム医療”を推進しております。 

 
本院の取組みは高い評価を受け、平成 23 年度の文部科学省大学改革推進事業 

「チーム医療推進のための大病院職員の人材育成システムの確立」 

に採択されました。 

本冊子では、チーム医療を担うスタッフの教育に取り組んだ、 

筑波大学の「患者中心の医療を実践する人材育成の体系化事業 

についてご報告いたします。 
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今、「チーム医療」の実践が求められています。

診診診診　診　診　診診診診診　診

「チーム医
療」とは、

一人ひとりの
患者さんに

対し、

各分野の専
門家が連携

しながら

治療を行う
ことなんだ。
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 取組みの記録  

「医療チームのポスター展―日本の医療を支えるチームと仲間達―」 
（平成 25 年 11 月 1 日～）の各チーム・教育プログラムポスターより 

 
 
 
  

偶数月
【お茶会】
手作りおやつと飲料の提供、親子で参加。
参加人数平均約３０～４０人。
スカイラウンジの活用、院内学級の授業と協同。
１０月はハローウインの開催にあわせておやつ作りを実施。

こどもの食育支援チーム
＜目的＞
入院生活を送るこどもの、食事環境の変化、治療による味覚・栄

養状態の変化に対し維持・改善を図り、成長発達期にあるこどもに
対して、食育に考慮した病院食を提供することで、社会性を含めた
成長を支援する。

奇数月
【食育バイキング食】
食事内容の選択、家族・病棟スタッフ・
他コメディカルと共食。
参加者数は、患児・家族平均約４０人、職員２０名。
食事時間内に月毎の担当コメディカルからの
食育を実施。
調理師の病棟での直前調理・料理提供の
実施。
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造血幹細胞移植チーム

造血幹細胞移植は、血液疾患に対し、化学療法だけでは治せない患者さんに有効な
治療として数多く行われています。

当院血液内科の骨髄移植は１９８９年に第一例が行われ、２０１３年１２月現在までに、骨
髄移植・末梢血幹細胞移植・臍帯血移植を含め295例の同種移植が実施されました。

2013年は、骨髄移植／１7例 ・ 末梢血幹細胞移植／7例 ・ 臍帯血移植／10例が実施
されています。

しかしながら、移植は合併症などを伴う大変つらい治療でもあります。移植チーム
は、多職種のメンバーでチームを組んで、互いに連携・補完し合い、患者さんの状況
に的確に対応した医療を提供することを目指しています。

チームメンバー

☆血液内科医師
☆看護師
☆リハビリテーション部

（医師・理学療法士）
☆歯科衛生士
☆薬剤師
☆管理栄養士
☆臨床心理士
☆移植コーディネーター

造血細胞移植チームの活動

けやき６東病棟にて、移植チームカンファレンスを週1回実施し、患者さん・ご家族の日常の治療上、生活上の
問題やケア方針について検討しています。職種を超えて意見交換をすることで、医療の質の向上を図って
います。

薬剤師
患者さんの状態に合わせた
薬剤の提案

臨床心理士
病気や治療に伴う不安
などへのサポート

移植コーディネーター
移植医療が円滑に行われるための
患者支援や関連機関との調整

理学療法士
長期入院における筋肉低下防止
のための運動指導

管理栄養士
食欲不振、口腔内炎症時、味覚障害の際などの
栄養の経口摂取のサポート

歯科衛生士
口腔内の感染予防のための口腔ケア指導
口腔内疼痛時の管理

本チームでの医療専門職の役割を
ご紹介します。

学会発表
テーマ：2011年度『無菌室での面会制限の緩和が患者に及ぼす影響』

2012年度『GVHD予防薬としてMMFを用いる事による造血幹細胞移植後の患者QOLの改善』
2013年度『リハビリテーション施行向上につながる多職種チームの連携と看護介入方法の試み』
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管理栄養士が中心となった
患者のQOL向上チーム

「管理栄養士が中心となった患者のQOL向上チーム」では、様々な疾患の患者さんのQOL
（Quality  of  Life）向上を目指した活動を行っております。ここでは、「チームIBD」との
共催で実施している『IBD患者さん向けの料理教室』についてご紹介いたします。

IBD（炎症性腸疾患）とは？

料理教室が対象としたIBD（Inflammatory Bowel Disease=炎症性腸疾患)は、
潰瘍性大腸炎とクローン病という、主に消化管に炎症を起こす原因不明の疾
患の総称です。若い方がなりやすく，病気が良くなったり悪くなったりを繰り返
すため，長期にわたる治療が必要と言われています。IBDは薬だけでなく、食
事療法も重要な治療法で、寛解期と呼ばれる症状のない状態を長く維持する
ことが目的となります。

筑波大学附属病院の「チームIBD」は、IBD患者さんのサポートを目
的に平成22年から活動しており、患者さんやご家族にさまざまな情
報や知識を提供しています。これまでも勉強会やお料理教室を開き，
参加者から好評を得ています。

この料理教室は、平成23年に発足した「管理栄養士が中心となった
患者のQOL 向上チーム」が、「チームIBD」とタッグを組んで実施して
いることから、運営スタッフが、医師、看護師、管理栄養士、調理師、
社会福祉士と多職種に渡り、多面的なサポートを行えるメンバー構
成となっているのが特徴の１つです。

多職種スタッフで
患者さんとご家族を支援！

料理教室の

プログラム（例）

♪ ミニレクチャー
♪ 調理のデモンストレーションと実習
♪ 栄養士による料理選択のアドバイス
♪ 料理選びと試食・情報交換

料理選択の演習では、
管理栄養士が各参加者に
きめ細かくアドバイス。

心強いです♪

参加者に自分の体調にあった食事
の選び方とその調理方法について
学んでもらうことで、
栄養状態の改善や
適切な栄養状態の維持を
図ります。

IBD（炎症性腸疾患）
患者さん向けの料理教室

和気藹々の調理実習

この回の献立は、豆腐ハ
ンバーグ、棒々鶏風、鮭
のムニエル、マグロカツ、
ミモザサラダ、ゆで野菜
カレー風味、エビ団子の
スープ、ヨーグルトムー
スです。栄養価と食味、
彩りにも配慮されたもの
になっています。

前回実施時のポスター

パンは、種類によって
脂肪の量がだいぶ違います。

体調に合わせて、
うまく選んでくださいね。

揚げ物もオーブンを使えば、
ぐっと脂肪を押えられます。

レパートリーが

広がりますね。

選んだ料理を囲んで情報交換。
試食しながらなので、

具体的なことを相談しやすい
雰囲気です。
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新たに生じた課題

ＤＰＣ検証チーム

<導入前>

<導入後>

DPC検証室

退院後の検証だと
未収金に繋がりやすい？

医師はDPCについて
どのくらい知っているのか？

DPC検証を開始してから
1年以上経過するが、
月ごとの変更件数に
差が見られない

検証中に照会が
みつかることも多い

検証システムを導入し、容易に分岐の誤りを発見することが
可能になった。しかし、DPCのコーディングルールには、K569体
外ペースメーキング術などの例外ルールも少なくない。このよ
うな分岐はシステムでは自動で「分岐あり」と表示されるので、
全てをシステムに頼るのではなく自身の目で見て確認すること
が、さらなるDPC請求精度向上へと繋がる。

医療資源最多投入病名においても、システムで判断された結
果を踏まえ、明確でないものも医師に確認することにより、適
切なコーディングを心がけている。

★院内での教育・指導

分岐間違いの傾向、変更が多い診療科ま
たは 疾患などの注視すべき点を明確にし
ていき、請求担当者・医師への意識づけに
繋げ、今後変更や返戻が少なくなるように

働きかけることが必要！

★出来高（医科点数表）の検証

DPCの包括部分の精度だけではなく、

出来高部分も絡めた診療報酬請求全体の
精度向上も検討していくべきである！

医療の質の向上を目指したシステムを
継続的に見直していくことにより、

より信頼性の高い医療サービスを提供できるよう
より一層努力していきたいと考えております。

業務分担の見直しを行い、DPC検証業務に特化することにより
適切なDPCのコーディング・請求へと繋げていくことを目的に

平成23年10月に運用を開始しました。

二度手間ではないか？
変更の有無がすぐに

把握できない

DPC
精度向上

医師

事務
①同じ目的をもち、

②互いの情報を共有し

「グループではなくチーム」

③協力し合う
ことが大切である。

請求ルール
ICDコーディングルール

医療行為の整合性

看護師

薬剤師 同じものを目指し
協力することで
前に進める

DPCチームによるDPC検証を目指していく

●一週間ごとの退院患者さん
●DPC特定入院期間越えの患者さん（月末）
●入院中の患者さん（翌月初め）

検証システムが様式1・EF・Dファイルより
医療資源最多投入病名を判断し

検証結果に基づき
DPCの最医療資源投入病名、
DPCの分岐情報の再検証を行う

その患者さんの治療は医師にしか分からないので…

最終決定は医師に委ねる！

検証内容

ICD除外項目
（（平滑筋肉腫⇒

後腹膜平滑筋肉腫））

医師からの問い合わせ
（（肺炎の症例は赤字が
多いから検証して！））

請求担当者からの
問い合わせ

（（Ｂさんが退院する前に
検証して））

予想外のもの

入院診療費の計算方法で、
Diagnosis（診断） Procedure（手技）
Combination（組合せ）の略。

病気の種類と診療内容によって分類
された区分に基づいて、国の定めた
１日あたりの定額部分と出来高部分
を組み合わせて計算する方式。

ＤＰＣとは

１入院当たりの、人的・物的に医療資源
を最も投入した傷病名を、１つだけ主治
医が選択する。

ＤＰＣにおける
傷病名の決定方法

医療を最も投入した病名
D380 喉頭腫瘍

Ａさん 10/23～入院中

～検証にて～

今月中に入院期間を越えてしまう
患者さんであり、システムが判断し
た最医療資源投入病名不一致

9月中旬より、嗄声、咽頭痛自覚
10/19 ××クリニック受診

喉頭腫瘍疑い
10/23 当院紹介受診

ファイバー施行
気道狭窄のおそれあり、入院
緊急気管切開・腫瘍生検

10/29 病理結果
高分化型の扁平上皮癌

11/15 術前ＴＡＲ療法開始

サマリーより

医師に確認し、

喉頭癌に変更！

結果、34,868点
の変動があった

このように入院時につけた病名のまま
請求してしまっているケースも少なくない
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多職種連携新人研修
―『多職種コミュニケーション』―

筑波大学附属病院では、これから同じ職場で働く仲間との
職種をこえたコミュニケーション、人間関係の構築を目的として、

多職種との意見交換を体験する、新人職員合同研修『多職種コミュニケーション』を実施しています。

筑波大学附属病院では、毎年200名前後の新人職員を迎えています。これまでも

年度の初めに全員を集めてオリエンテーションを行っていましたが、参加型プログ
ラムが無く、せっかく集まった同期のスタッフが、同じ場に居ながら直接言葉を交わ
すこともなく、それぞれの職場にわかれていました。

病院の職員は、職種が違うと勤務シフトが違う等の事情もあり、仕事が始まると同
期全員が集合することはできません。

そこで、平成24年度のオリエンテーションからは、新人職員合同研修会、『多職種

コミュニケーション』を始めました。その日初めて会った様々な職種の新人職員が
共に話し合うグループワークは、多くの先輩教職員のファシリテートで開始されま
す。

約200名の新人職員が参加するオリエンテーション

23%

51%

16%
10%

研修参加者の内訳

研修医（医科・歯科）
看護師・助産師
その他の医療専門職
事務系職員

グループワークを
見守る先輩教職員

成果報告では、多職種でのチームワークや
信頼関係はどうすれば構築できるか、

そしてそれをどうやって
患者さんのために活かすのか、

といったテーマが多く発表されます。
医療チームの力強い仲間として、

スタートラインに立ったことを実感する
『多職種コミュニケーション』研修です。

中心となるのは、
多職種混成の

6～8名が1つの
グループになり、
映画のワンシーン
を観た後に行う

グループワークです。

研修参加前には
約4割の新人職員が、

異なる職種間で
話し合った経験が
ないそうです。

この研修で、色々な
職種の人がいて

１つの医療チームが
形作られることを
実感します。

グループワークの成果報告書作成も協働で
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筑波大学附属病院 薬剤師レジデントプログラム

プログラムの1年目は基本業務の習得を目的としており、調剤室、薬務室、外来化学療法室、病棟（小児、集中治療、産
科）をローテーションした（図1）。2年目はチーム医療に関わる専門研修であり、外来化学療法・試験製剤、集中治療、血液
内科・小児、循環器内科・脳外科の病棟からレジデント自身が選択できるプログラムである。プログラムには、実地研修以
外に、講義等への参加（薬剤部セミナー：22回、研修医向けのレクチャー51回）や配属された部署で出される課題（25～37
回）も課せられている（表1～3）。勤務・待遇については表4に、1年目の修了式と修了証書を写真4、5に示した。

レジデントプログラムの概要

筑波大学附属病院では、2012年4月よ
り薬剤師レジデントプログラムを導入し、
4名の薬剤師が参加した。本プログラム
は、病院薬剤師としての基本業務を習
得する傍ら、医療チームに参加し薬物療
法における専門性を高めることを目的と
した２年間の研修である。

本プログラムの内容について紹介する
とともに、1年目に行われたプログラム実
施状況についてまとめたので報告する。

はじめに

前半後半前半後半前半後半

午前 調剤 調剤 薬務 外ケモ 小児 小児 産科 産科 外ケモ

午後 調剤 調剤 ＩＣＵ 調剤 調剤 調剤 薬務 薬務 調剤

午前 薬務 薬務 小児 小児 薬務 外ケモ 外ケモ 薬務 産科

午後 薬務 薬務 調剤 調剤 調剤 調剤 調剤 ＩＣＵ 薬務

午前 調剤 薬務 産科 産科 外ケモ 薬務 薬務 外ケモ 小児

午後 調剤 薬務 薬務 薬務 調剤 調剤 ＩＣＵ 調剤 調剤

午前 薬務 調剤 外ケモ 薬務 産科 産科 小児 小児 薬務

午後 薬務 調剤 調剤 ＩＣＵ 薬務 薬務 調剤 調剤 ＩＣＵ

外ケモ：外来化学療法室、ICU：集中治療室
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表1. 薬剤部セミナー*1（代表例）

No 開催日 タイトル 受講者
1 4月11日 米国の共同薬物治療管理業務（CDTM）について　他 A、B、C、D
2 4月25日 陽子線治療について　他 A、B、C、D
3 5月9日 MTX排泄促進薬glucarpidaseについて　他 A、B、C、D

4 5月23日
論文紹介：Short- Versus Long-Term Duration of Dual-

Antiplatelet Therapy After Coronary Stenting　他
A、B、C、D

5 6月13日
論文紹介：Pharmacokinetics of Levetiracetam during Pregnancy,

Delivery, in the Neonatal Period, and Lactation　他
A、B、C

*1: 2回/月、18:00から約1時間

表2. 研修医向けのレクチャー*2（代表例）

No 開催日 タイトル 受講者
1 7月3日 昇圧薬・降圧薬の使い方 A、D

2 10月2日 うつ病予防　～ストレス対処力と柔軟性～ A、B、C、D
3 10月12日 喘息のみかた A、B、D
4 11月9日 腎機能、尿検査異常と診断、治療 B、C、D
5 12月7日 血糖のコントロールについて A、B、C、D

*2: 6回/月、 19:00から約1時間、各診療科の教員が講義

表3. 課題一覧*3（代表例）

No タイトル 部署 受講者
1 睡眠薬の特徴 調剤室 C
2 アルブミン製剤の特徴 薬務室 D
3 鎮静薬の使用法と使い分け ICU B
4 オキサリプラチンによる血管痛の対策 外ケモ A
5 小児白血病の病態と治療法 小児 B
6 ラモトリジンの母乳移行性 産科 Ｄ

*3: 課題の解説、講義は業務時間中に行う。課題提出は1‐4週後。

表4. 勤務・待遇

勤務 週5日間（月～金曜日）、1日7時間（9:00～17:00）
年次休暇 夏季休暇、有給休暇（10月以降）
給与 時給1,220円、交通費と超過勤務手当が別途支給
宿舎 レジデント宿舎（医師用）の利用が可能（写真1、2）
居室 研修医室のデスクとロッカーが各レジデントに貸与（写真3）
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 ご挨拶  
筑波大学附属病院は、「良質な医療を提供するとともに、

優れた人材を育成し、医療の発展に貢献します。」を理

念に掲げ、この実現に邁進しております。2012 年 12 月

には、最新の設備を備えた「けやき棟」も開院し、良質

な医療を提供するための施設を地域の皆さんにもご利

用いただけることとなりました。 

最新の医療設備も、高い専門能力を備えたスタッフによ

るチーム医療の実践がなければ、その性能を十分に発揮

することはできませんが、この実現は必ずしも容易なこ

とではありません。数多くの多彩なスタッフが、それぞ

れの力を存分に発揮できるチーム医療体制を確立して

いくために、まずチーム医療を担えるスタッフの養成が

礎となります。その「教育」の部分を担ってきたのが本

事業です。幸いなことに、本事業はこの３年間で、熱意

あるスタッフと地域医療に携わるみなさんの生涯に渡

る学習機会の拡大につながるものに育ってまいりました。 

人々の健康と幸福に貢献していくことは、医療に携わる者の究極的な願いですが、幸せを

もたらすための仕掛けには、持続発展的な仕組みが必須です。近年の医療現場は、社会的

なニーズの激しい変化、医療技術の急速な進歩に日夜さらされています。筑波大学には、

これまで培った豊富な医療・教育資源があり、これらを活用することで、これからの医療

スタッフの生涯学習のモデルとなるような、チーム医療教育プログラムの開発が可能であ

ると確信しています。 

次の時代を担う多くの医療人を育成する本取組を進めることには、大きな意義を感じてお

ります。患者中心の医療を実践できる生き生きとした医療チームを実現し、次世代の医療

者、市民のための大いなるプレゼントとなるよう、これからもチーム医療人材の養成を強

力にバックアップしてまいります。 

 

 

 

 

筑波大学附属病院長 

五十嵐 徹也 
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近年、医師不足や医療の高度化・複雑化

に伴う業務の増大により医療現場は疲

弊しており、これまでのやり方では、日

本の医療は早晩立ち行かなくなると考

えられます。このことは、高齢化がます

ます進み、国民が質の高い医療を切実に

求める我が国の将来にとって、重大な問

題です。日本の医療現場は、スタッフの

熱意と工夫により、極めて効果的にその

役割を果たしてきましたが、その反面、

現状のシステムのままでは、さらなる医療の効率化は限界にきているのも事実です。 

この難局を打破するために、本院では、文部科学省の支援を得た本事業の推進により、必

要に応じて他業種のビジネススタイルも取り入れながら、患者中心の医療を実践するスタ

ッフが笑顔で働ける新しい医療チームの構築を目指してまいりました。本事業では、25 の

新しいチームと 36 の教育プログラムを実践し、研修会には年間延べ 2,289 名（2012 年度）

が参加するまでになりしました。それにより、職種の壁を越えて連携する気運が生まれ、

少しずつではありますが確実に新たな連携の輪が広がっています。 

また、ノンテクニカルスキルに焦点を当て、組織人として業務を改善しリーダーシップを

発揮できる能力を修得するための教育パッケージである TEAMS（Training for Effective & 

efficient Action in Medical Service）を開発し、その普及を図るなど、高い専門能力を

養成するだけでなく、病院職員が緊密な連携の下で「互いに教え合う」文化を醸成し、課

題解決を目指した点でも、新しい人材養成の方向性を医療現場に提起してまいりました。 

今後は、本事業で蓄積されたノウハウが、院内の医療チームだけでなく、地域医療や地域

社会でも活用されるものとしていくことで、地域医療再生にも貢献することが期待されま

す。この大きな課題にも、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

本事業にご協力いただきました関係者の皆さまには、この場をお借りして厚く御礼申し上

げます。チーム医療に貢献する本取組みのさらなる発展のためにも、これからも変わらぬ

ご支援ご協力を賜れれば幸いに存じます。 

 

 

事業推進責任者 

筑波大学附属病院 

総合臨床教育センター部長 

前野 哲博 
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 1. 取組みの概要  
1-1 位置づけとねらい 

 

1-2 選定理由 

（文部科学省 平成 23 年度「チーム医療推進のための大学病院職員の人材養成システムの

確立」選定理由及び選定委員会からの意見） 

近年、医師不足や医療の高度化・複雑化に伴う業務の増大により医療現場が疲弊している中、

多種多様な医療スタッフが、高い専門性に基づいて目的と情報を共有し、業務を分担するとと

もに、互いに連携・保管し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供する「チーム医療」

の実践が求められています。 

本事業が平成 23 年度に採択された、文部科学省「チーム医療推進のための大学病院職員の

人材養成システムの確立」は、大学病院において、専門職種の積極的な活用、他職種間協働の

推進、効率的なサービスの向上を目的としてチーム医療や役割分担を推進するとともに、それ

に必要な各種医療スタッフの人材養成のための教育プログラムを開発・実践する大学病院を支

援することにより、医療・生活の質の向上、医療スタッフの負担軽減、医療安全の向上を図る

ために実施するものです。 

医療人としての共通言語を活用し、その上でそれぞれの専門性を生かすこと、さらには在宅

医療を含む地域医療及び社会との連携を重視する点が、今後の医療の発展に大いに寄与するも

のと高く評価できる。各種医療職は各々の専門分野を卒前･卒後を通して独自に教育され、チ

ーム医療推進等に対応できないなど職種間差があったが、高い専門能力を持つ病院職員が、職

種を超えて教育に当たるなど「互いに教えあう」文化の醸成を図ることで課題の解決を目指す

など、本事業の意義は大きい。また、院内における医療チーム編成だけでなく、地域医療や地

域社会との融合を捉えている点は、なかなか進まない質の高い在宅医療への今後にも期待でき

る。加えて、総合臨床教育センターの統括下にチーム医療教育推進室を設けることや、専任の

コーディネータの配置により事業の実現可能性も高く、補助事業終了後も必要な予算措置を行

い、地域病院の資質向上を計画するなど継続性の観点からも評価できる。 

 一方、薬物療法など、看護師などへ対象職種を広げるとより効

果的と思われるプログラムの実施に当たっては事業の対象職種

の構成に更なる工夫が望まれる。また、癌（がん）外来薬物療法

サポートチームの実施に当たっては、正確な情報の中で地域薬局

との関係構築に取り組まれることに期待したい。 

採
択
！ 



4

つくば市の鳥でもあるフクロウをモデルにし
たイメージキャラクターです。知恵と技術を
象徴しています。
マスター・ブライトの指導のもと、レンくん・
ケイちゃんが、チーム医療に関心のある筑
波大学附属病院や地域の医療福祉に関わる
皆さんの学習を支援します。

事業イメージキャラクターのご紹介

ケイちゃん 　マスター・ブライト  レンくん

「互いに教え合う文化」を醸成する
高い専門能力を持つ病院職員が、職種の壁を
超えて教育に当たる。

人材養成の体系化・標準化を図る
優れた人材が職種を超えて確実に育つ環境を
実現する。

TEAMSを活用した
人材養成プログラム

○教育パッケージTEAMSの開発で人材養成を標準化
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 ２ .  チーム・教育プログラム・対象職種一覧  
 

筑波大学附属病院では、

本事業「患者中心の医

療を実践する人材養成

の体系化」を通して、

こらからの医療を担え

る 25 の「新たなチー

ム医療・役割分担」を

創出し、それを実践で

きる人材養成のための

36 の教育プログラム

を実施しました。 

 

2-1 新しいチーム医療・役割分担一覧 
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 ２ .  チーム・教育プログラム・対象職種一覧  
 

筑波大学附属病院では、

本事業「患者中心の医

療を実践する人材養成

の体系化」を通して、

こらからの医療を担え

る 25 の「新たなチー

ム医療・役割分担」を

創出し、それを実践で

きる人材養成のための

36 の教育プログラム

を実施しました。 

 

2-1 新しいチーム医療・役割分担一覧 

 

 

  

患者中心の医療を実施する
人材養成の体系化

新たなチームの形成 新たな役割分担の実施

せん妄対策チーム

教育プログラム

人材養成
エキスパートチーム等

管理栄養士が中心となった
QOL向上チーム等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

病院内横断的問題解決チーム

地域医療連携推進による高度医療を必要とする在宅患者等支援チーム

癌患者服薬サポートチーム

口腔ケアチーム

せん妄対策チーム

外来化学療法チーム

病院職員に対する院内感染対策教育チーム

地域関係機関と連携した小児リハビリテーションチーム

術前から始める周術期リハビリテーションチーム

包括的リハビリテーションコンサルテーションチーム

摂食・嚥下サポートチーム

こどもの食育支援チーム

非がんに対する緩和ケアチーム

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

苦情・クレーム・暴力対応支援チーム

人材養成エキスパートチーム

放射線治療プロセス改善チーム

血管内治療チーム

造血幹細胞移植チーム

管理栄養士が中心となった患者のQOL向上チーム

ＤＰＣ検証チーム

医療経済・制度サポートチーム

薬剤師病棟常駐（小児病棟、手術室）

ソーシャルワーカー（社会福祉士）病棟担当制による
患者・家族への支援（脳神経外科・神経内科病棟）

臨床検査技師を中心とした、患者満足度の高い臨床検査推進チーム

放射線画像の質の向上推進チーム
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2-2 新たに計画した教育プログラム一覧 

 教育プログラム全体構成図 

 

 

 教育プログラム一覧 
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2-2 新たに計画した教育プログラム一覧 

 教育プログラム全体構成図 

 

 

 教育プログラム一覧 

 

  

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12

13

14
15
16

17

18
19

診療における円滑・親切・安心プログラム
病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム
フィジカルアセスメント能力教育プログラム
病院経営・医療経済制度教育プログラム
感染予防教育のための基礎研修
チーム医療のためのリーダーシップ研修
チーム医療のためのチームビルディング研修
チームマネジメント教育プログラム・
TQM教育プログラム
チーム医療のためのコミュニケーション研修
多職種連携新人研修
患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニケー
ション教育プログラム (アドバンスケアプランニング )
せん妄の勉強会
外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤に関
する共通教育プログラム
摂食嚥下研修
急性期リハビリテーション、離床に関する多職種合同研修会
非がんに対する緩和ケア教育
血管造影シミュレーターを用いたメディカルスタッ
フの教育
ＤＰＣ教育プログラム、DPC専門プログラム
造血幹細胞移植勉強会

20

21
22
23

24

25
26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36

メディカルクラーク（医師事務作業補助者 )養成
プログラム
第一種衛生管理者の免許取得教育プログラム
薬剤師レジデントプログラム
学会認定・専門薬剤師養成プログラム
リハビリテーションスタッフ向け超急性期における
全身評価研修
臨床検査技師専門教育プログラム
診療放射線技師の読影力向上プログラム
専門リハビリテーションセラピスト(PT・OT・ST) 
養成プログラム

総合リハビリテーションセラピスト（仮称）(PT・
OT・ST) 養成プログラム
退院支援に関する専門ソーシャルワーク教育プログラム
日本初の医学物理士レジデント教育プログラム
人材養成プログラム：会議の進め方
人材養成プログラム：改善の手順
人材養成プログラム：MBTI
人材養成プログラム：仕事の教え方
人材養成プログラム：仕事の改善の仕方
人材養成プログラム：人の扱い方

ユニット1
医療人としての
基本能力

ユニット4
専門能力の
拡大・向上

ユニット5
人材養成力

ユニット2
チーム医療
構成力

ユニット3
多職種連携力
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2-3 本事業が対象とした職種一覧 

 

医師（医科・歯科） 理学療法士 栄養士 事務職員 

薬剤師 作業療法士 調理師（士） メディカル・クラーク 

看護師 言語聴覚士 社会福祉士 外来・病棟クラーク 

保健師 視能訓練士 臨床心理士・カウンセラー 医療技術・技能等職員 

臨床検査技師 臨床工学技士 保育士 防犯相談役 

診療放射線技師 歯科衛生士 診療情報管理士 看護補助者・ボランティア 

医学物理士 歯科技工士 移植コーディネーター   

 

 

 

 

  

医師（医科・歯科）	 	 栄養士	

薬剤師	 	 調理師（士）	

看護師	 	 社会福祉士	

保健師	 	 臨床心理士・カウンセラー	

臨床検査技師	 	 保育士	

診療放射線技師	 	 診療情報管理士	

医学物理士	 	 移植コーディネーター	 　

理学療法士	 	 事務職員	

作業療法士	 	 メディカル・クラーク	

言語聴覚士	 	 外来・病棟クラーク	

視能訓練士	 	 医療技術・技能等職員	

臨床工学技士	 	 防犯相談役	

歯科衛生士	 	 看護補助者・ボランティア	

歯科技工士	 	 	
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実績報告  

チーム医療教育推進室の活動

チーム医療教育推進室では、教育プログラム、チーム医療活動のサポート、評価分析、ホー

ムページ等による事業の広報、院内外の調整などを引き続き実施することを目指しました。

専任コーディネーターを雇用して、教育プログラムの開発統括、委員会運営、広報活動を実

施しました。

病院全体から選出された室員で構成されるチーム医療教育推進室が事業を統括管理するこ

とで、事業運営の円滑化が図れました。医療チームや教育プログラムが個々ばらばらになら

ず、体系的に事業を進め、情報集約により適切な形で広報等を進めることが可能となったた

め、病院をあげた新たなチーム医療・役割分担の実現に役立てることができました。

シンポジウムならびにワークショップの開催

チーム医療教育推進室では、本事業の取組みを院内外に知らせ、参加者がチーム医療の現

状や課題についての見識を深め、今後の医療現場での改善の方向性についてともに考えるこ

とを目指したシンポジウム・ワークショップを、事業期間中４回開催しました。推進室が主

催したシンポジウム等は以下の通りです（シンポジウム等詳細は、３－６参照）。

【平成 ３年度】

◇ 平成 年 月 日（日） ： ～ ：

・シンポジウム「新たな医療チームを築くために」（参加者数： 名）

【平成 ４年度】

◇ 平成 年 月 日（金） ： ～ ：

・ワークショップ 夏「次の一歩へ！ 動き出したチームと教育プログラム」（参加

者数： 名）

◇ 平成 年 月 日（金） ～

・ワークショップ 冬「チームが活きる，リーダーシップで活きる！」（参加者数：

名）

【平成 ５年度】

◇ 平成 年 月 日（金）～

・医療チームのポスター展（於、けやき棟けやきプラザ）
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◇ 平成 年 月 日（土・祝） ～

・シンポジウム 「日本の医療を支えるため，チームは進化します。～筑波大学附

属病院のチーム医療人材養成～」（参加者数： 名）

≪ワークショップの広報用ポスター≫

２ チーム医療教育推進室による事業管理

チーム医療教育推進室メンバーによるミーティングを、 年度は 回、 年度は 回（内

回はコアメンバーによるミーティング）開催し、事業の進捗状況の確認や計画の実施を決

定してきました。実施日程と主な議題は以下の通りです。

【平成 ４年度】

推進室ミーティング

開催日 主な議題

月 日
・平成 年度事業報告

・平成 年度事業計画

月 日
・進捗状況調査結果について

・第 回ワークショップについて
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月 日

・人材養成プログラム（ＴＷＩ研修）参加状況とアンケート結果報告

・院内広報「推進室だより」発行について

・各チームの運営支援について

月 日

・講演会開催の支援について

・研修会ポスターについて

・第 回ワークショップ準備進捗状況の報告

月 日

・第 回ワークショップと関連行事について

・事業視察について

・推進室申合せの規程

・各チームの運営支援について

月 日

・推進室申合せの規程

・チームと教育プログラムの増設について

・各チームの運営支援について

・第 回ワークショップの実施報告

月 日

・推進室申合せの施行について

・事業研修会・勉強会の開催報告

・人材養成プログラム（ＴＷＩ研修）について

・Ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇのページについて

月 日

・事業研修会・勉強会について（開催報告）

・人材養成プログラム（ＭＢＴＩ研修）について

・各チームの実績の集約と来年度事業計画について

・第 回ワークショップについて

月 日

・事業研修会・勉強会の開催報告

・各チームの実績の集約と来年度事業計画

・第 回ワークショップについて

・評価委員会の開催について

・平成 年度新人職員合同研修について

月 日

（評価委員会と合同開催）

・平成 年度事業実績・成果報告

・平成 年度事業計画
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【平成 年度】

推進室ミーティング

開催日 主な議題

月 日

・チーム医療教育推進室メンバーについて

・各チーム・教育プログラム担当者について

・平成 年度事業報告

・平成 年度事業計画

・教育体系の構築について

月 日

・平成 年度事業のロードマップについて

・平成 年度事業計画

・チーム医療教育フェアとシンポジウムについて

月 日

（評価委員会と合同開催）

・平成 年度事業実績・成果報告

・補助事業総括

・平成 年度以降の事業計画

コアミーティング

開催日 主な議題

月 日

・チーム・教育プログラムの整理について

・事業フェア・シンポジウムの開催について

・研修会・勉強会・視察の報告と予定について

３ 多職種連携新人研修「多職種コミュニケーション」の運営

新人職員のオリエンテーション時に、全職種を対象とした合同新人多職種連携教育プログ

ラムを企画し、平成 年度から実施しました。毎年 名を超える参加者が一同に会し、

研修を行っています（研修詳細については、５－２「多職種 【多職種連携新人研修】」参

照）。

これまでは、新人の入職時にはそれぞれの職種単位でオリエンテーションや研修を実施し

ていました。各部署に配置される前に他職種連携の重要性を理解する教育を導入することに

より、チーム医療に入りやすい文化の醸成を図ることができ、よりチーム医療が推進するこ

とが期待でき、院外からの注目度も高い教育プログラムとなりました（第 回日本医学教

育学会大会において「新人職員の多職種連携に対する意識と『多職種コミュニケーション』

研修の試み」として発表した他、国際医療リスクマネージメント学会主催『医療安全基礎講
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座 ―医療安全管理の社会人教育』において 年 月 日に招聘報告の予定）。

研修の目的を、「職種を越えたコミュニケーション、人間関係の構築」と定め、研修の目

標と内容説明に続いて、以下のセクションについて研修を行っています。

◇ アイスブレイク：グループごとに昼食を共にしながら、参加者各自がエニアグラム

により簡易判定した性格タイプの紹介を交えた自己紹介

◇ 映画視聴：映画とグループワーク説明の後に、一機の飛行機のトラブル発生と、多

職種でそれに対処する映画、『ハッピー・フライト』の１シーンを全員で視聴する

◇ グループワーク・発表：映画を見て考えたこと、感想などをグループで話し合い、

報告書を作成 ⇒ 自薦およびファシリテーター推薦の数グループが報告を行う

小グループに分かれグループワークを行う新人職員たちは、チーム医療教育推進室のメン

バーを始めとした事業関係者（ファシリテーター）の支援の元、毎年活発な意見交換を行っ

ています。

≪研修の紹介（『チーム医療教育推進室だより（ 夏号）』より転載）≫

４ 教育プログラム実施に関する広報

各教育プログラム実施の研修会等のコンサルティングを実施し、研修の準備段階から支援

を行いました。各チームの研修会においても推進室主催の研修会同様に、円滑な運営が行わ

れるよう支援してきました。
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広報においては、院内の総合臨床教育センター掲示板等へのポスターの掲示による案内や

ちらしのポスティングに加え、チーム医療教育推進室 において「研修等のご案内」ペー

ジを設置し、このページや大学、附属病院のＨＰに教育プログラムの実施情報ならびに研修

会報告を公開しました。このことにより、院内のみならず地域の医療関係者にも、教育プロ

グラムの実施内容を周知することが可能となり、本事業で実施される教育プログラムが地域

医療再生にも貢献できる取組みとなりました。

≪視認性の良いポスター作成の例≫
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≪事業ＨＰの「研修等のご案内」ページ≫
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５ 研修等実施情報の集約と公開

―総合臨床教育センターＨＰへのイベントカレンダーの設置―

本事業推進室を設置する総合臨床教育センターに、看護部門からも副部長が配置されるよ

うになったことから、本事業で実施するプログラムを始めとした多職種を対象とした研修等

の情報について、総合臨床教育センターのネットワーク担当者に集約されることとなりまし

た。

この情報が広く活用されるように、本事業で全体の教育プログラムが一覧できるカレンダ

ーを総合臨床教育センターＨＰに設置しました。このことにより、全職員が容易に研修会等

の実施情報を一覧できるようになり、病院スタッフの教育プログラム受講への利便性が高ま

りました。

≪研修会情報の公開の例≫

9 
 

①センター のイベントカ
レンダーで、イベントを選択

②イベントの詳細情報を
表示

③「イベントリンク」で、各イ
ベントのページにジャンプ
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２ 教育プログラムの実施状況

教育プログラムへの参加状況

教育プログラムへの延べ参加者数も、平成 年度は 名、平成 年度は 月 日

現在で 名となり、平均すると病院の全職員（ 名（平成 年 月 日現在））が

年度内に 度はチーム医療教育のプログラムに参加した計算になります。

ユニットごとの 月 日現在のプログラム参加者数の内訳は、以下の通りです。

ユニット名 プログラム数

平成 年度

延べ参加者数

（ 年度末）

平成 年度

延べ参加者数

（ 月末日現在）

医療人としての基礎能力

チーム医療構成力

多職種連携力

専門能力拡大

人材養成力

合 計

10 
 

２ 教育プログラムの実施状況

教育プログラムへの参加状況

教育プログラムへの延べ参加者数も、平成 年度は 名、平成 年度は 月 日

現在で 名となり、平均すると病院の全職員（ 名（平成 年 月 日現在））が

年度内に 度はチーム医療教育のプログラムに参加した計算になります。

ユニットごとの 月 日現在のプログラム参加者数の内訳は、以下の通りです。

ユニット名 プログラム数

平成 年度

延べ参加者数

（ 年度末）

平成 年度

延べ参加者数

（ 月末日現在）

医療人としての基礎能力

チーム医療構成力

多職種連携力

専門能力拡大

人材養成力

合 計

11 
 

3-2-2 研修会等の実施内容・形態 

研修会等の実施の内容・形態も多岐にわたりました。大学の地域貢献プロジェクトや附属

病院の中のセンター主催の研修会の全教職員への提供も前年度に引き続き実施しました。本

事業での研修会の認知度が高まったことで、参加する意欲さえあれば、組織を超えて様々な

研修に自由に参加できる文化が醸成されてきました。 

 

≪研修等の様子≫ 

 

  

【管理栄養士が中心となった 
患者の QOL 向上チーム】

多職種のスタッフ（医師・看護師・管理栄養士・ソ
ーシャルワーカー 等)による IBD（炎症性腸疾
患）患者さん向けの料理教室（10/26 実施）での
医療職への相談の様子 

【急性期リハビリテーション、 
離床に関する多職種合同研修会】

「心臓リハビリテーション―実施するうえでの留意
事項」研修会（8/21 実施）での多職種スタッフ（理
学療法士、医師、看護師、薬剤師、作業療法士、
言語聴覚士 等）の緊張感ある受講の様子 

【チーム医療のためのチームビルディング研修】 

「最高の医療チームをつくるために」と銘打った研修会（9/26 実施）。五十嵐病院長、田中副病院
長を初めとして、医師、看護師、診療放射線技師、管理栄養士、事務職員 等が４～５人で１グル
ープとなり取り組んだワークショップの様子 
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12 
 

3-３ 各チーム医療・役割分担の活動実績 

 

【平成 24 年度】 

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。 

 

【平成 25 年度】 

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。 

 

 

 

  

11 
 

研修会等の実施内容・形態

研修会等の実施の内容・形態も多岐にわたりました。大学の地域貢献プロジェクトや附属

病院の中のセンター主催の研修会の全教職員への提供も前年度に引き続き実施しました。本

事業での研修会の認知度が高まったことで、参加する意欲さえあれば、組織を超えて様々な

研修に自由に参加できる文化が醸成されてきました。

≪研修等の様子≫

【管理栄養士が中心となった 
患者の QOL 向上チーム】 

多職種のスタッフ（医師・看護師・管理栄養士・ソ
ーシャルワーカー 等)による IBD（炎症性腸疾
患）患者さん向けの料理教室（ 実施）での
医療職への相談の様子

【急性期リハビリテーション、 
離床に関する多職種合同研修会】 

「心臓リハビリテーション―実施するうえでの留
意事項」研修会（ 実施）での多職種スタッ
フ（理学療法士、医師、看護師、薬剤師、作業
療法士、言語聴覚士 等）の緊張感ある受講の
様子

【チーム医療のためのチームビルディング研修】

「最高の医療チームをつくるために」と銘打った研修会（ 実施）。五十嵐病院長、田中副病院
長を初めとして、医師、看護師、診療放射線技師、管理栄養士、事務職員 等が４～５人で１グル
ープとなり取り組んだワークショップの様子
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12 
 

3-３ 各チーム医療・役割分担の活動実績 

 

【平成 24 年度】 

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。 

 

【平成 25 年度】 

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。 

 

 

 

  

№ チーム医療・役割分担　名称 実施状況
実施時期 事　項

チ
ー
ム
医
療

1 病院内横断的問題解決チーム

2 地域医療連携推進による高度医療を必要とする
在宅患者等支援チーム

11月 6 日 シンポジウム『地域で生活する患者さんを支える！～大
学病院との連携の中で～』 を「退院支援に関する専門
ソーシャルワーク教育プログラム」で実施

3 癌患者服薬サポートチーム 5 月 11日 薬薬連携講演会

4 口腔ケアチーム

通年 
 

口腔ケアチームが
他チームへ参加 

 
〈院内教育〉 

5 月 23 日、30 日 
 

6 月 27 日 
 

11月 28 日 
 

12 月 3 日、5 日、 
2 月 25 日

・造血幹細胞移植チームカンファレンスへの参加
 
・ＲＳＴ（呼吸ケア）チーム回診への参加
 
・糖尿病教室

 
新人看護職員研修での講習の実施

リンパ浮腫ＷＧ研修での講習の実施
 
ＮＳＴチーム小児病棟ランチバイキングでの歯磨き指導
 
ＩＣＵ（430）看護師対象口腔ケア実習

5 せん妄対策チーム 6 月 9 日、10 日 
 

12 月 4 日

「せん妄の勉強会」で以下の研修会を実施した
 

『緩和ケア研修会』「気持ちのつらさ」と「せん妄」

『≪せん妄に気付く≫診断と対応のポイント』を実施

6 外来化学療法チーム

23 年度 
 

11月 
 

24 年度通年 
 
 
 
 
 
 
 

11月 2 ～ 4 日 
 

2 月 3 日 
 

3 月 14 日 
 

茨城がん学会で最優秀演題賞を受賞
 
Japan Team Oncology　Workshop 参加
 
・毎朝のショートカンファレンスを実施した
 
・外来化学療法室ワーキンググループ（運営会議）を月
1 ～ 2 回程度実施した
 
・総合がん診療センター会議にて、現状報告・運営会
議を実施した（月 1 回）
 
Japan Team Oncology Leadership Academy 参加
 
茨城がん学会において成果発表
 

『がん化学療法～安全な投与のために～』研修会を、「外
来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤に関する共
通教育プログラム」で実施した

7 病院職員に対する院内感染対策教育チーム

7 月 11日 
① 15：00 ～ 
② 17：00 ～ 
③ 10 月 1日
④ ２月 7 日　

『院内感染対策研修会』を「感染予防防止のための基
礎研修」で実施した

8 地域関係機関と連携した小児リハビリテーショ
ンチーム

各 35 回／年 
 
 

4 回実施

県立下妻特別支援学校、つくば特別支援学校に療法士
を派遣
 
外部専門家として活動している他施設の療法士との情
報交換会

9 術前から始める周術期リハビリテーションチーム 通年 移植前後のリハビリテーション

10 包括的リハビリテーションコンサルテーション
チーム

通年 神経内科病棟・脳外科病棟・整形外科病棟との退院支
援ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

11 摂食・嚥下サポートチーム

4 月 26 日 
 

7 月 18 日 
 

9 月 7 日 
 
 
 

10 月 6 日 
 
 

３月

新嚥下訓練食提供を開始
 
新嚥下訓練食の試食会を実施した
 
事業ワークショップ『次の一歩へ！　動き出したチーム
と教育プログラム』においてチームでの活動状況を報告
した
 
国際学会 ATBH（All Together Better Health）にて成
果発表を行った
 
嚥下食改訂後の評価まとめを行う

（ ）
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チ
ー
ム
医
療

12 こどもの食育支援チーム

6 月 27-28 日 
 

隔月 
 

隔月

静岡県立こども病院視察
 
小児病棟でバイキング食の提供

手作りおやつの日の実施

13 非がんに対する緩和ケアチーム 6 月 9 日、10 日
 

7 月 17 日 
 

10 月 24 日

「非がんに対する緩和ケア勉強会」の以下の研修会等を
実施した
 

『緩和ケア研修会』
 

『がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール』
 

『臨死期のケア～看護の視点から～』

14 苦情・クレーム・暴力対応支援チーム

4 月 1日 
 
 

12 月 1日 
 
 
 
 
 

7 月 4 日～ 
 

7 月３～ 5 日 
 

10 月 17 ～ 19 日

「筑波大学附属病院患者サービス委員会細則」を整備
した
 

「筑波大学附属病院地域医療連携・患者相談支援セン
ターの組織及び運営に関する細則」を整備した
 
以下の研修会を「診療における円滑・親切・安心プログ
ラム」で実施した
 
事務職員向け医療安全研修
 
新人看護職員研修
 
護身術講習会

15 人材養成エキスパートチーム 通年 チーム医療のためのノンテクニカルスキル研修の試行と
開発

16 放射線治療プロセス改善トチーム

通年 
 

通年 
 

通年

4 月 19 日 
 

5 月 23 日、7 月 25 日、
10 月 24 日、12 月 19

日、2 月 20 日 
 

1月 26 日 
 
 

3 月 1日

放射線腫瘍科内カンファレンスへの参加（毎日）
 
陽子線部門内勉強会（2 回 / 月）
 
医学物理グループ勉強会（1 回 / 週）
 
放射線治療棟看護師主催勉強会（放射線皮膚炎）
 
放射線治療品質管理室定期連絡会を開催した。
 

つくば国際会議場にて、第 1 回つくば放射線治療を学
ぼう会を開催した。
 
筑波大学附属病院陽子線医学利用研究センターにて、
第 1 回放射線治療にたずさわる看護師のための研修（放
射線治療に伴う食道粘膜炎のケアの実際）

17 血管内治療チーム

 
 

12 月 9 日 
 

3 月 10 日 
 
 

3 月 29 日 

「血管造影シミュレーターを用いたメディカルスタッフの
教育」で以下の研修を実施した
 

『コメディカルのためのＥＰ教育セミナー』
 

『インターベンションエキスパートナース試験直前勉強
会』
 

『頭部血管造影のカテーテル手技をシミュレーターを用
いて体験する』

18 造血幹細胞移植チーム

毎週金曜 
 

11月 21日 
 

9 月 

12 月

チームミーティング
 
虎の門病院見学会
 
造血細胞移植学会演題登録
 
メーリングリスト立ち上げ



21

役
割
分
担

1 管理栄養士が中心となった糖尿病患者の QOL
向上チーム

次年度からの活動に向け準備を行った

2 ＤＰＣ検証チーム

6 月 19 日 
 

2 月 6 ～ 8 日 

『ＤＰＣ特別セミナー』を「ＤＰＣ教育プログラム、
DPC 専門プログラム」で受講した
 

「平成 24 年度大学病院情報マネジメント部門連絡会
議」において成果報告を行う
 
チームの活動内容を『医事業務』に「DPC 検証室の取
組みについて」として投稿

3 医療経済・制度サポートチーム 本プログラムに必要な体系・資源について整理を始めた

4 薬剤師病棟常駐（小児病棟、手術室）

5 月 
 
 

6 月 1日 
 

6 月 
 

8 月

手術室、ICU/HUC、小児病棟における薬剤師の常駐
は既に開始している。
 
全入院病棟において病棟薬剤業務実施加算実施のため
の業務シミュレーション
 
病棟薬剤業務実施加算（20 時間以上 / 週　常駐）を
開始
 
第 1 回日本小児診療多職種研究会　共同発表
 
日本病院薬剤師会関東ブロック第 42 回学 術大会 
参加、発表

5
ソーシャルワーカー（社会福祉士）病棟担当制
による患者・家族への支援（脳神経外科・神経
内科病棟）

6 月 30 日～7 月 1日 

6 月 14 日、
10 月 18 日 

11月 6 日 
 
 

毎週 2 回 
 
 
 

10 月～ 11月

日本医療社会福祉協会「退院支援専門 SW」研修受講
 
茨城県南脳卒中連絡協議会出席

 
シンポジウム『地域で生活する患者さんを支える！～大
学病院との連携の中で～』 を実施
 
退院支援カンファレンスを実施
脳神経外科（火 17 時）
脳神経内科（水 17：30）
 
病棟師長、リンクナースへのアンケート調査

6 臨床検査技師を中心とした、患者満足度の高い
臨床検査推進チーム

各種認定試験合格
 
・超音波検査検査師 1 名
・認定一般検査師 1 名
・認定臨床染色体遺伝子検査師 2 名
・日本心エコー図学会認定専門技師 1 名
 
医師・看護師が行っていた検査業務の代行
・ 病棟採血・外来採血及び化学療法室早朝採血
・ 病棟で使用する採血管の準備
・ 手術室での誘発電位検査
・ 診療科で独自に実施している検査（尿機能検査、・骨
髄検査の標本作製等）

7 放射線画像の質の向上推進チーム

毎週月曜日
17：00 ～ 18：00 

 
10 月 13 日、
2 月 16 日

放射線科カンファランスに参加している。
 

『読影の補助に関する講習会』（茨城県放射線技師会主
催）を年に 2 回実施し、地域の診療放射線技師の読
影力向上を図っている。

（21 ページイラスト） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（25 ページイラスト） 
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12 
 

３ 各チーム・役割分担の活動実績

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。
№ チーム医療・役割分担　名称 実施状況

実施時期 事　項

チ
ー
ム
医
療

1 病院内横断的問題解決チーム

2 地域医療連携推進による高度医療を必要とする
在宅患者等支援チーム

5 月 27 日

7 月 12 日

9 月 12 日

「高齢者の総合的な評価研修会」

研修テーマ「患者さんの生活をいつ知るの？～患者さん
の生活を知るための多職種協働とは～」

つくば在宅緩和ケアセミナー「がん患者のの倦怠感のマ
ネジメント」

3 癌患者服薬サポートチーム

4 口腔ケアチーム

6 月 15 日

10 月 27 日

11月 29 日

第６回日本頭頸部がん支持療法研究会

がん医療における口腔ケア摂食嚥下障害へのアプローチ

シンポジウム「チーム医療の実践における現状と課題～
急性期医療を進化させる～」

5 せん妄対策チーム 6 月

4 月～

多職種 12「せん妄の勉強会」で以下の研修を実施した

茨城県緩和ケア研修会内「せん妄」

毎週水曜日　緩和ケアせん妄気持ちのケアラウンド開
始

6 外来化学療法チーム

通年

6 月 8 日

7 月～ 9 月

8 月 31日

9 月 10 日

9 月 14 日

10 月 19 日

10 月 25 日

11月 2 ～ 4 日

2 月 1日

2 月 2 日

2 月 19 日

2 月 21・22 日

・毎朝のショートカンファレンスを実施した

・外来化学療法室ワーキンググループ（運営会議）を月
1 ～ 2 回程度実施した

・総合がん診療センター会議にて、現状報告・運営会
議を実施した（月 1 回）

・血液内科との合同カンファレンス（月 1 回）

・乳腺外科との合同カンファレンス

・患者満足度調査

・血管外漏出発生状況調査

・患者待ち時間調査

がんチーム医療ワークショップ（錦糸町）

抗がん剤静脈注射看護師（CIN）養成

日本臨床腫瘍学会にて発表

院内看護師のがん看護研修会

がんチーム医療ワークショップ（船橋）

茨城がん看護研究会

日本がん治療学会にて発表

Leadership Academy

がんチーム医療ワークショップ（新宿）

茨城がん学会

大腸癌セミナー

がん化学療法にかかるチーム医療研修（国立がん研究
センター

7 病院職員に対する院内感染対策教育チーム

4 月 1日

7 月 22 日

10 月 1日

1月 22 日

３月 14 日

多職種 05「感染予防教育のための基礎研修」で以下
の研修を実施した。

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」
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チ
ー
ム
医
療

8 地域関係機関と連携した小児リハビリテーショ
ンチーム

通年

4 回実施

6 月

8 月

10 月

随時

県立下妻特別支援学校、つくば特別支援学校にそれぞ
れ年間 35 回療法士を派遣

外部専門家として活動している他施設の療法士との情
報交換会

全国訪問リハビリテーション学会にて当院での教育医
療連携を報告

茨城県特別支援学校ネットワーク会議研修会にて教育
医療連携についての講演

坂東市子育て支援センターとの連携開始

その他、退院時指導および連携として自宅訪問、訪問
看護およびリハビリ職員との連携

9 術前から始める周術期リハビリテーションチーム

通年

7 月

11月

移植前後のリハビリテーション

整形外科人工股関節に対して術前よりチーム医療介入
を開始（ラッピドリカバリープログラム）
 
国立大学法人コメディカル学会にて移植前後のリハビ
リテーションの有効性について発表

10 包括的リハビリテーションコンサルテーション
チーム 通年

神経内科病棟・脳外科病棟・整形外科病棟との退院支
援カンファレンス
血液内科とのカンファレンスおよび西６階小児病棟との
カンファレンスを開始した

代謝内科回診、腎臓内科回診への参加
心臓リハビリテーションミーティングの開始

11 摂食・嚥下サポートチーム ９月２２日、２３日
多職種 14「摂食嚥下研修」として以下の学会で発表し
た。
第１９回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会

12 こどもの食育支援チーム

4 月 24 日

5 月 29 日

6 月 26 日

7 月 31日 

8 月 28 日

１０月 2 日 

１０月３０日 
 

11月 27 日

１２月２５日

お茶会（ハンバーガー）
院内学級家庭科授業とコラボレーション

（入学おめでとう式）

食育バイキング食（中華）

お茶会（クレープ）

食育バイキング食（夏祭り）

お茶会（アイスクリーム）

食育バイキング食（和食）

お茶会
ハローウィンクッキング "

食育バイキング食

お茶会

13 非がんに対する緩和ケアチーム 6 月

１２月

多職種 16「非がんに対する緩和ケア勉強会」で以下の
研修会を実施した

緩和ケアマニュアル勉強会

レジデントレクチャー「臨死期のケア」

14 苦情・クレーム・暴力対応支援チーム

４月１日

４月１０日

６月１７日

７月１８日

８月９日

10 月 23 日～ 25 日

11月～12 月

患者サービス委員会細則を一部改正、10 回開催した。

新人看護職員研修実施

患者相談の主な依頼先の明確化

「患者さんの声」取扱要項作成

「患者さんの声」My web への掲載開始

護身術講習会実施

患者アンケート実施予定



24

チ
ー
ム
医
療

15 人材養成エキスパートチーム

6 月 2 日

7 月 15 日

7 月 28 日～ 8 月 5 日

10 月 5 日

11月 3 日

11月 14 日

通年

「仕事の教え方」研修会

「業務の改善の仕方」研修会

聖アンソニー・メディカルセンターならびに聖フランシス・
メディカルセンター視察

「人への接し方」研修会

「業務の改善の仕方」研修会

「～チームがまとまる、活性化する～ファシリテーション
の表技・裏技」

TEAMS（Training for Effective & Efficient Action in 
Medical Service) を中心とするノンテクニカル教育プ
ログラムの開発を実施した

16 放射線治療プロセス改善チーム

4 月 1日～現在

4 月 1日～現在

4 月 1日～現在

12 月18 日、2 月12 日

2 月 15 日

3 月 8 日

放射線腫瘍科内カンファレンスへの参加（毎日）

陽子線部門内勉強会（2 回 / 月）

医学物理グループ勉強会（1 回 / 週）

放射線治療品質管理室定期連絡会を開催。

つくば国際会議場にて、第 2 回つくば放射線治療を学
ぼう会を開催

つくば国際会議場にて、第 7 回茨城放射線腫瘍研究会
を開催

17 血管内治療チーム 10 月 20 日 「不整脈を知る・第１回　市民公開講座」心臓突然死へ
の挑戦

18 造血幹細胞移植チーム
３月７日～９日

10 月 17 日から

「第 35 回日本造血細胞移植学会」

「造血幹細胞移植後の味覚障害と QOL についての観察
研究」

役
割
分
担

1 管理栄養士が中心となった患者の QOL 向上
チーム

10 月 26 日

11月 14 日

3 月 8 日

「ＩＢＤ（炎症性腸疾患）患者さんのための食事療法教
室」

糖尿病ディ

取りくみ報告

2 ＤＰＣ検証チーム
8 月 29 日～ 30 日

多職種 18「ＤＰＣ教育プログラム、ＤＰＣ専門プログラ
ム」と合同で実施

熊本大学医学部附属病院より講演依頼があり講演を
行った。

3 医療経済・制度サポートチーム 役割 03「DPC 検証チーム」と合同で実施

4 薬剤師病棟常駐（小児病棟、手術室）

通年

通年

8 月 31日、9 月 1日

9 月 21、22 日

10 月 26 日

ICU、小児病棟、手術室における薬剤師の常駐

病棟薬剤業務実施加算の算定

日本病院薬剤師会関東ブロック第 43 回学術大会参
加、発表

第 23 回医療薬学会年会参加、発表

第 57 回日本薬学会関東支部大会参加、発表

5
ソーシャルワーカー（社会福祉士）病棟担当制
による患者・家族への支援（脳神経外科・神経
内科病棟）

毎週

5 月 27 日

6 月 20 日 
10 月 10 日

7 月 12 日

10 月 19、20 日

退院時

5 月、7 月、9 月、
11月、1月

11月 23 日

退院支援カンファレンス実施

研修会『高齢者の総合的な評価』を実施

茨城県南脳卒中連絡協議会出席

シンポジウム『患者さんの生活をいつ知るの？～患者さ
んの生活を知るための多職種協働とは～』を実施

日本医療社会 福祉協会「退 院支援専門 SW 研 修」 
受講

退院支援カンファレンスの開催（必要時）

つくば退院支援・調整プログラム評価検討会議

チーム医療シンポジウム 2013『筑波大学付属病院の
チーム医療人材養成』にて発表
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6 臨床検査技師を中心とした、患者満足度の高い
臨床検査推進チーム

4 月 25 日

5 月 14 日

5 月 30 日

6 月 27 日

7 月 25 日

9 月 26 日

10 月 2 日

10 月 31日

11月 28 日

◆検査の基礎知識　－ No.13 －
機能検査の紹介 – 業務内容と現状 -
◆「 減 ら す スト レ ス、 消 す スト レ ス 」 そ の ② 

【予演会】
第 62 回　日本医学検査学会　2 演題
日本超音波医学会 地方会　　1 演題
日本循環器学会　　１演題

■検査データの読み方

■検査データの読み方
◆検査の基礎知識　－ No.14 －　
輸血検査業務の紹介
細菌検査 T-SPOT・TB とｸｵﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ 3G について

■「こころの臨床検査は可能か」「減らすストレス、消す
ストレス」その③　　　　　　　 
◆検査の基礎知識　－ No.15 
医療情報システムの安全管理　

■検査データの読み方
◆検査の基礎知識　－ No.16 －
・マイコプラズマ抗体検査・抗原検査について
・血液検査の進め方
◆日臨技第 50 回関甲信支部医学検査学会 予演会　
10 演題
◆自動化学会予演会　　4 演題

■検査データの読み方
◆平成 25 年度国公私立大学病院医療技術関係職員
研修 報告
◆日臨技第 50 回関甲信支部医学検査学会 報告
　1 演題
◆第 23 回日本乳癌検診学会学術総会 予演会
　2 演題

◆検査の基礎知識　－ No.17 －
・輸血用血液製剤について
・姫路市医師会の紹介

7 放射線画像の質の向上推進チーム

4 月 13 日

6 月 4 日

6 月 9 日

6 月 28 日

8 月 24 日

8 月 30 日

10 月 12 日 

11月 2 日

11月 8 日

11月 15 日

放射線技術学会参加

CT 撮影時の被曝線量に関する講習会

血管撮影の基礎から臨床に関する講習会

骨シンチ検査に関する講習会

小児撮影に関する講習会

心臓 MR に関する講習会

「乳がん診断の基礎」講習会

読影の補助に関する講習会

MR の新しい撮影法と臨床応用について

技師に必要な CT・MR の知識に関する講習会

（21 ページイラスト） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（25 ページイラスト） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



26

13 
 

４ 各教育プログラムの活動実績

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。

№ 教育プログラム　名称 実施状況
実施時期 事　項

u
n
i
t
1
多
職
種
連
携
型
教
育（
医
療
人
と
し
て
の
基
本
コ
ー
ス
）

1 診療における円滑・親切・安心プログラム

7 月 4 日～
 

7 月３～ 5 日
 

10 月 17 ～ 19 日

１１月１日

事務職員向け医療安全研修
 
新人看護職員研修
 
護身術講習会

地域医療連携・患者相談支援センターの組織及び運営
に関する細則に規定する「患者相談支援委員会」を設
置し、今年度３回実施した

2 病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム
3 フィジカルアセスメント能力教育プログラム 9 月～ 12 月 『クリティカルケア スキルアップ研修』を実施した
4 病院経営・医療経済制度教育プログラム 本プログラムに必要な体系・資源について整理を始めた

5 感染予防教育のための基礎研修

　7 月 11日 
① 15：00 ～ 
② 17：00 ～ 
③ 10 月 1日 
④ 2 月 7 日

『院内感染対策研修会』を実施した

u
n
i
t
2
多
職
種
連
携
型
教
育（
チ
ー
ム
医
療
構
成
力
）

6 チーム医療のためのリーダーシップ研修 2 月 21日 第 2 回ワークショップ「チームが活きる、リーダーシッ
プで活きる！」を実施予定

7 チーム医療のためのチームビルディング研修

9 月 3 日 
 
 

3 月 27 日

講演会「メイヨークリニックの看護～米国の先進事例に
学ぶ～」
 

「チーム医療のためのコミュニケーション研修」と共催
で『医療現場におけるチームビルディング＆コミュニケー
ション』

8 チームマネジメント教育プログラム・TQM 教育
プログラム

マネジメントを行うために必要なものの整理、ＴＱＭに
関する調査を実施

9 チーム医療のためのコミュニケーション研修

1月 21日 
 

3 月 27 日

「スキルアップセミナー」を実施した
 

「チーム医療のためのチームビルディング研修」と共催
で『医療現場におけるチームビルディング＆コミュニケー
ション』研修を実施

10 多職種連携新人研修 4 月 2 日 新人職員合同研修会「多職種コミュニケーション」を実
施した

11
患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニ
ケーション教育プログラム ( アドバンスケアプラ
ンニング )

開始するための準備を行った。

u
n
i
t
3
多
職
種
連
携
型
教
育
（
多
職
種
連
携
力
）

12 せん妄の勉強会
6 月 9 日、10 日 

 
12 月 4 日

『緩和ケア研修会』「気持ちのつらさ」と「せん妄」
 

『≪せん妄に気付く≫診断と対応のポイント』を実施

13 外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤
に関する共通教育プログラム

3 月 14 日 『がん化学療法～安全な投与のために～』研修会を実施
した

14 摂食嚥下研修 11月 8 日 茨城県立医療大学認定看護師養成課程授業への参加

15 急性期リハビリテーション、離床に関する多職
種合同研修会

4 月より 
 

水曜日 16 時から 
 

不定期 

400 および 430 病棟に 1ないし 2 名の療法士を配置
 
回診

勉強会
（２回実施）

16 非がんに対する緩和ケア勉強会
6 月 9 日、10 日 

 
7 月 17 日 

 
10 月 24 日

以下の研修会等を実施した

『緩和ケア研修会』
 

『がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール』
 

『臨死期のケア～看護の視点から～』

17 血管造影シミュレーターを用いたメディカルス
タッフの教育

12 月 9 日 
 

3 月 10 日 
 
 

3 月 29 日 

『コメディカルのためのＥＰ教育セミナー』を実施した
 

『インターベンションエキスパートナース試験直前勉強
会』を実施した
 

『頭部血管造影のカテーテル手技をシミュレーターを用
いて体験する』を実施した

18 ＤＰＣ教育プログラム、DPC 専門プログラム 6 月 19 日 『ＤＰＣ特別セミナー』を受講した

25 造血幹細胞移植勉強会
1月 23 日 

 
 

3 月 22 日

移植勉強会開催
「造血幹細胞移植とは？」
 
茨城移植医療カンファレンスの実施
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u
n
i
t
4
専
門
能
力
向
上
教
育
（
専
門
能
力
の
拡
大
・
向
上
）

1 メディカルクラーク（医師事務作業補助者 ) 養
成プログラム

3 月 28 日 
 

3 月 30 日 
 

4 月 2 日 
 
 
 

7 月 5 日 
 

7 月 26 日 
 

8 月 16 日 
 

9 月 13 日 
 

9 月 25 日 
 

11月 15 日 
 

12 月 12 日 
 

12 月 20 日 
 

2 月 14 日

保険診療概要
 
接遇基礎研修
 
感染対策と医療安全
附属病院の組織と業務概要
チーム医療について
各部署の紹介
 
医師事務作業補助者の業務について
 
関連法規の概要

　　 〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

医療保険制度
 
個人情報保護
 
診断書・証明書実務
 
医学一般
 
医学一般
 
医学一般

2 第一種衛生管理者の免許取得教育プログラム

3 薬剤師レジデントプログラム

4 月 
 
 

8 月 
 
 

12 月 
 

3 月 12 日 
 

3 月 20 日

薬剤師レジデント（初期研修）4 名受け入れ。研修プロ
グラムを開始
 
日本病院薬剤師会関東ブロック第 42 回学 術大会 
参加、発表
 
第 23 回茨城薬剤師学術大会参加、発表
 
レジデント修了式（初期研修修了）
 
第 2 回薬剤師レジデント交流会参加

4 学会認定・専門薬剤師養成プログラム

1.5 件 / 月 
2.7 件 / 月 

 
5 月 19 日～ 20 日 

 
 

10 月 6 日 
 

10 月 28 日 
 

11月 23 日 
 
 

2 月 5 日 
 
 
 

2 月 9 日～ 11日 
 

11月 3 日 
 

1月 1日 
 

3-4 回 / 月

妊娠と薬外来
授乳と薬外来
 
平成 24 年度　日本病院薬剤師会妊婦・授乳婦薬物療
法認定薬剤師講習会
 
市民公開講座「もうすぐ会えるあかちゃんのために」
 
妊娠と薬情報センター開設 7 周年記念フォーラム
 
平成 24 年度秋　日本病院薬剤師会妊婦・授乳婦薬物
療法認定薬剤師講習会
 
平成 24 年度　厚生労働科学研究費補助金「妊婦・授
乳期における医療用医薬品の使用上の注意のあり方に
関する研究」班　第 2 回班会議
 
第 7 回　妊娠と薬情報センター業務研修会
 
がん専門役薬剤師認定試験受験
 
日本医療薬学会がん専門役薬剤師認定
 
がん専門役薬剤師研修受け入れ

5 リハビリテーションスタッフ向け超急性期におけ
る全身評価研修

毎週水曜日 18 時より 急性期の呼吸管理などベッドサイド業務に有用な知識に
ついての講習会

6 臨床検査技師専門教育プログラム

・ つくば臨床検査教育研究センターとの合同会議を月 1
回開催
・ つくば臨床検査教育研究センターとの合同勉強会を
月 1 回開催
・ 関連学会が主催する講演会・研修会に参加。
・ 講演会の企画・運営

7 診療放射線技師の読影力向上プログラム
10 月 13 日、
2 月 16 日

『読影の補助に関する講習会』（茨城県放射線技師会主
催）を年に 2 回実施し、地域の診療放射線技師の読
影力向上を図っている。
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8 専門リハビリテーションセラピスト (PT・OT・
ST) 養成プログラム

PT OT ST 各療法士会の新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、認定制度、
専門領域制度を受講中
 
現在
専門理学療法士 2 名
認定理学療法士 2 名
 
その他、
・浮腫療法の認定療法士を目指し現在受講中
・糖尿病運動療法士の資格更新
・呼吸療法士認定士の資格更新 および 新たに資格取
得を目指すため受験中
・心臓運動療法士の資格更新 および 新たに資格取得
を目指す
・がんのリハビリテーション算定療法士増を目指す

9 総合リハビリテーションセラピスト（仮称）(PT・
OT・ST) 養成プログラム

協会指定の新人教育や専門および認定療法士制度の参
加を促しているが、よりゼネラリストとしての療法士育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては検討中で本年度は未実施

10 退院支援に関する専門ソーシャルワーク教育プ
ログラム

週１回 
 

毎日 
 

6 月 30 日～ 
7 月 1日 

 
8 月 15 日、 
1月 22 日 

 
11月 6 日 

 
 

退院時 
 

6 月、8 月、11月、
1月、3 月 "

退院支援カンファレンス実施
 
退院支援ケースに対するグループスーパービジョン
 
日本医療社会福祉協会

「退院支援専門 SW」研修受講者による講習
 
筑波メディカルセンター居宅介護支援事業所ケアマネー
ジャーと連携患者の支援について情報交換
 
シンポジウム『地域で生活する患者さんを支える！～大
学病院との連携の中で～』 の実施
 
退院支援カンファレンスの開催（必要時）
 
つくば退院支援・調整プログラム評価検討会議

11 日本初の医学物理士レジデント教育プログラム

4 月 1日 
 

4 月 1日～現在 
 

4 月 1日～現在 
 

4 月 1日～現在 
 

4 月 14 日～ 15 日 
 

5 月 23 日 
 

6 月 29 日～ 30 日 
 

7 月 27 日 

8 月 18 日
 

8 月 25 日～ 26 日 

 
8 月 30 日～ 9 月 1日 

 
 

9 月 8 日 
 

9 月 13 日 

 
9 月 13 日 

 
9 月 14 日～ 15 日 

 
11月 23 日 

 
1月 17 日～ 19 日 

 
2 月 2 日 

 
2 月 16 日

2 名の医学物理士レジデントを確保
 
放射線腫瘍科内カンファレンスへの参加（毎日）
 
陽子線部門内勉強会（2 回 / 月）
 
医学物理グループ勉強会（1 回 / 週）
 
第 103 回日本医学物理学会学術大会への参加
 
放射線医学総合研究所の視察と情報収集
 
第 50 回日本放射線腫瘍学生物部会学術大会への参加
 
群馬大学重粒子線医学研究センターの視察と情報収集 
 
東北大学医学物理セミナーへの参加
 
日本放射線治療専門放射線技師認定機構統一講習会
への参加
 
日本医学物理学会医学物理サマーセミナー 2012 への
参加
 
第 4 回茨城放射線腫瘍研究会への参加
 
医学物理士認定機構放射線治療品質管理講習会への
参加
 
医学物理士認定機構医学物理講習会への参加
 
第 104 回日本医学物理学会学術大会への参加
 
日本放射線腫瘍学会第 25 回学術大会への参加
 
群馬大学重粒子線物理セミナーへの参加
 
日本放射線腫瘍学会生物部会第３回放射線生物学セミ
ナーへの参加
 
第 5 回茨城放射線腫瘍研究会への参加
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19 人材養成プログラム：会議の進め方
20 人材養成プログラム：改善の手順

21 人材養成プログラム：MBTI
12 月 12 日 

 
2 月 7 日

メンバーが外部研修に参加
 
総合臨床教育センターにおいて、ＭＢＴＩ研修を試行し
た

22 人材養成プログラム：仕事の教え方

5 月 26 ～ 27 日
 

11月 3 日 
 

11月 4 日

2 日研修を実施した。
 
1日研修を実施した。
 
1日研修を実施した。

23 人材養成プログラム：仕事の改善の仕方 5 月 15 ～ 16 日 2 日間研修を実施した

24 人材養成プログラム：ヒトの扱い方
2 月 9 日 

 
2 月 23 日

1日研修を実施した

1日研修を実施した "

№ 教育プログラム　名称 実施状況
実施時期 事　項

u
n
i
t
1
多
職
種
連
携
型
教
育
（
医
療
人
と
し
て
の
基
本
コ
ー
ス
）

1 診療における円滑・親切・安心プログラム

4 月 10 日

5 月 22 日

5 月 31日

6 月 10 日

6 月 17 日

10 月 23 日～ 25 日

新人看護職員研修実施

センター改組に伴う「患者サポート体制充実加算」相談
窓口運用マニュアルの一部改正

患者相談実施要項を定め、けやき棟１階 11 番に「患者
相談窓口」を設置した

「患者相談」の周知

患者相談フローチャート及び依頼先の作成

護身術講習会実施
2 病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム 2 月 27 日 フィジカルアセスメント研修会

3 フィジカルアセスメント能力教育プログラム
４月～

2 月 27 日

プロシージャ―ズ・コンサルト日本版の活用開始

フィジカルアセスメント研修会

4 病院経営・医療経済制度教育プログラム
8 月 29 日～ 30 日 多職種 18「ＤＰＤ教育プログラム、ＤＰＣ専門プログラ

ム」と共催で熊本大学医学部附属病院より講演依頼が
あり講演を行った。

5 感染予防教育のための基礎研修

4 月 1日

7 月 22 日

10 月 1日

1月 22 日

３月 14 日

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」

「新規採用者を対象とした院内感染対策研修会」
u
n
i
t
2
多
職
種
連
携
型
教
育（
チ
ー
ム
医
療
構
成
力
）

6 チーム医療のためのリーダーシップ研修 ９月２６日 チーム医療のためのチームビルディング研修と共催で最
高の医療チームをつくるために」を実施

7 チーム医療のためのチームビルディング研修 ９月２６日 「最高の医療チームをつくるために」

8 チームマネジメント教育プログラム・TQM 教育
プログラム ９月２６日 

3 月 31日

チーム医療のためのリーダーシップ研修、チームビル
ディング研修、コミュニケーション研修で具体的スキル
を身につけることになったため、以下の研修会に参加し
た

チーム医療のためのチームビルディング研修と共催で最
高の医療チームをつくるために」を実施

チームビルディング特別講演「チーム仕事術」
9 チーム医療のためのコミュニケーション研修 3 月 31日 チームビルディング特別講演「チーム仕事術」
10 多職種連携新人研修 4 月 1日 「多職種コミュニケーション」を実施

11
患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニ
ケーション教育プログラム ( アドバンスケアプラ
ンニング ) 3 月 31日

多職種９「チーム医療のためのコミュニケーション研修」
と合同で以下の研修会を予定

チームビルディング特別講演「チーム仕事術」

13 
 

４ 各教育プログラムの活動実績

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。

【平成 年度】

エクセルファイルの内容を掲載して下さい。
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12 せん妄の勉強会
4 月～

6 月

毎週水曜日
緩和ケアせん妄気持ちのケアラウンド開始

茨城県緩和ケア研修会内「せん妄」

13 外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤
に関する共通教育プログラム

25 年度 
7 月 

7 月

9 月

抗がん剤静脈注射看護師（CIN）養成
・セミナー

・実技演習

・認定審査

14 摂食嚥下研修 ９月２２日、２３日 第１９回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会

15 急性期リハビリテーション、離床に関する多職
種合同研修会

4 月より

水曜日 16 時から

不定期

11月

４００および 430 病棟に 1ないし 2 名の療法士を配置

回診

勉強会（２回実施）

国立大学法人コメディカル学術大会にてベッドサイドで
の電気治療の有効性を発表

国立大学コメディカル学術大会にて移植治療前後のリ
ハビリテーションの有効性を発表

16 非がんに対する緩和ケア教育
6 月

１２月

緩和ケアマニュアル勉強会

レジデントレクチャー「臨死期のケア」

17 血管造影シミュレーターを用いたメディカルス
タッフの教育

６月 13 日 コミュニケーションワークションプ「心血管と心臓植え
込みデバイス」

18 ＤＰＣ教育プログラム、DPC 専門プログラム 8 月 29 日～ 30 日 熊本大学医学部附属病院より講演依頼があり講演を
行った。

25 造血幹細胞移植勉強会

4 月 12 日

5 月 10 日

5 月 31日

7 月 12 日

7 月 26 日

7 月 30 日

8 月 2 日

8 月 9 日

8 月 23 日

9 月 13 日

9 月 27 日

10 月 4 日

10 月 25 日

勉強会「血液概論・輸血・DIC・TLS」

勉強会「感染症」

勉強会「緩和ケア　鎮痛剤の選択」

勉強会「急性骨髄性白血病」

勉強会「AML プロトコル　薬理・副作用など」

勉強会「造血幹細胞移植」

勉強会「急性リンパ性白血病」

勉強会「ALL プロトコル　薬理・副作用など」

勉強会「悪性リンパ腫：１回目」

勉強会「悪性リンパ腫：２回目」

勉強会「悪性リンパ腫プロトコル　薬理・副作用など」

勉強会「骨髄異形成症候群」

勉強会「再生不良性貧血」
u
n
i
t
4
専
門
能
力
向
上
教
育
（
専
門
能
力
の
拡
大
・
向
上
）

1 メディカルクラーク（医師事務作業補助者 ) 養
成プログラム

8 月 21日

9 月 11日

9 月 18 日

治験との関わり

接遇基礎知識

地域医療連携と社会福祉士
2 第一種衛生管理者の免許取得教育プログラム

3 薬剤師レジデントプログラム

定期開催 
（72 回 / 年）

日本病院薬剤師会
関東ブロック

第 43 回学術大会

第 24 回茨城県薬剤師
会学術大会

第 3 回薬剤師レジデン
ト交流会

薬剤師レジデント勉強会

研究発表

研究発表

研究発表
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4 学会認定・専門薬剤師養成プログラム

8 月 3 日

通年

1.9 件 / 月

3.9 件 / 月

5 月 25 日 26 日

10 月 27 日

11月 6 日

11月 16 日

11月 24 日

3 名 / 年

がん医療従事者研修「地域がん診療連携拠点病院薬剤
師セミナー」の実施

がん専門薬剤師研修

妊娠と薬外来

授乳と薬外来

平成 25 年度　日本病院薬剤師会妊婦・授乳婦薬物療
法認定薬剤師講習会　参加

妊娠と薬情報センター開設 8 周年記念フォーラム　参
加

平成 25 年度　厚生労働科学研究費補助金「妊娠・授
乳期における医療用医薬品の使用上の注意の在り方に
関する研究」第 1 回班会議

第 7 回つくば母乳育児支援勉強会　参加

平成 25 年度秋　日本病院薬剤師会妊婦・授乳婦薬物
療法認定薬剤師講習会　参加

妊婦授乳婦専門薬剤師養成研修受け入れ

5 リハビリテーションスタッフ向け超急性期におけ
る全身評価研修

毎週水曜日 18 時より

不定期

急性期の呼吸管理などベッドサイド業務に有用な知識に
ついての講習会

糖尿病の運動療法研修会

電気治療研修会

ボトックス治療研修会

6 臨床検査技師専門教育プログラム

4 月 25 日

5 月 14 日

5 月 30 日

6 月 27 日

7 月 25 日

9 月 26 日

10 月 2 日

10 月 31日

11月 28 日

◆検査の基礎知識　－ No.13 －
　機能検査の紹介 – 業務内容と現状 -
◆「減らすストレス、消すストレス」その②

【予演会】
第 62 回　日本医学検査学会　2 演題
日本超音波医学会 地方会　　1 演題
日本循環器学会　　１演題

■検査データの読み方
　
■検査データの読み方
◆検査の基礎知識　－ No.14 －
　輸血検査業務の紹介　　　　　　　　   　
　細菌検査 T-SPOT・TB とｸｵﾝﾃｨﾌｪﾛﾝ 3G について

■「こころの臨床検査は可能か」「減らすストレス、消す
ストレス」その③　　　　　　　 
◆検査の基礎知識　－ No.15 －
　医療情報システムの安全管理

■検査データの読み方
◆検査の基礎知識　－ No.16 －
・マイコプラズマ抗体検査・抗原検査について
・血液検査の進め方

◆日臨技第 50 回関甲信支部医学検査学会 予演会　
　10 演題
◆自動化学会予演会　　4 演題

■検査データの読み方
◆平成 25 年度国公私立大学院医療技術関係職員研
修 報告
◆日臨技第 50 回関甲信支部医学検査学会 報告
　1 演題
◆第 23 回日本乳癌検診学会学術総会 予演会
　2 演題

◆検査の基礎知識　－ No.17 －
・輸血用血液製剤について
・姫路市医師会の紹介
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7 診療放射線技師の読影力向上プログラム

通年
毎週月曜日

6 月 9 日

8 月 24 日

8 月 30 日

9 月 17 日

10 月 10 日

10 月 12 日

10 月 24 日

11月 2 日

11月 8 日

11月 15 日

放射線科カンファランスへの参加

血管撮影の基礎から臨床

小児撮影に関する講習会

心臓 MR に関する講習会

救急での CT 読影

読影アシスト研究会

「乳がん診断の基礎」講習会

肝胆膵の画像診断

読影の補助に関する講習会

MR の新しい撮影法と臨床応用について

技師に必要な CT・MR の知識に関する講習会

8 専門リハビリテーションセラピスト (PT・OT・
ST) 養成プログラム

PT OT ST
各療法士会の新人教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、認定制度、専門領域
制度を受講中

現在
専門理学療法士３名
認定理学療法士 2 名

その他、
浮腫療法の認定療法士を取得
糖尿病運動療法士の資格更新
呼吸療法士認定士の資格更新
および
新たに 2 名資格取得

心臓運動療法士の資格更新
および
新たに資格取得を目指す

がんのリハビリテーション算定 療法 士 増を目指す 
来年 2 月に認定研修会を開催

9 総合リハビリテーションセラピスト（仮称）(PT・
OT・ST) 養成プログラム

協会指定の新人教育や専門および認定療法士制度の参
加を促しているが、よりゼネラリストとしての療法士育成
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては検討中

新人職員を対象の研修制度を実施

3 年目以降の専門領域への研修制度を検討中

10 退院支援に関する専門ソーシャルワーク教育プ
ログラム

週 1 回

毎日

5 月 27 日

7 月 12 日

8 月

10 月 19、20 日

退院時

5 月、7 月、9 月、
11月、1月

11月 23

退院支援カンファレンス実施

退院支援ケースに対するグループスーパービジョン

研修会『高齢者の総合的な評価』を実施

シンポジウム『患者さんの生活をいつ知るの？～患者さ
んの生活を知るための多職種協働とは～』を実施

退 院 支 援 患 者 の 退 院 時 同 行、 患 者 宅 訪 問 
（ALS 人工呼吸器装着患者宅）

日本医療社会福祉協会「退院支援専門 SW 研修」受講

退院支援カンファレンスの開催（必要時）

つくば退院支援・調整プログラム評価検討会議

チーム医療シンポジウム 2013『筑波大学付属病院の
チーム医療人材養成』にて発表
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11 日本初の医学物理士レジデント教育プログラム

4 月 1日

4 月 1日～現在

4 月 1日～現在

4 月 1日～現在

4 月 12 日～ 14 日

5 月 18 日

5 月 24 日

5 月 25 日～ 26 日

5 月 25 日～ 28 日

7 月 6 日

7 月 13 日～ 14 日

8 月 3 日～ 4 日

8 月 19 日

8 月 22 日～ 24 日

8 月 29 日～ 31日

9 月 14 日

9 月 16 日

9 月 17 日～ 18 日

10 月 18 日～ 20 日

1月 25 日

1月 26 日

2 月 8 日

3 月 8 日

3 月 9 日

2 名の医学物理士レジデントを確保

放射線腫瘍科内カンファレンスへの参加（毎日）

陽子線部門内勉強会（1 回 / 月）

医学物理グループ勉強会（1 回 / 週）

第 105 回日本医学物理学会学術大会への参加・発表

第 2 回茨城放射線腫瘍研究会放射線治療・医学物理
分科会への参加

国立がん研究センター東病院での研修

第 116 回放射線治療かたろう会一泊研修会への参加

南東北がん陽子線治療センターでの研修

日本医学物理士会講習会への参加

日本放射線治療専門放射線技師認定機構統一講習会
への参加

日本放射線腫瘍学会第 15 回放射線腫瘍学夏季セミ
ナーへの参加

放射線医学総合研究所の視察と情報収集

粒子・重イオン輸送計算コード PHITS 講習会／研究会
への参加

日本医学物理学会医学物理サマーセミナー 2013 への
参加

第 6 回茨城放射線腫瘍研究会への参加

医学物理士認定機構放射線治療品質管理講習会・医
学物理講習会への参加

第 106 回日本医学物理学会学術大会への参加

日本放射線腫瘍学会第 26 回学術大会への参加・発表

日本放射線腫瘍学会第 4 回放射線生物学セミナーへの
参加

東海大学医学物理セミナーへの参加

東北大学医学物理セミナーへの参加

第 7 回茨城放射線腫瘍研究会への参加

日本放射線腫瘍学会第 2 回放射線治療・物理学セミ
ナーへの参加
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19 人材養成プログラム：会議の進め方 11月 14 日 「～チームがまとまる、活性化する～ファシリテーション
の表技・裏技」

20 人材養成プログラム：改善の手順 多職種 23「人材養成プログラム：仕事の改善の仕方」
と合同で実施

21 人材養成プログラム：MBTI
3 月 17 日 

 
3 月 28 日

MBTI（アドバンスト）実施
 
MBTI（ベーシック）実施

22 人材養成プログラム：仕事の教え方 6 月 2 日 「仕事の教え方」研修会

23 人材養成プログラム：仕事の改善の仕方
7 月 15 日

11月 3 日

「業務の改善の仕方」研修会

「業務の改善の仕方」研修会
24 人材養成プログラム：ヒトの扱い方 10 月 5 日 「人への接し方」研修会
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新たなチーム医療・役割分担に基づいた、教育体系の構築

教育プログラムを稼働できたものから順に、新たなチーム医療・役割分担に合うように体系

的に組み上げることを目指しました。円滑な構築をチーム医療教育推進室がサポートしまし

た。

チーム医療・役割分担の新たな実施につながる教育の体系化により、チーム医療の充実を図

るとともに、 によりさらに実践力を備えた人材養成ができます。また、チーム医療教

育推進室がサポートすることにより、部門を超えた教育の体系化が可能になりました。

教育プログラムの稼働状況

チーム医療教育推進室では、事業コーディネーターが必要に応じて事業担当者と面談を行

い、チームや教育プログラムが計画通りに稼働するための支援を実施してきました。内容の

改訂が必要な教育プログラム等については、その方策を共に検討し、実施にむけた取り組み

を継続しています。

平成 年 月と平成 年 月の稼働状況を比較すると、「提出した計画通りに始動でき

た」とするプログラムが 倍以上に増えています。

尚、「その他」を選択している つのプログラムについては、実施する中で内容が重複す

るプログラムがでてきたため、そちらと共同で実施することとなったプログラムです。

≪教育プログラムの稼働状況≫
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3-5-2  e-learning システムを用いた教育体系の明確化 

e-learning システムのリンク機能を活用することで、多層的な「教育プログラム」を、「職

種」や「医療チーム」と関連付けながら公開しています。 

このことにより、二次元では表現が困難な複雑なチーム医療の教育体系を、わかりやすく

示すことが可能となり、プログラム参加者が自分の職種と関係の深い医療チームや、各医療

チームと関わりのある教育プログラムについて、容易に知ることができるようになりました。 

事業ＨＰにも全国からのアクセスが確認でき、本事業が他の保健医療機関の取組みの参考

となっていることがうかがわれました。 

 

≪多層的な「教育プログラム」とその公開≫ 
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≪チームと関連する「教育プログラム」一覧の例：「ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ能力教育プログラム」≫
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≪職種と関連のある「教育プログラム」一覧の例：栄養士≫

≪事業ＨＰへの地域別訪問数（調査期間： ～ ）≫
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3-6 シンポジウム・ワークショップの実施報告 

 

本事業の取組みを院内外に知らせ、参加者がチーム医療の現状や課題についての見識を深め、

今後の医療現場での改善の方向性についてともに考えることを目指したシンポジウム・ワー

クショップを、事業期間中４回開催しました。以下に、シンポジウムならびにワークショッ

プの実施報告を掲載します。 

 

〔実施報告〕 

3-6-1 

 シンポジウム「新たな医療チームを築くために」（平成 23 年度） 

 

3-6-2 

 ワークショップ 2012 夏「次の一歩へ！動き出したチームと教育プログラム」 

（平成 24 年度） 

 

3-6-3 

 シンポジウム 2013「日本の医療を支えるため、チームは進化します。 

 ～筑波大学附属病院のチーム医療人材養成～」（平成 25 年度）   
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シンポジウム「新たな医療チームを築くために」実施報告

 
 
平成 24 年 2 月に、「新たな医療チームを築くために」を

テーマに、シンポジウムを開催いたしました。筑波大学

附属病院をはじめとした医療関連の機関から、84 名の

方々にご参加いただきました。 
 

 
多様化する医療ニーズにいち早く対応できる医療チームと、それを実践できる人材の養成

を目標とする、本事業の実施計画についてご報告するとともに、チーム医療の現状や課題に

ついての見識を深め、今後の医療現場での改善の方向性について、参加者がともに考えるこ

とを目的としました。 
 

シンポジウムは、本事業の稲葉めぐみコーディネーターの総合司会のもと、筑波大学附属

病院・五十嵐徹也病院長の挨拶で開会しました。 
五十嵐病院長からは、多職種の視点を理解する

ことが、患者さんの安全・安心につながることや、

チーム医療は施設内だけでなく地域にも広がる概

念であることが述べられました。また、現在建設中

の新しい病院では、「チーム医療」が自然な文化と

なるよう、本事業の成果への期待が示されました。 
 

筑波大学附属病院総合臨床教育センター・前野哲博副部長が座長を務めた第 1 部では、

「変革期に活路を拓くチーム医療とは～病院機能評価（外部評価）と事務部門経営改善の視

点からの提言として～」と題して、鈴木 紀之 
氏（財団法人筑波メディカルセンター事務局次

長・財団事業推進室長、厚生労働省 チーム医

療推進方策検討ワーキンググループ委員）によ

る基調講演が行われました。 
鈴木氏は、自身の勤務先である筑波メディ

カルセンターを例にとり、医療現場を取り巻く

チーム医療教育・イメージキャラクター

ケイちゃん マスター・ブライト レンくん
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変化と経営改善について述べられた後に、経営

に理解と認識ある医師とチーム医療で、「八方

塞がらない病院経営」を、と訴えられました。

さらに、ご自身の医療機能評価サーベイヤーと

してのご経験から、医療保険福祉がかつてない

難局に臨もうとしている今日、チーム医療はま

すます重要性を増しており、事務部門も覚悟と

準備をもってチーム医療の実践を支える必要

があることが示されました。 
 

筑波大学附属病院総合臨床教育センター・瀬尾恵美子専任講師が座長を務めた第 2 部で

は、同センターの前野哲博副部長により、本事業が採択された文部科学省の支援事業「チー

ム医療推進のための大学病院職員の人材養成システムの確立」についての説明と、本事業の

概要の報告がありました。 
本事業は、文部科学省の補助事業への 52 件の申請のうち、8 件に採択されたことが報告

された後、養成する本事業が多様化する医療ニーズにいち早く対応できる医療チームを構築

し、それを実践できる人材の養成を目標としている

ことが述べられました。業務を職種単位で考えてき

たこれまでのあり方から、職種を超えた全体的視点

で業務改善ができるチーム医療人材を想定する本

事業では、「互いに教え合う」文化を醸成すること

と、人材養成の体系化・標準化を図ることで、こう

した人材の養成を目指すことが報告されました。 
 

 

筑波大学附属病院 ISO・医療業務支援部・山下慶三病院講師が座長を務めた第三部では、

「Implementing TWI in Healthcare : Successful Strategies and Practices（医療現場で

TWI を使う ～価値を生む戦略と実践～）」と題

し て 、 米 国 The TWI Institute の TWI 
Executive Director である Robert Wrona 氏に

よる基調講演が行われました。 
第二次世界大戦に備えて米国が生み出した

リーダー養成手法・TWI（Training Within 
Industry）が戦後トヨタを始め多くの日本企業
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の人材養成の礎となったこと、トヨタウェイの米国での認知を背景に日本で TWI を修めた

Graupp 氏が Wrona 氏と共に TWI Institute を設立（2001 年）したこと、TWI が医療機

関を含む米国産業界に浸透しつつあること、「仕事の教え方」「改善の仕方」は業務プロセス

の改善を、「人の扱い方」は組織運営の改善を促す監督者の基本力量であり TWI はそれら

力量を育成する確実な訓練体系であることが紹介されました。  
 

引き続き、本事業の評価委員を代表して、財団

法人筑波麓仁会 介護老人保健施設そよかぜ・阿部 
帥施設長（元茨城県立医療大学学長）より、本事

業の評価についてお話しをいただきました。 
まず、患者中心のチーム医療が希求されながら

も、必ずしも実施が伴ってこなかったこれまでの

日本の医療現場について言及され、チーム医療の

実現は、社会全体の意識変革が必要なほどの、根の深い課題であることが述べられました。

それゆえ、医療現場の実態を鋭く分析し、実際にチーム医療推進の役に立つプログラムの作

成が望まれるという、本事業への期待でまとめられました。 
 

 
筑波大学附属病院総合臨床教育センター・前野哲博副

部長の閉会の挨拶では、本シンポジウムでいただいた貴

重なご意見を基に、これから社会に求められるチーム医

療、医療人の育成を進めていきたいとの抱負が述べられ

ました。最後に、ご参加の皆様へのお礼と事業推進への

ご協力のお願いでシンポジウムを閉会しました。 
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ワークショップ 夏

「次の一歩へ！ 動き出したチームと教育プログラム」実施報告

「ワークショップ 夏」を開催しました
 

 新病棟「けやき

棟」の竣工も間

近となった平成 24 年 9 月 7
日、ワークショップ「次の一

歩へ！ 動き出したチームと

教育プログラム」を開催いた

しました。筑波大学附属病院

教職員と関連病院・機関から、

多職種の 81 名の方々にご参

加いただき、活発な意見交換

が行われました。 
 

 
患者さん中心の医療を実践する

我々スタッフが、笑顔で働くために

は、何をしたら良いのかについて、

活動を開始したチーム・教育プログ

ラムの報告を通して、今後の医療チ

ーム構築や教育プログラム運営に向

けた課題を共有し、参加者が共に考

えることを目指しました。 
 

ワークショップは、総合臨床教育センターの瀬尾恵美子副部

長の司会のもと、大河内信弘副病院長の挨拶で開会しました。 
大河内副病院長からは、日本の医療水準は世界一であるが医

療に関わる人材は少なく、医療崩壊に向かっていることからチ

ーム医療が注目されてきたが、まだどの医療機関でも手さぐり
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の状態であることが紹介されました。筑波大学でもそれぞれのチームが試行錯誤しながら良

いものを作っていく段階であり、この事業をきっかけに患者さんへのより良い医療の提供に

発展することを期待しているとされました。 
 
【報告１】 多職種連携による新たな医療チームで提供できた「食」

まず、病態栄養部・岩部博子副部長と栄養管理室・

浅見暁子管理栄養士から、「摂食・嚥下サポートチーム」

による新嚥下訓練食の開発と評価についての報告があ

りました。 
岩部副部長からは、「多職種連携」「食」の二つをキ

ーワードに報告がありました。これまでの多職種によ

る食の提供について、炎症性腸疾患患者サポートチー

ム（IBD チーム）や小児科 NST サポートチームの例
を示し、「多職種連携」による「食」の提供が心と体の治癒力につながるとの考えが示され

ました。 
続いて、浅見管理栄養士から嚥下訓練食見直しの活動について報告されました。多職種

による「摂食・嚥下サポートチーム」では、従来の訓練食の問題点を抽出し、①形態の統一

化―嚥下難易レベルを考慮、②見た目・彩りに考慮した食事、③「お茶ゼリー 」の作成―
交互嚥下に使用、の 3 点をポイントとした改訂を行ったことが、新・旧訓練食の写真を交
え報告されました。多職種連携による改訂の結果、質の高い改善が実施できたことが紹介さ

れました。 
また、嚥下訓練食の問題点を病院内で共有できた、各専門職種と関わりを持ったことで

境界領域の知識や意識が向上した、などの成果があがったことも報告されました。多職種が

連携しなければ真に安全な食は提供できない、多職種連携により患者さんの一日も早い離床

に貢献したい、という思いで報告が締めくくられました。 
 

※ 試食会の記事を（国際学会 ATBH Ⅵ（All Together Better Health Ⅵ）での発表ポス
ターも含め）、本事業 HPに掲載しております。詳しくは以下をご参照ください。 
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/index.html#06 
 

【報告２】 「多職種コミュニケーション」－始動した多職種連携新人研修

チーム医療教育推進室の稲葉コーディネーターから

は、多職種連携新人研修の内容ならびに、新人職員の多

職種連携の経験と研修前・後のチーム医療に対する意識

の変化について報告されました。 
入職時からの多職種の円滑なコミュニケーションを
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目指し今年度から開始された多職種連携新人研修は、附属病院の多くの教職員の協力により

開催できたことがまず述べられました。『多職種コミュニケーション』には全新人職員（189
名）が参加し、アイスブレイクに続くグループワークでは、一機の飛行機のトラブル発生と

チームでの対応を扱った映画視聴の後に、映画を見て考えたこと、感想などをグループで自

由に話し合ってもらったことが紹介されました。続くグループワークの成果報告では、「緊

急時の冷静な判断」、「日ごろからの信頼関係・連携」、「報告・連絡・相談」、「ダブルチェッ

ク」などの重要性があげられたことが示されました。 
また、参加者アンケートの結果では、新人職員は多職種連携の意義は十分感じているも

のの、研修医を中心に異なる職種とのコミュニケーションの経験は十分にはなかったことが

確認され、『多職種コミュニケーション』の体験により、多職種連携の意義についての認識

が高まったことが考えられると報告されました。新人職員の医療チームの一員としての成長

をこれからも応援していきたい、との言葉で報告が終えられました。 
 
※ 本研修については、アンケート結果も含めて本事業 HPに掲載しております。詳しくは
以下をご参照ください。 
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/index.html#02 

【報告３】 診療に ：仕事の教え方を使う ―筑波大学附属病院の試み―

 ISO・医療業務支援部の山下慶三専任講師からは、
人材養成の研修法としての TWI（Training Within 
Industry）研修の沿革・特徴の紹介と、本事業での活
動および今後の展望が報告されました。  
報告では先ず、産業界で長い利用歴を持つ TWI研修

が日本の医療界では全く実績がないこと、他方、米国医

療界では TWI研修が徐々に認知を得ていること、加え
て本事業の支援で視察した米国シアトル子供病院スタ

ッフの TWI研修の様子が紹介されました。ヒトに教える作業を予め分解してステップ毎に
重要な点を明確にし、教える相手を“学ぶ気にさせ”、“やってみせ”、“実際にやらせてみて

間違いを直し”、“その後を見る”4段階を経てヒトに教える標準化された研修法は日本の医
療界でも有効かつ価値高いものであることに、視察者全員（4名）が納得を得たとの報告が
ありました。 
後半では、附属病院で実際に仕事の教え方（TWI-JI）と仕事の改善の仕方（TWI-JM）

研修が実施され、多職種に亘る総数 31名の参加者が異口同音に研修の価値を認めているこ
と、また TWI-JIに基づく新規資材導入トレーニングも企画・実施することで、資材導入後
の現場スタッフの混乱を相当程度に低減したと報告されました。  
最後に、「仕事の教え方」「業務の改善の仕方」「人の扱い方」の３つの力量は“算数”に
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匹敵する基本的な実際知であろうこと、それ故に TWI研修は患者中心の医療を実践する心
豊かな医療人育成の礎となるであろうこと、加えてその前提として TWI研修の医療版化と
職員教育体系への組み込みが大切と報告されました。 
 
※TWI 研修については、アンケート結果も含め本事業 HP に掲載しております。詳しくは
以下をご参照ください。 

●「業務の改善の仕方」研修 
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/201202-03_report.html 

●「仕事の教え方」研修 
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/20120526-27_report.html 

 
【質疑応答と総合討論】

フロアーから発せられた、医師をはじめとした多忙なスタッフにいかにチームに参加して

もらうかという疑問について、メンバーの自主性を重んじたチームリーダーのやり方が功を

奏している事例の紹介や、他職種であってもお互いの置かれている状況を思いやり行動する

ことで活動が円滑に進むのではないかという提案など、活発な意見交換がありました。 
また、視察で参加された関係機関の方々からは、筑波大学附属病院にはチーム医療を推進

しやすい土壌があるように感じられたことや、本事業には患者さんとスタッフが Win-Win
になるというキーワードがあるように感じられた、との感想が寄せられました。 
外部評価者の皆さまからは、チーム医療の問題は古くて新しい永遠のテーマであるが、多

職種が同じ場でカンファレンスを行うなどの日常的な活動の中でしか解決し得ないことが

述べられるとともに、本取組がお互いの専門性を尊重しながら多職種で率直に意見交換がで

きる医療現場に向けた、日本の医療が変わる大きなきっかけになることへの期待が示されま

した。 
 
最後に、事業推進責任者である前野哲博 総合臨床教育セン
ター部長より、社会のニーズに応える新しいモデルを作り全

国に発信することを期待され、本事業が文部科学省の補助金

事業として採択されたことが説明された後、チーム医療は今

日の医療問題を解決する唯一の方法との考えが示されました。

限られたリソースで社会の要求に応える、先進的なモデルを

構築し示していくやりがいのある事業であると述べられた後、

このミッションを果たす取組の推進と参加者全員へのお礼の

言葉でワークショップを閉会しました。 
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外部からご参加のみなさんのご意見で、

本院の組織文化がチーム医療の実現に適しているらしい、

という新鮮な発見もありました。

院内で開始された様々なプロジェクトの報告から、

職種や職階の壁を越え全員で医療に取り組むことの大切さが

共有された一日でした。
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シンポジウム 「日本の医療を支えるため，チームは進化します。

～筑波大学附属病院のチーム医療人材養成～」実施報告

チーム医療シンポジウム

「日本の医療を支えるため、チームは進化します。
～筑波大学附属病院のチーム医療人材養成～」を開催しました。

月 日（土）、けやき棟エントランスホールにおいて、チーム医療シンポジウム

「日本の医療を支えるため、チームは進化します。～筑波大学附属病院のチーム医療人材養

成～」を開催しました。

筑波大学ならびに附属病院の教職員、患者さんとご家族、地域の保健医療関係者、学校関

係者など、 名の方々にご参加いただきました。

シンポジウムの目的 

文部科学省の補助事業として実施されてきた、「患者中心の医療

を実践する人材養成の体系化」が補助事業最終年度を迎えたこと

から、今回のシンポジウムでは事業の成果をご報告することで、

日ごろは外から見えにくいチーム医療人材の養成についてより深

く知っていただくことを目指しました。

シンポジウムの内容 

シンポジウムは、総合臨床教育センターの瀬尾恵美子副部長の司会

のもと、五十嵐徹也病院長の挨拶で開会しました。

開会挨拶では、これから先、地域全体で患者さんをケアしていくた

めには、医師だけ、看護師だけではなく、多職種のスタッフと患者さ
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ん自身もチームの一員として、適切な治療に取り組むことが大切になることが述べられまし

た。

第１部：チーム医療を実践する人材とその養成とは？ 

まず、総合臨床教育センターの前野哲博部長から「なぜチーム医

療が求められているのか？」と題して報告がありました。

日本の医療現場はすでに限界が近く、医療を巡る社会も変化し、

既存の役割分担を超えた新しいチーム医療を導入する必要があると

されました。

チーム医療とは互いに連携・補完し合い患者の状況に的確に対応

した医療を提供することであり、単なる分

業になってはチームの真価を発揮できず、

患者さんを中心としたチームで医療をす

るのが理想的との考えが示されました。

そのため、当院の「患者中心の医療を実

践する人材養成の体系化」により、高い専

門能力を持つ病院職員が職種の壁を越え

て教育に当たり、人材養成を標準化・体系

化することにより、互いに教え合う文化を

醸成し、優れた人材が確実に育つ環境の構

築を図ったことが報告されました。

続いて、チーム医療教育推進室の稲葉コーディネーターから「チ

ーム医療人材の養成～筑波大学附属病院の取組み～」と題し、現在

運営されている教育プログラムの全体構造や、多職種チームの活動

事例、実際のチーム医療教育の運営等について報告がありました。

職種や組織

の壁を越え、

多職種が参加

し運営された研修の例や、既存の各部

単位・職種単位の研修から病院全教職

員が対象の研修に再編成された例な

どが紹介され、これからもチーム医療

を担える人材教育に取り組んでいき

たいとの言葉で報告が終えられまし

た。
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第２部：患者さんとご家族を支えるために～多職種チームの挑戦～

地域医療連携・患者相談支援センタ

ー患者相談支援室の板橋辰哉社会福祉

士からは、「地域医療連携推進室による

高度医療を必要とする在宅患者等支援

チーム」の活動について報告がありま

した。

退院支援調整プログラムについて、

退院・回復についての患者さんと医療

者とでは認識にずれがあるという背景

が説明された後、情報共有の不十分さ

から急な退院後

の生活に不安を抱える患者さんやご家族も少なくなく、この支援の

ため、適切な時期に適切に介入できるシステム作りが目指されたこ

とが紹介されました。

退院支援カンファレンスや勉強会、プログラム検討会議、研修会

などを実施したことにより、退院に向けた連携が図りやすくなった

ことやプログラム導入病床数の増加など、取組みの成果についても

示されました。

続いて、リハビリテーション部の立元寿幸理学療法士から「術

前から始める周術期リハビリテーションチーム 急性期リハビリ

テーション～心臓大血管リハビリテーション～」について報告が

ありました。

まず、身

体的運動能

力獲得のた

めの運動療法と再発予防への教育と

啓発という心臓リハビリテーション

の概念について紹介されました。

また、茨城県における心疾患等循

環器系疾患調査の結果と、循環器医

療の問題点が示されました。

実際のリハビリの様子や実施状況

についても報告され、心臓リハビリ
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テーションが効果のある治療であり、今後は大学病院の立場から心臓リハビリテーションの

地域連携を含め、県全体の予防・治療を推進していきたいとの言葉で締めくくられました。

第３部：レジデント研修プログラムが拓く新たな役割～医学物理士レジデント～ 

医学医療系（医学物理学グループ）の磯辺智範准教授からは、「安

全・安心な放射線治療の担い手としての役割」と題して報告があり

ました。

医学物理とは医療の中で画像診断と放射線治療の つをサポー

トする分野であり、物理（装置、技術）と医学の通訳的な人材であ

るのが医学物理士ですが、日本では、認定試験の難しさに加え試験

合格後の臨床

経験が１～３年必要で、認定を受ける

のが困難であることから、米国に比べ

て認定者数が格段に少ないことがまず

示されました。

本院のレジデント研修プログラムで

は、試験合格後に業務経験を持たない

ために認定を受けられない方のサポー

トを目的に、大学病院と大学院が連携

して教育を実施することが紹介されまし

た。

続いて、その詳しい内容について医学

医療系の神澤聡研究員から「本邦初のレ

ジデント研修」と題し報告がありました。

年間や１日の研修スケジュールや外部

研修についての紹介の後、臨床現場で研

修を積むことで、

新たに見えてきた

課題の解決を通して、多くを学んだことが紹介されました。今日の

医療が、チーム医療によって支えられていることも、その中で学ん

だことが述べられました。毎日の活動の中で、より安全・安心な放

射線治療を患者さんに提供したいとの言葉で報告が終えられました。
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医学物理士レジデントプログラムについての報告の後、本院

の薬剤師レジデントプログラムについて、森山侑太薬剤師レジ

デントよりポスター発表がありました。本院のプログラムは、

病棟へ

の配属

が早い

ことか

ら、早期

からチーム医療に貢献できる特徴が

あることなどが述べられました。ポ

スターでは、研修計画などの詳細が

確認でき、全国でも珍しい取組みで

あるだけに、会場の関心を集めてい

ました。

第４部：全ての教職員がチームの強力なメンバーです。 

～海外や異業種の成功事例に学ぶ～ 

看護部がん看護専門看護師・風間郁子看

護師と地域医療連携・患者相談支援センタ

ー・外山美紀副看護師長からは、「米国のチ

ーム医療を支える組織及びスタッフの意識

改革」と題し報告がありました。

まず、当院の患者相談支援室とがん看護

専門看護師の役割が紹介された後、チーム

医療における看護師の果たす役割とリーダ

ーシップを学んだ米国研修について報告さ

れました。

米国・聖アンソニー病院の緩和ケアチー

ムでは、多様な専門職の役割が明確で、協

力を得るべき職種がわかりやすく、チーム

の形成から問題解決まで導きやすい仕組

みになっていること、また、目標の共有や

頑張りを評価する文化や、交流の場を設け

ることで、看護の質が向上したことなどが、

現地での写真とともに紹介されました。

晴れやかに初期研修課程の修了式を迎えた 4 名の薬
剤師レジデントと五十嵐病院長（平成 25 年 3 月） 
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続いて、医学医療系（医学教育企画評価室）の鈴木英雄准教授か

ら、「世界で注目されるＫＡＩＺＥＮの手法を医療界へ」と題し報告

がありました。

まず、監督者のための職場教育の手法であるＴＷＩ

の歴史と概要について紹介がありました。本事業

では外部講師を招聘し複数回ＴＷＩ講習会が開催され、その手法を

多職種で体験することで、参加者の高

い満足度が得られ、医療現場での有用

性があることが報告されました。さら

にＴＷＩを医療現場に応用し、とくに

チーム医療人材の養成に適した教育プ

ログラム：

ＴＥＡМＳ を開発したことが紹介さ

れました。そして、独自の教材を作成

し実施したＴＥＡＭＳの研修風景が紹

介され、報告が終えられました。

質疑応答と講評 

来場者との質疑応答では、事業推進の力につ

いて、各チームを担当された現場の皆さんの力

強い活動が、本事業を推進する力となっている

ことが明かされました。また、事業の生産性に

ついての質問には、五十嵐病院長から、取組み

を長い目で見る必要があり、最終的に患者さん

の満足やスタッフの成長の方が、かかるコスト

を上回れば、その取組みの生産性は高いとの考

えが示されました。前野事業推進責任者からは、補助事業が終わってからも病院独自の事業

として続いていくプロジェクトとなることが説明されました。

本シンポジウムを締めくくる講評を、外部評価委員の皆さまから

いただきました。鈴木委員からは、本シンポジウムの内容は大変興

味をひかれるものであったこと、またこのようなチーム医療の中心

となる話を厚労省の会議でもできると良いと感じたことを話され

た後、筑波大学の取組みが日本の他の医療現場にも還元されれば、

との期待が示されました。また、阿部委員は、この様に一同に会し
事業評価委員： 
筑波メディカルセンター 
法人事務部門長・事務局次長 

鈴木 紀之 様 

　本シンポジウムを締めくくる講評を、外部評価委員の皆さまから

いただきました。鈴木委員からは、本シンポジウムの内容は大変興

味をひかれるものであったこと、またこのようなチーム医療の中心

となる話を厚労省の会議でもできると良いと感じたことを話された

後、筑波大学の取組みが日本の他の医療現場にも還元されれば、と

の期待が示されました。また、阿部委員は、この様に一同に会して

話ができること自体、取組みが根付いてきた表れであり、大変到達

度が高く成果があがったプロジェクトであると事業全体を評価され
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た後、この取組みを是非広く発信して、筑波大学も地域も良くなる

取組みにつながると良い、と結ばれました。

最後に、本事業を振り返って、初代事業推

進責任者の松村明副病院長は、関係者の協力

でこれだけの実のある取組みとなったこと

に感銘を受けたと話され、これからもお互い

の専門性と信頼を育て、この取組みをさらに

発展させて欲しいという願いが述べられま

した。五十嵐病院長からは、現場の人たちの

取組みが 割で、それをほんの少し後押しするだけでこれだけの成果が出た。この取組みの

中で、プロフェッショナル・オートノミーが働いていることを確認でき、大変うれしく感じ

ている、と締めくくられました。

白川洋子副病院長の閉会の挨拶は、チーム医療にはそれぞれの自律

と尊重の気持ちを備えた人間の集まりが必要であり、これからが本当

のスタートだと思

う。皆さんの色々

な知恵を出し合っ

て患者さんのため

の取組みをこれか

らも進めていきましょう、との教職員

へのエールで閉じられました。

本事業の内容等詳細は、以下の の事業ホームページにてご紹介しています。
 

このシンポジウムは、事業関係者だけでなく、病院利用者の

皆さんにも教職員の取組みを知っていただける

良い機会となりました

筑波大学附属病院のチーム医療に貢献できる人材養成は、
これからも続きます！

事業評価委員： 
介護老人保健施設 
そよかぜ施設長 

阿部 帥 先生 

33 
 

た後、この取組みを是非広く発信して、筑波大学も地域も良くなる

取組みにつながると良い、と結ばれました。

最後に、本事業を振り返って、初代事業推

進責任者の松村明副病院長は、関係者の協力

でこれだけの実のある取組みとなったこと

に感銘を受けたと話され、これからもお互い

の専門性と信頼を育て、この取組みをさらに

発展させて欲しいという願いが述べられま

した。五十嵐病院長からは、現場の人たちの

取組みが 割で、それをほんの少し後押しするだけでこれだけの成果が出た。この取組みの

中で、プロフェッショナル・オートノミーが働いていることを確認でき、大変うれしく感じ

ている、と締めくくられました。

白川洋子副病院長の閉会の挨拶は、チーム医療にはそれぞれの自律

と尊重の気持ちを備えた人間の集まりが必要であり、これからが本当

のスタートだと思

う。皆さんの色々

な知恵を出し合っ

て患者さんのため

の取組みをこれか

らも進めていきましょう、との教職員

へのエールで閉じられました。

本事業の内容等詳細は、以下の の事業ホームページにてご紹介しています。
 

このシンポジウムは、事業関係者だけでなく、病院利用者の

皆さんにも教職員の取組みを知っていただける

良い機会となりました

筑波大学附属病院のチーム医療に貢献できる人材養成は、
これからも続きます！
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阿部 帥 先生 
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≪シンポジウム 資料≫

シンポジウム資料のパワーポイントファイルを、 枚 ページで挿入

してください。

第１部：チーム医療を実践する人材と
その養成とは？

なぜチーム医療が求められているのか？

「患者中心の医療を実践する人材養成の体系化」

事業推進責任者

筑波大学附属病院 総合臨床教育センター

前野哲博

 

筑波大学附属病院・チーム医療シンポジウム2013（2013.11.23） 

ご報告する内容 

 チーム医療とは？ 

 なぜチーム医療が注目されてきたのか？ 

 チーム医療の現状は？ 

 文部科学省補助事業「患者中心の医療を実践する人
材養成の体系化」について 

 

チーム医療とは？

まず、お伺いします。

 「医療チーム」でイメージするチームに一番近いもの
は、次の中のどれですか？

① 同じ職種の複数人が協働するチーム

② 多職種の医療職が協働するチーム

③ 多職種の医療職に、事務職員、患者さんやご家族も加
わったチーム

チーム医療とは？（1）
 「医療従事者たちの声を聞いていると、「チーム医
療」とはそれを語る人の数だけ、いろいろな形があ
るのではないかという感覚を得て、万人が共通了解
できる「チーム医療」というものを同定することの困
難さを痛感した。」

（細田満和子著、『チーム医療」とは何か』 、2012 より）

チーム医療とは？（2）
 「チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医
療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と
情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補
完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提
供すること」と一般的に理解されている。」

   （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）」、2010 より）

単なる分業になってはチームの真価を発揮できない
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患者さんを中心にしたチームで医療を！

筑波大学附属病院チーム医療教育推進室ＨＰより転載

なぜチーム医療が
注目されてきたのか？

保健医療機関のスタッフは、
こんな経験をしています。

医療の

高度化・複雑化

患者さんのことが
気がかりだけれど、

当直の後に一日中手術。
子供も保育園で
待っているし・・・

日本の医療の現状

すでに限界が近い医療現場！
あぁ、それなのに・・・

 医療の高度化・ニーズの多様化で、現場は疲弊

 団塊の世代の老齢化⇒患者さんはますます増加！

 国民医療費はすでに37兆円超 ＆ 国の財政は破綻
寸前 ⇒ 医療を担う人材は劇的には増えない
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高齢者人口の推移 

75歳以上 

65～74歳 

（万人） 

（年） 

 医療の高度化 
 医療安全 
 高齢社会 
 価値観の多様化 
 人手不足 
 医療費削減 

多様化する医療ニーズにより、 
高度複雑化する医療サービスを 
人手不足・資源不足の中で、 
安全に提供することが 
求められている 

既存の役割分担を超えた 
新しいチーム医療の導入が必要 

医療を巡る社会の変化
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チーム医療の現状は？

では、お訊ねします。

 皆さんが実際の業務で一番よく参加される「医療
チーム」は、次の内のどれですか？

① 同じ職種の複数人が協働するチーム

② 多職種の医療職が協働するチーム

③ 多職種の医療職に、事務職員、患者さんやご家族も加
わったチーム

チーム医療は実践されてきたのか？

厚生労働省『平成20年ならびに平成23年受療行動調査の概況』
より

全国調査の結果では、

 不満を主治医に相談した受診者は、49.3％から40.0％に減少
⇒ 相談の結果、「役立った」と感じた受診者の割合も減少

 病院スタッフに相談した受診者でも同様

   医療機関に不満を感じたときの相談相手とその結果 
（単位％） 

相談相手 
 
  

相 談 
 し た 

    
相談した結果 

役立った 
どちら 

でもない 
役立た 
なかった 

主治医 
（Ｈ20年） 49.3 74.6 15.2 6.6 
（Ｈ23年） 40.0 51.0  23.0  25.8  

病院スタッフ 
（Ｈ20年） 25.3 56.4 31.7 10.0 
（Ｈ23年） 23.6 42.8  33.9  23.3  

家族・友人・
知人 

（Ｈ20年） 43.2 60.9 8.3 25.2 
（Ｈ23年） 49.0 56.7  36.9  13.1  

文部科学省大学改革推進事業

「患者中心の医療を実践する人材養成
の体系化」について

チーム医療教育の推進

 平成23年度文部科学省大学改革推進事業「チーム医
療推進のための大学病院職員の人材養成システムの
確立」に、全国国公私立52大学の申請の中から、8大学
の一つとして採択された 
 大 学 名        事 業 名 称 
 東北大学    高度専門医療チーム活性化システムの開発 
 筑波大学    患者中心の医療を実践する人材養成の体系化 
 昭和大学    多職種協働の救急チーム人材養成システム 
 近畿大学    救急災害医療のためのチーム医療推進 
 岡山大学    岡山大学病院ペリオ人材育成研修センター 
 広島大学    高度急性期医療を支援する医療人教育モデル 
 九州大学    先進的チーム医療の推進とその安全性確立 
 産業医科大学 医療連携アドバイザー養成プログラム

筑波大学附属病院「患者中心の医療を実践す
る人材養成の体系化」が目指すのは・・・

 既存の役割分担を抜本的に見直すとともに、多様
化する医療ニーズにいち早く対応できる医療チーム
を構築し、それを実践できる人材の養成を目標とす
る

「互いに教え合う」文化を醸成する

 高い専門能力を持つ病院職員が、職種の壁を越え
て教育に当たる

人材養成の体系化・標準化を図る

 優れた人材が職種を超えて確実に育つ環境を実現
する
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人材養成の体系化・標準化

 新しいチーム医療の業務を実践するために、「人」と
「業務プロセス」をマネジメントするシステムをつくる

チーム医療の 

実践 

人材養成 

TWI (Training 
Within Industry)
医療版の活用

事業の実践 
・評価 

病院のマネジメント
システムの活用

病院スタッフのチーム医療教育への参加

800 

441 318 

677 

53 

教育プログラムへの参加状況 
（2012年度延べ参加者数） 

1 医療人としての基礎能力 
2 チーム医療構成力 
3 多職種連携力 
4 専門能力拡大 
5 人材養成力 

ユニット名 

 25の新しいチームと36の教育プログラムを実践

 教育プログラムには年間延べ2,289名が参加 ⇒ 
新たな連携の輪が広がる

新しい教育プログラムの開発

 高い専門的なスキルだけでなく、組織人として主体
的にチームに関わるスキル（ノンテクニカルスキル）
にも注目

 医療現場に適したノンテクニカルスキル養成

 組織人として業務を改善しリーダーシップを発揮できる能
力を修得するための教育パッケージ：TEAMS（Training 
for Effective & efficient Action in Medical Service）を開
発

 課題解決を目指した、新しい人材養成の方向性を
医療現場に提起

これからのチーム医療人材像

これまで

業務を職種単位で考
え行動する人材

職種に関連した業務
が中心の人材

標準化されていない
人材養成プロセス

これから

業務を職種を超えて全体的
視点から改善できる人材

医療人として・社会人とし
て・組織の一員として行動
できる人材

明文化・体系化により
アウトカム保証

共有化・効率化

PDCAが機能

病院スタッフを
明日の

「医療チーム」で
活躍できる人材に

養成する！

チーム医療人材の養成
～筑波大学附属病院の取組み～

筑波大学附属病院 総合臨床教育センター

チーム医療教育推進室

稲葉めぐみ

 

筑波大学附属病院・チーム医療シンポジウム2013（2013.11.23） 

「チームをつくり上げる」

 組織は、うまくいけばいくほど、

 チームをつくる必要がある。

 非営利機関は、きわめてしばしばトップが有能で、ス
タッフも献身的に働いているにもかかわらず、チーム
づくりができないばかりに失敗し、道を間違う。

 組織というものは、一人の人間の能力などはるかに
超えて成長する。

 チームはひとりでには育たない。

 系統立った苦しい作業を必要とする。

（Ｐ．Ｆ．ドラッカー『非営利組織の経営』、1991 より）

「医療チーム」も
ひとりでには
育たない！
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チームを支える教育プログラムの運営 

患者中心の医療
を実践する人材 
養成の体系化 

新たなチーム
の形成 

せん妄対策
チーム 

人材養成エ
キスパート
チーム 

新たな役割分担
の実施 

管理栄養士が中
心となった患者
のQOL向上
チーム 等 等 

教育プログラム 全体構成図

ユニット1 医療人としての基本能力

• 全人的医療を実践する医療人として、必要な基礎能力を身につける

ユニット２ チーム医療構成力

• 必要に応じて柔軟に医療チームを組織し、協調できる

ユニット３ 多職種連携力

• 他職種の視点とスキルを学び、相互理解と連携を深める

ユニット４ 専門能力の拡大・向上

• 各職種のスキルを拡大・向上させ、新たな可能性を広げる

ユニット５ 人材養成力

• 人材養成のためのマネジメントおよび効果的な指導ができる

チーム医療教育プログラム一覧

unit1 
医療人として
の基本能力 

1 診療における円滑・親切・安心プログラム 

2 病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム 

3 フィジカルアセスメント能力教育プログラム 

4 病院経営・医療経済制度教育プログラム 

5 感染予防教育のための基礎研修 

unit2 
チーム医療
構成力 

6 チーム医療のためのリーダーシップ研修 

7 チーム医療のためのチームビルディング研修 

8 
チームマネジメント教育プログラム・TQM教育プログ
ラム 

9 チーム医療のためのコミュニケーション研修 

10 多職種連携新人研修 

11 
患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニケー
ション教育プログラム(アドバンスケアプランニング) 

unit3 
多職種 
連携力 

12 せん妄の勉強会 

13 
外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤に関
する共通教育プログラム 

14 摂食嚥下研修 

15 
急性期リハビリテーション、離床に関する多職種合同
研修会 

16 非がんに対する緩和ケア勉強会 

17 
血管造影シミュレーターを用いたメディカルスタッフの
教育 

18 ＤＰＣ教育プログラム、DPC専門プログラム 

19 造血幹細胞移植勉強会 

unit4
専門能力の
拡大・向上 

20 
メディカルクラーク（医師事務作業補助者)養
成プログラム 

21 
第一種衛生管理者の免許取得教育プログラ
ム 

22 薬剤師レジデントプログラム 

23 学会認定・専門薬剤師養成プログラム 

24 
リハビリテーションスタッフ向け超急性期に
おける全身評価研修 

25 臨床検査技師専門教育プログラム 

26 診療放射線技師の読影力向上プログラム 

27 
専門リハビリテーションセラピスト(PT・OT・
ST) 養成プログラム 

28 
総合リハビリテーションセラピスト（仮称）
(PT・OT・ST)養成プログラム 

29 
退院支援に関する専門ソーシャルワーク教
育プログラム 

30 
日本初の医学物理士レジデント教育プログ
ラム 

unit5 
人材養成力 

31 人材養成プログラム：会議の進め方 

32 人材養成プログラム：改善の手順 

33 人材養成プログラム：MBTI 

34 人材養成プログラム：仕事の教え方 

35 人材養成プログラム：仕事の改善の仕方 

36 人材養成プログラム：ヒトの扱い方 

チーム医療教育推進室の設置と活動

 附属病院の教育支援組織・総合臨床教育センター
に設置

 室長：総合臨床教育センター部長が兼務

 室員：院内各部署より計13名（室長を含む）

 推進室の活動

 チーム医療教育プログラムのコーディネイト

 附属病院職員の教育・訓練の実施

 教育資源の管理・運用

教育プログラムへの参加者数（H24年度）

ユニット名 プログラム数 
内、始動できた
プログラム数 

延べ参加者数* 
（24年度末） 

1 医療人としての基礎能力 5 2 800 

2 チーム医療構成力 6 4 441 

3 多職種連携力 8 7 318 

4 専門能力拡大 11 9 677 

5 人材養成力 6 5 53 

  合  計 36 27 2289 

*：多職種合同のカンファレンス・回診や日常的な研修（ＯＪＴ等）については、対象者数を算入し、研修

会等は各回の参加者数を算入した。 

筑波大学附属病院全教職員数：1569名（H24.4.1）

全教職員が平均1.5回
研修に参加した計算

チーム医療教育プログラムの実施

多職種のスタッフ（医師・看護師・管理栄養士・言語
聴覚士 etc.)による新嚥下訓練食の評価と意見交換

「臨死期のケア～看護の視点から～」
勉強会に臨むスタッフの真剣な眼差し
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チームの重要性を実感する合同新人研修

 新人職員合同研修会『多職種コ
ミュニケーション』では、他の職
種との意見交換を体験します。

研修アルバム：

ワークショップ2012夏 
「次の一歩へ！ 動き出した

チームと教育プログラム」

多職種チームの活動事例

 『こどもの食育支援チーム』は、入院小児と保護者の方々へ
楽しみながら学べる食育プログラムを提供

新しい医療チームのご紹介

 他にも多数のチームが活動しています

 けやきプラザのポスター展（～1/31）でご紹介中

ぜひ
けやきプラザにも
お立ち寄り下さい。

チーム医療教育で
何が変わるのか？
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世間でよく言われる
医療現場の階層（ヒエラルキー）構造

医師

医療

専門職

事務職

診療

部長

各診療

科長

スタッフ

看護

部長

看護師長

スタッフ

組織文化を改善し、

多職種が協働して強い求心力
を持つ病院になる

↓
どうやって？

 平成24年5月：事業開始半年後

 始動できたチーム：41.7％ → 約6割が休眠状態に
 担当者Ａ「他部署のだれに話を持っていけば良いかわからない」

 担当者Ｂ「部長（医師）がリードしてくれないと動けない」  ‥等

 チーム医療教育推進室が、チーム担当者と連携対
象部署を橋渡し

教育プログラム運営で職種の壁を崩す

○○セン
ター部長

副部長

スタッフ

☆☆診療

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

医長

フロア長

スタッフ

チーム医療教育
推進室

プログラムを運営するメンバーの職種

 多職種のメンバーで運営する教育プログラム
 平成24年5月         平成25年2月

  （事業開始後半年）     （事業開始1年3か月）

 8（22.9％）  ⇒   22（61.1％）

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

平成24年5月 平成25年2月

多職種のメンバーで運営する教育プログラムの

全体に占める割合多職種が参加して
運営するように
なったんだね！

各部単位から全職員参加の研修へ

 チーム医療教育の研修プログラムは、原則、病院全
教職員が対象となっている

 従来は部単位・職種単位で実施されていた研修が、
多職種向けに再編成された例も

レジデント
レクチャーや

看護部の研修にも
多職種が参加

できるようになった
のよね ♪

事業成果の公開

 25のチームと36
の教育プログラ
ムの具体的内容
を、事業ホーム
ページで広く公開

 シンポジウムや
ワークショップな
ど、学外の保健
医療関係者が参
加できるイベント
を実施

これがE-ラーニングの
トップページじゃよ。

「チームをつくり上げる」

 組織は、うまくいけばいくほど、

 チームをつくる必要がある。

 非営利機関は、きわめてしばしばトップが有能で、ス
タッフも献身的に働いているにもかかわらず、チーム
づくりができないばかりに失敗し、道を間違う。

 組織というものは、一人の人間の能力などはるかに
超えて成長する。

 チームはひとりでには育たない。

 系統立った苦しい作業を必要とする。

（Ｐ．Ｆ．ドラッカー『非営利組織の経営』、1991 より）
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医療現場でチームをつくるべきか？

 このままでは、日本の医療
現場はさらに厳しくなるばか
り・・・

 安全安心な医療を提供する
ために、この「苦しい作業」に
取り組むメンバーの皆さんか
ら、この後、具体的な活動を
ご報告いただきます

筑波大学附属病院は、
チーム医療を担える人材教育に取り組んでまいります

ご清聴ありがとうございました

事業ＨＰで、研修会等の情報も公開しております
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地域医療連携推進による高度医療を必要とする
在宅患者等支援チーム

筑波大学附属病院

患者相談支援室
板橋辰哉

University of Tsukuba Hospital

～患者相談支援室紹介と
当院における退院支援の取り組みについて～

患者相談支援室とは？

患者さんの療養生活・社会生活上の問題の

相談窓口です。

社会福祉制度の利用、入院や退院時に必要な

諸事に関して、看護師とソーシャルワーカーが

専門的な立場で相談にのり、問題解決と調整

の支援をしています。

University of Tsukuba Hospital

患者相談支援室内の業務風景

University of Tsukuba Hospital

プライバシーに配慮した環境で患者さん･
ご家族と面談を行っています。

院外の関係機関やスタッフと連絡調整を
図ることも大切な業務の一つとなります。

患者相談支援室内の
看護師の業務内容

必要な医療・看護が在宅でも継続できるように

援助し、在宅生活を地域の関連機関と連携して、

支える。

1. 退院調整への支援

2. 訪問看護師との連携

3. 通院患者の病状確認および相談

4. 患者・介護者の相談

University of Tsukuba Hospital

医療ソーシャルワーカーとは？

主に病院などにおいて

｢社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心
理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会
復帰の促進を図る」専門家です。

社会福祉士（国家資格）を基礎資格としていま
す。

University of Tsukuba Hospital

ソーシャルワーカーの業務内容

１．医療費や生活費など経済的問題の解決及び調整
→高額療養費・傷病手当金等

２．医療福祉制度やサービスなど社会資源の活用支援
→身体障害者手帳・介護保険・障害年金等

３．退院（社会復帰）援助
→転院・転所先の調整
在宅退院の調整（人・物のサービス、関係機関との連携）

４. 療養中の心理・社会的問題の解決・調整援助
→介護・家事・育児・就労等

５．地域活動
→地域のケースカンファレンス・地域ケア会議の出席
患者会の援助

University of Tsukuba Hospital
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医療費の支払いが心配。利用できる制度はあるの？
会社を休んでいる間の生活費をどうしよう。

リハビリのできる転院先が見つからない。
退院の時、車椅子が必要。どこで借りればいい？

買い物、お風呂が一人では心配・・・

病気の間、子どもの育児は誰に頼めばいいの？
家にいるおばあちゃんの介護をどうしよう？

同じ病気の人と交流を持ちたい！
病気や障害があっても働きたい！！

経済的なこと、日常生活のこと、家族のこと・・・
病気になったら色々なことが不安になります

University of Tsukuba Hospital

患者相談支援室介入ケースは
社会を映しています

・単身高齢者、身寄りのない人、キーパーソン不在
・不況、雇用情勢の悪化から医療費が払えない
・入院中に退職扱いになり、職がない
・飛び込み分娩
・オーバーステイ外国人の受診
・自殺企図による緊急入院
・成人期のひきこもり
・こども虐待や高齢者虐待 など

→医療機関は、社会的支援が必要な人の発見、
初期介入の場である。

University of Tsukuba Hospital

業務の７割を占める退院援助
「退院・回復」についての患者さんと医療者の認識のズレ

患者さん

症状 受診 入院 治療 退院

医療者

退院

患者さんがイメージする回復・退院は の状態

医療者の回復・退院は の時よりも治療で症状が軽減した状態

→ 患者さん・家族にとって「急な退院」にならないよう、

医師からの十分な説明と、先を予測した早めの相談・支援体制

が必要となる。
University of Tsukuba Hospital

目的

退院支援が必要となる可能性を予測・評価し、
適切な時期に適切な介入ができるシステム作りをしよう。

退院支援調整プログラム導入の背景
○退院支援が必要な患者の抽出・評価が不十分で有り、適切な
支援ができないケースがあった。

○治療方針・退院の目処について診療科と病棟で共有されておらず、
病棟で把握していない急な退院があった。

○急な退院により、患者が入院前に利用していた地域担当者が病状
把握できないまま無理なサービス調整を行わなければならない実情
があった。

University of Tsukuba Hospital

患者さん・家族が不安要素を抱えな
がら退院していた可能性

プログラム導入の経過

Ⅰ期：準備期間 (2010年）

Ⅱ期：試運転・本格開始期間(2011年）

Ⅲ期：拡大期間(2012年）

Ⅳ期：定着・更なる拡大 質の向上期間(2013年）

University of Tsukuba Hospital

プログラムの流れ 入院日： 年 月 日

病棟： 診療科：

入院時の主病名：

年齢： 才

以下の項目に患者さんがあてはまる場合はチェックしてください

  □上記にチェックする項目なし 　　　□上記にひとつでもチェック項目あり　　　   □チェックはあるが退院支援不要　　

理由

退院支援必要！！退院支援の必要性アセスメントシートを記入

主治医名：

評価実施者：

   　2012/10Ver,3

退院支援スクリーニングシート

１．入院形態

　□　緊急入院

　□　前回退院後1か月以内の再入院（予定していたものを除く）

２．ADL介助が必要 　□　寝たきり　　　　　　　　　　　　　□　何らかの介助が必要

３．今回の入院・治療でADLが低下する
　□　高い（50%以上である）

　　可能性

４．認知症、あるいはせん妄 　□　あり

５．家族環境 　□　独居　　　　　　　　□　日中独居　　　　　　□　介護できる家族がいない

６．社会保障制度の利用 　□　介護保険を利用している　　　□　身体障害者手帳をもっている

７．以下の在宅サービスの利用 　□　訪問診療　　　　　□　訪問看護　　　　　　□　ヘルパー

８．在宅での医療処置 　□　あり　　　　　　　　　　　　　　　　□　必要になる可能性が高い（50％以上）

　チェックあり

　退院支援要

チェックなし

必要あり

退院支援不要

　地域支援要

病棟での
退院指導

病棟カンファレンス
定期的に退院支援計画を

チェックする

入院

スクリーニング（１～３日以内）

退院（転院転所含む）

患者相談支援室
へコンサル

退院前
カンファレンス

退院前
カンファレンス

状態の変化に応じ
て必要性を再評価

退院支援アセスメント
ケア計画・退院支援計画立案

診療科・患者家族との調整

患者・家族・病棟・地域

資源などの調整

　

患者氏名 様

<制　度> 

<サービス>

注）上記内容は、現時点で考えられるものであり、今後状態の変化等に応じて変更の可能性があります。

支援計画担当者 印

説明を受けた方 （続柄　　　　　　　　）

フリーコメント：

今後予想される
社会福祉サービス等

□介護保険　□難病　□障害者手帳によるもの　□生活保護

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ヘルパー　□訪問看護　□往診・訪問診療　□かかりつけ医

□福祉用具　□デイサービス　□入浴サービス　□保健師　

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

予想される退院先

□自宅 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□病院 □一般病棟　□回復期リハビリ病棟　□障害者病棟　□療養型病棟

□緩和ケア病棟　□精神科病棟　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

□施設 □介護老人保健施設　□介護老人福祉施設　□有料老人ホーム

□グループホーム　□児童福祉施設　□その他（　　　　　　　 　　　　　）

これからの
目標設定

支援期間・支援概要

〈現在利用中のサービス〉　□なし　□あり

介 護 保 険：□なし　□あり（要介護度：要支援　１・２　要介護　１・２・３・４・５　）

障害者手帳：□なし　□あり（　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　級）

特定疾患等：□なし　□あり（　　　　　            )　その他：（　　　　　　　　　　　　　）

〈退院計画の目標〉

□介護保険等の在宅ケアの準備　□転院・転施設の選定　

□医療費・療養費について検討　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□在宅療養に向けた教育・指導（食事、服薬、医療処置・管理、介護・生活支援）

〈支援期間・支援概要〉

相談者 本人・家族（　　　　　　　）・その他関係者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

支援計画を
行う者の氏名

（下記担当者を除く）

退院にあたって
気がかりなこと

□退院後の療養先　□介護のこと　□病状に対する不安　□医療処置のこと

□療養費　□家族のこと　□育児のこと　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

病　名

平成　　　　年　　　　月　　　　日

病　棟 入院日 平成　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

ライフプランシート

登録番号

氏 名

生年月日

性 別

退院支援カンファレンス
毎週1回、30分程度。多職種間で必要な
支援について検討
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退院支援カンファレンス
毎週1回、30分程度。スクリーニング該当者
及び継続評価者について検討。

複数の専門職が多方面からアセスメントし
「今」ではなく「入院前～退院後の生活」を
見据えて支援の方向性を話し合う。

〈退院調整看護師〉

カンファレンスではリンクナースのサポート役。
病棟で行う退院支援のサポートも行っている。

多職種間で同じ目標をもって退院支援を行えるようになった！

医師ＳＷ

外来化学療法室
看護師長

病棟看護師

退院調整看護師

リンクナース

医師

リンクナース

ST

ＳＷ 病棟看護師

PT

〈リンクナース〉 各病棟2名配置
カンファレンスのファシリテーター役

〈SW〉
生活者の視点から退院支援について助言。
専門的な退院支援の必要性、SWの適切な介

入時期、既に介入しているケースでは支援内
容をさらに深めるための支援計画を提案。

University of Tsukuba Hospital

勉強会

退院調整看護師

ＳＷ

リンクナース向け勉強会準備期間

プログラム導入の背景や目的・各職種の役割な
どについて、理解促進を目的に開始予定の診
療科（2科）・病棟看護師（2病棟）を対象に開催。

試運転～本格開始期間

病棟ごとのニーズ・課題を踏まえ、退院支援ア
セスメントに必要な視点を深めることを目的に、
『介護保険制度』『SWの役割』『病院機能』など
をテーマに病棟単位で複数回開催。

拡大期間
新たに開始する診療科（13科）・病棟看護師（8病棟）を対象に、患者相談支援室センター
副部長（医師）・退院調整看護師・SWで、プログラムについて勉強会を開催（説明会を含

む）。診療科や病棟の特性・ニーズに併せて運用開始できるよう、勉強会はそれぞれの
診療科・病棟ごとに4ヶ月間に渡り実施。

定着・さらなる拡大期間（質の向上期間）

今年度は、看護の質の向上を目指し、継続看護の視点で多職種チーム医療の実際につ
いて、事例検討会などを緩和ケアチームと合同で開催。

退院支援≠退院促進

F1‐1

University of Tsukuba Hospital

プログラム評価検討会議
2ヶ月に1回、患者相談支援室主催で評価検討会議を開催

システム作り（準備期間）

スクリーニングシートなど書式類の確認、
病棟での事務手順の見直し、退院支援カ
ンファレンスの開催方法など土台作り。

システムの浸透（試運転～本格開始期
間）

各病棟の現状と課題、工夫している取り組
みなどを報告し、病棟全体にプログラムが
根付く方法を思案。

システムの定着（拡大期間）

アセスメントの方法やタイミング、ライフプ
ランシート（退院支援計画書）の運用方法
など、プログラムの質について検討。アン
ケート実施。

質の向上（定着・さらなる拡大期間）

支援の質の向上や病棟間での質の統一、これ
から始める病棟へのアドバイスなどを目的と
し、毎回テーマを決めて、病棟での取り組みや
事例を報告。

〈主な検討内容〉

退院調整看護師

看護部副部長

患者相談支援室
センター副部長（医師）

SW

リンクナース達

F1‐1

University of Tsukuba Hospital

研修会

玉岡晃副病院長による講演の様子

拡大期間

患者さんが地域で生活するということ、地域と連携する
ということ、そのために大学病院でやれること・すべき
ことなどをテーマに、在宅連携機関の診療医・訪問看
護師・ケアマネージャー・在宅医療薬剤コーディネー
ター（薬剤師）を講師として招き、全職員対象にシンポ
ジウムを開催。

病院全職員対象
拡大期間

患者さんが地域で生活するということ、地域と連携する
ということ、そのために大学病院でやれること・すべき
ことなどをテーマに、在宅連携機関の診療医・訪問看
護師・ケアマネージャー・在宅医療薬剤コーディネー
ター（薬剤師）を講師として招き、全職員対象にシンポ
ジウムを開催。

病院全職員対象

定着・さらなる拡大期間

今年度は多方面からの要望を踏まえ、年間計画をたて
『高齢者の総合的な評価研修会』や『患者さんの生活を
知るための多職種協同』をテーマに企画・開催。

病院全職員と一般の方も対象

定着・さらなる拡大期間

今年度は多方面からの要望を踏まえ、年間計画をたて
『高齢者の総合的な評価研修会』や『患者さんの生活を
知るための多職種協同』をテーマに企画・開催。

病院全職員と一般の方も対象

試運転～本格開始期間
退院支援とは？多職種協同とは？連携とは？など

ベーシック研修として、患者相談支援室センター副部長
（医師）・退院調整看護師・SWがそれぞれ講師となり
『退院・転院支援にともなう地域連携研修会』を開催。

看護師対象
試運転～本格開始期間
退院支援とは？多職種協同とは？連携とは？など

ベーシック研修として、患者相談支援室センター副部長
（医師）・退院調整看護師・SWがそれぞれ講師となり
『退院・転院支援にともなう地域連携研修会』を開催。

看護師対象

浜野淳センター副部長による講義の様子

University of Tsukuba Hospital

アンケート結果

変わった

67%

どちらともい

えない

33%

変わらない

0%

１．プログラム導入後の看護観や意識の変化 ２．プログラム導入後の他職種との関係性の変化

○生活者としての視点に関する意見

「入院は患者さんの人生の一部でしかないこと
を意識するようになった」、「患者さんの生活を知
ろうとする意識が高まった」など。
○看護の質に関する意見

「患者さんが希望する退院後の生活を、以前より
一緒に考える努力をするようになった」、「入院時
から退院後の生活をイメージして、アセスメント
や看護計画を立案するなど意識や知識の向上
につながった」など。
○多職種連携に関する意見

「医師へ治療方針の確認をしたり、家族へ声か
けをしたりする機会が増えた」など。

･患者・家族の意向の確認
・退院後のイメージをもつこと
・患者・家族への教育指導
・外来看護師との連携

12病棟の病棟看護師長･リンクナース30名対象にアンケートを実施 回答 24名（回収率 80%）

退院支援プログラムを導入したことで、
あなたの看護観や意識に変化はありましたか？

0
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悪くなった

変わらない

良くなった

プログラムへの取り組みにより、
SWと病棟との良好な関係に繋がった

システムは整ったが、更に課題はみえてきた

University of Tsukuba Hospital

３．退院支援を行うプロセスの中で、更に力を入れて
いきたい事

プログラム導入病床数の変化

225, 
33%

プログラム
導入病床数
（5病棟）
全病棟SW介入

451､67%

全成人病床数：６７６
（精神・小児病床除く）

全体の82%で実施

287, 
26%

615, 
56%

193, 
18%

プログラム
導入病床数
（15病棟）

SW介入は７病棟

H25年度（4年目）
プログラム導入病床数 （615床）

H23年度（2年目）
プログラム導入病床数（225床）
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まとめ

①システムの構築・整備により、支援が必要な

患者に支援開始ができるようになった。

②退院支援カンファレンスの定着により、スタッフ

間の情報共有が図れ、急な退院が回避できる

ようになった。

③余裕を持って地域に繋ぐことで、地域と情報共

有が図れ、連携がとりやすくなった。

University of Tsukuba Hospital

電 話： 029-853-3906（直通）

受付時間： 月曜日〜金曜日 8：30〜17：00

※土、日曜日・祝祭日を除く

設置場所:  1階スターバックスコーヒー横

･相談内容については秘密厳守、相談は無
料

･相談は原則予約制（電話又は来室にて
ご予約下さい）

筑波大学附属病院には、「患者相談支援室」にソーシャルワー
カーや看護師がおり、外来通院あるいは入院中の患者さん･ご家
族の病気や障害に伴う様々な生活のお困りごとに対してご相談を
お受けしております。

患者相談支援室をご存じですか？

University of Tsukuba Hospital
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筑波大学附属病院 リハビリテーション部
心臓リハビリテーション 専従理学療法士

立元寿幸

心臓リハビリテーション指導士
専門理学療法士（内部障害理学療法）

茨城心臓大血管リハビリテーション・運動生理研究会 世話人

チーム医療シンポジウム ２０１３

心臓リハビリテーションについて

茨城県の循環器疾患の現状

当院での取り組み

術前からの心臓リハビリテーション

安全かつ可及的迅速に
質の高い社会復帰をおこなわせるための過程

身体的運動能力獲得のための運動療法

再発予防への教育と啓発

 安全な日常生活維持のための運動能力獲得
急性期リハビリテーション

 退院後社会復帰までの期間（ 通院 ・ 在宅 ）
回復期リハビリテーション

 社会復帰後の再発予防あるいは健康維持
維持期リハビリテーション

対象疾患：

急性心筋梗塞

狭心症

開心術後

大血管疾患（大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後）

慢性心不全

末梢動脈閉塞性疾患

その他の慢性の心大血管の疾患により、
・一定程度以上の呼吸循環機能の低下
・日常生活能力の低下をきたしている者
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心臓リハビリテーションの効果

１）運動能力が増加し、楽に動ける

２）狭心症・心不全の症状が軽くなる

３）不安・うつ状態が改善し、快適な社会生活を送る

４）動脈硬化のもとになる危険因子
（高脂血症、高血圧、糖尿病、肥満）が軽くなる

５）血管が広がる能力（血管内皮機能）や自律神経の
働きがよくなるとともに、血栓ができにくくなる

６）心筋梗塞の再発・突然死が減り、死亡率が減少
（３年間で約25％の死亡率低下）

心臓リハビリテーションの効果

「循環器病の診断と治療に関するガイドライン 2003」より改変引用

心臓リハ開始後の日数と歩数

y = 33.629x + 5319.1

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84

心臓リハ開始後日数

歩
数

平均歩数

近似曲線

心リハ1週間 平均歩数 5229±453 歩
心リハ12週目 平均歩数 8814±3222歩

＊12週目では歩数のばらつきが大きい

心臓リハビリテーションは日々の運動量を向上させる

立元，2008日本循環器学会

健康状態に応じた運動の禁忌

運動参加者が運動を控えた方が良いと判断される状態

1） 風邪などの感染症、各種炎症性疾患の急性期

2） 関節に新たな痛みや腫れ

3） 処方された薬（特に降圧薬）の服薬を忘れた場合

4） 倦怠感・易疲労感など、いわゆる体調不良

5） 運動意欲が著しく減退している場合

6） 運動時の自覚的疲労度が通常と異なり高い場合

茨城県における
心疾患等循環器系疾患調査

茨城県庁
茨城県立健康プラザ

対象 ：約97000名
平均追跡期間：1993年から約14年間
方法 ：受診者の健診成績、生存期間および死因を

基に、各危険因子別に見た相対危険度を求め、
生命予後に与える影響を解析した

 茨城県の人口（2,962,300人；2010.4.1）
茨城県の平均寿命は、

全国で男性３０位、女性４３位と低位

がん死亡率 ：男性１６位、女性１１位

脳血管疾患死亡率：男性６位、女性４位

心疾患死亡率 ：男性９位、女性１５位

⇒2003年では 男性 6 位 , 女性 1 位

⇒本県において、脳血管疾患・心疾患等循環器系

疾患の発症予防が重要な課題となっている
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 年１回健康診断を受けている方の割合は

64.8％
 基本健康診査受診率の全国順位36 位

 虚血性心疾患の医療圏別受療率は, 死亡率の高い
鹿行南部が最も低い

１：高コレステロール血症

 40-60 代男性の要指導・要医療者の割合が全国より高く,Ｈ
ＤＬコレステロールの平均値が男女ともに全国より低い

２：糖尿病

 糖尿病標準化死亡比をみると
男性全国3 位,女性全国4 位と男女とも高い

３：高血圧

 40-60 歳代の高血圧者は男性6 割弱,女性4 割強

１：喫煙

 喫煙習慣のある人の割合は,男性53.8％と全国より高い

 20代男女とも全国より多く,男性７割の人が喫煙習慣者

２：肥満

 ＢＭＩが25 以上の人の割合でみると,男女ともに全国よりやや
高い

 年代別では,男女とも50-60 代の肥満者の割合が多く,全国
と比較しても多い

３：食事・栄養
①食塩の摂取量
・男性12.8ｇ,女性11.5ｇと、男女ともに全国より多い
・男女ともに50-60代の摂取量が一番多い

②野菜の摂取量
 男性20-30代、女性20 代が全国より摂取量が少ない
③脂肪の摂取量
 男性20 代と女性50代が全国よりも摂取量が多い

４：運動
 運動習慣のある者の割合は,男性３割強,女性３割弱で全国と
ほぼ同様の割合である

 30 代男性と60 代女性の割合が全国より低い

５：飲酒
 １回飲酒量３合以上の人の割合が,男女とも高い

基本健康診査受診率の低さ

高脂血症と糖尿病

喫煙

食事・飲酒

肥満

運動
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入院

外来

心臓リハ・パスへの運用
急性心筋梗塞後、開心術後、慢性心不全 etc

心臓リハビリテーション室における
集団運動療法

病棟専任看護師、専従・専任療法士
( 臨床検査技師 )

CPX検査
個別リハビリテーション・病棟リハビリテーション

（ADL面に対してパス運用）
病棟専任看護師

専従・専任療法士

教
育
教
室

職種 所属 人数

心リハ専任医 循環器内科医師 ７名

心リハ専任看護師 循環器病棟 ７名

心リハ専従理学療法士 １名

心リハ専任理学療法士 ４名

作業療法士 ２名

薬剤師 １名

管理栄養士 １名

臨床検査技師 ２名

医事課スタッフ １名

 多職種による専門的で包括的な

心臓リハビリテーションの提供

2012年 総数51件
2013年 総数93件（10月末現在）
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術前評価

術前の運動機能・生活レベルの調査

術後における運動機能・生活レベルの回復

心臓リハビリテーション予定表＜病棟で心リハを行う患者様用＞

「Palm View 」NIHON KOUDEN
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配分 目標 運動項目

10分 ①筋骨格系ウォームアップ ストレッチ

25分 ②心血管系ウォームアップ
③目標運動ゾーン
④心血管系クールダウン

有酸素運動（低強度）
有酸素運動（目標強度）
有酸素運動（低強度）

20分 ⑤筋力強化運動 抵抗運動

5分 ⑥筋骨格系クールダウン ストレッチ・リラクゼーション

⑦各種指導

60分（３単位）

「physio max」インターリハ

「strengthergo8」ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ

教育指導内容 担当 各指導を月１回程度

運動指導 理学療法士 運動時の注意点や運動方法などにつ
いて

生活指導 看護師 生活時の注意点やワンポイントアドバ
イスなど

薬剤指導 薬剤師 服薬している薬をピックアップして、効
果と注意点、副作用や食物との作用
など

栄養指導 管理栄養士 コレステロール、塩分などについて

毎日の活動量記録

ライフレコーダーによる活動記録や運動記録表の自己書込による

運動量の把握

「メディウォーク 」テルモ

 カンファレンス

 術前評価

 回診

 生活動作に合わせた

心臓リハビリ

 カンファレンス

 術前評価

 回診

 生活動作に合わせた

心臓リハビリ

 茨城県は血管病変が多く、死亡率からみても全国的
にまだ十分な予防・治療が行えていない。

 心臓リハビリテーションは効果のある治療

 今後は大学病院の立場から心臓リハビリテーション
の地域連携を含め、県全体の予防・治療を推進して
いきます。

ご静聴ありがとうございました

 今日の話での疑問などは
tachimoto@jpnfa.jp に

ご連絡ください
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第3部 レジデント研修プログラムが拓く新たな役割 ～医学物理士レジデント～

“医学物理（士）”

Key Word！

医療での役割 → 磯 辺

研 修 → 神 澤

安全・安心な放射線治療の

担い手としての役割

筑波大学医学医療系（医学物理学G）

磯辺智範

(e-mail:tiso@md.tsukuba.ac.jp)

第3部 レジデント研修プログラムが拓く新たな役割

～医学物理士レジデント～

医学物理って？

医療の中で以下の2つをサポートする分野

・画像診断（病気をみつける）

・放射線治療（病気を治す）

病
巣

複雑化する医療機器、進化する検査および治療技術

この役割を担うのは？

医学物理士

医学物理

物理（装置, 技術）と医学の
通訳的な人材が必要！

特に放射線治療で注目を集めている！

放射線治療の流れ診察

固定具作成
治療計画CT

治療計画

線量測定

患者位置決め

位置照合

治療（照射）

診察

終了

ほんとにこうなるの？
（そもそもシミュレーション）

検証・較正を行う！

そもそも測定した放射線のデー
タを治療計画装置に入れなけれ
ば-----

日々の品質管理（QA・QC）を行う！

主な放射線治療事故 （2001年-2004年）

発覚 期間 内容 照射 対象患者

T病院 01.4 98.7 -
00.12 2年半

ウエッジファク
タの入力ミス

過剰 23名

S病院 02.5 02.1 -
02.5 4月余

Ir-192線源
1本不明

技師の
被ばく

影響なし

K大学病院 02.7 00.6 -
02.7 2年余

ウエッジファク
タの入力ミス

過剰 12名

S病院 03.10 95.4 -
99.10 4年半

医師と技師の線
量評価の相違

過剰 276名

Y大学病院 04.2 -03.11
まで

4年半
照射野係数の

入力ミス
過少 32名

T総合病院 04.4 99.3 -
04.4 5年 線量測定のミス 過少 256名

W医大病院 04.5 99.3 -0 
4.4 5年 治療計画装置の

計算入力ミス
過剰 1名

I医大病院 04.5 98.9 -
03.12 5年余

ウエッジファク
タの入力ミス

過剰 111名
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日本医学物理学会

日本医学放射線学会

日本放射線技師会

日本放射線技術学会

日本放射線腫瘍学会

放射線治療品質管理機構

（放射線治療関連の5団体）

• 放射線治療の品質を管理する部門を設置！

• 専門知識と技術を持った人材を養成！

病院長

放射線治療品質管理室

室 長

副室長

陽子線治療機器
品質管理 WG

臨床品質管理
WG

光子線治療機器
品質管理 WG

陽子線医学利用
研究センター

放射線腫瘍科 附属病院放射線部

放射線治療品質管理室

医学物理士若しくは放射線治療品質管理士
資格を有する職員あるいは教員のうちから、
放射線治療品質管理委員会委員長の推薦に
基づき、病院長が任命
現場の各作業担当者との連絡調整

室長が任命し、室員のうちの1人は、放射線治療品質管理を専らの業務とする

病院長が任命

部門！

見学者も多い！

• 看護師

• 医 師

• 診療放射線技師

（日 本）（米 国）

• 医 師

• 看護師

• 放射線治療技師
• 治療計画士
• 線量計算士
• 工作技師
• 医学物理士

放射線治療業務分担の日米比較

投与線量・線量分布計算

患者治療

位置決め撮影

固定具・補助具等の作製

線量測定

品質保証・品質管理

受け入れ試験

法令上の安全管理

遮蔽計算

照合

多岐に渡る業務

• 医学物理士

業務の分担・負担軽減・専門性の向上

医学物理士認定者数

790名（2013年4月現在）医学物理士認定者数

5000名

人材！ 少ない理由

プラス

認定試験が難しい！

認定を受けるのも難関！

試験合格 認定

臨床経験
1～3年が必要！

36.2
30.7

38.6
31.5 30.0 28.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013

合
格

率
（

%
）

年度

医学物理士認定

大学院教育
（学位＋資格）

修士課程 博士課程

医
学
物
理
士

レ
ジ
デ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム

設置プログラム

インテンシブ
（資格）

（スキルアップ）

履
修
証
明
制
度

研

修

会

認定試験合格サポート
認定のための
臨床研修サポート

教育コース認定制度

修士・博士・臨床研修生課程（レジデント）における
医学物理教育コースの基準を示し、これに対応する
コースに認定を与える

博 士

レジデ
ント

修 士

（医学物理士認定機構）

3つ全ての課程で認定を受けているのは筑波大学だけ！
レジデントで認定を受けているのは筑波大学だけ！
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実際の研修について

神澤先生から

本邦初のレジデント研修

筑波大学医学医療系（医学物理学G）

神澤 聡
(e-mail: kamizawa@pmrc.tsukuba.ac.jp)

第3部 レジデント研修プログラムが拓く新たな役割

～医学物理士レジデント～

自己紹介

1993年 博士（理学） 素粒子理論物理学

┋

2011年10月 医学物理士認定試験合格

2012年4月 レジデント（附属病院）

2013年4月 医学物理士認定

2013年6月 筑波大学医学医療系 研究員

本日の内容

・研修プログラム（スケジュール/内容）

・研修で学んだこと

年間スケジュール

年度 2012年度

月
4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

内容
初期現場研修 課題解決型研修 課題研究

項目

研修項目 期間

X線・電子線治療 4ヶ月

陽子線治療 4ヶ月

小線源治療・温熱療法 2ヶ月

総合 2ヶ月
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1日のスケジュール

時間 活動内容

午前
・始業前点検
・朝カンファレンス（8:15～）

・治療計画のチェック

午後
・放射線治療業務
・治療計画の検討
・治療計画装置のコミッショニング

夕方

・品質管理業務（主に測定）
・勉強会、ミーティング
・報告書作成
・研究

医学物理グループ勉強会
（週1回）

指導教員とのミーティング
（週1回）

放射線腫瘍科勉強会
（月1回）

新しく導入された装置の
パラメータを施設ごとに
合わせ込む

外部研修（2012年4月～2013年5月）

学会への参加

日本医学物理学会 2回
日本放射線腫瘍学会 1回
茨城放射線腫瘍研究会 2回

講習会・セミナー
への参加

医学物理サマーセミナー
（熊本・阿蘇）

東北大学、他 4回

他施設の視察・研修

東病院

他施設の視察・研修

放射線医学総合研究所

群馬大学重粒子線
医学研究センター

国立がん研究センター
東病院

学会での発表

日本医学物理学会 1回

学んだこと：まだまだ発展途上の放射線治療

ほんとにこうなるの？ 測定

計算方法の限界 人体と形が違う

実際の患者さん

高精度放射線治療にとって呼吸の動きは大丈夫なのか？

②治療計画
症例報告

現場研修

課題解決という意識！

研修レポート

課題解決型研修プログラム

上照射野
下照射野

上照射野SAD(b)
下照射野SAD (e)アイソセンターから

コリメータ下端まで

の距離 (a)

アイソセンターから

コリメータ上端まで

の距離 (d)

スノート位置 (c)
スノート位置 (f)

照射野の重なり
アイソセンター間距離 (g)

自己評価

現状を正確に把握できているか R(review)

重要点を明確にできているか I(importances)

課題を抽出できているか P(problems)

オリジナリティが含まれるか O(originality)

課題解決の提案があるか S(solutions)

・よりよい業務システム
課題解決
各種書式の整備
リスクマネジメント
プロトコルの明確化

研修プログラムを終えて

・チーム医療診察

固定具作成
治療計画CT

治療計画

線量分布測定

患者位置決め

位置照合

治療（照射）

医 師 看護師

診療放射技師

医 師

診療放射技師

受 付診療情報管理士

看護師

医学物理士

医学物理士

診療放射技師

現在の業務

研究

治療計画 品質管理

•次世代陽子線治療
システムの最適化

•ねらった場所へ
•決められた量の放射線を
•安全に

照射する

医師の思い描く線量分布
⇒装置パラメータの設計

より安全・安心な放射線治療を
患者さんに提供する
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米国のチーム医療を支える組織
及びスタッフの意識改革

外山美紀 （看護部 副看護師長 退院調整看護師）

風間郁子 （看護部 がん看護専門看護師）

2013.11.23
チーム医療シンポジウム2013 本日の内容

当院のチーム医療と専門の領域をもつ
看護師の活動

米国の研修に行った経緯、概要

研修で学んだリーダーシップと米国の
チーム医療 （退院調整、緩和ケア）

まとめ

2013年 4月1日現在

病床数 合計 800床

診療科 35領域

職員人数 合計 1695人

平均在院日数 約13.5日

平均外来患者数 約1700／日

筑波山

病院の概要

筑波大学附属病院

教員 288
レジデント 271
病院講師 63
看護師 702
助産師 35
薬剤師 43
診療放射線技師 43
臨床検査技師 48
臨床工学技士 15
理学療法士 17
作業療法士 9
言語聴覚士 3

歯科技工士 2
歯科衛生士 2
視能訓練士 2
栄養士 8
調理師 12
臨床心理士 6
社会福祉士 10
診療情報管理士 7
医療技術職員 16
事務職員 93

【職種と職員数 】（ 2013年4月1日現在 ）

【合計 】 1,695人/ 22職種

病気や障害を抱えた患者・家族が，退院後も自立したその人らし
い生活を送れるよう地域の関連機関と連携し、支える。

１．退院調整
・病棟での退院の支援・調整のサポート
・直接介入による退院支援・調整

２．通院患者の病状確認および相談
・外来通院中の患者及び家族の在宅療養支援

３．訪問看護師との連携

・訪問看護利用患者の把握（新規依頼調整・報告書確認）
・訪問看護ステーションからの相談依頼や連絡調整

４．患者・介護者の相談

５．「つくば退院支援・調整プログラム」 拡充に向けた取り組み

患者相談援室看護師の役割 がん看護専門看護師の役割と活動

＜自己のチーム医療における活動の例＞

※外来をベースに活動

１．病棟と外来と地域の連携の支援

２．問題に気づいて明らかにし、早期に介入する
ためのチーム形成の働きかけ

３．多職種チームにおける、問題や治療方針の
共有および意見調整など

複雑な問題を抱えたがん患者や家族に対し、直接的、間接的に、
実践、相談、調整、倫理調整を行う。また、がん看護に関する看護
教育や研究も行い、がん看護の質の向上に貢献する。
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がん患者さんの退院から
在宅療養調整のチーム活動

がん看護専門
看護師

退院調整看護師

研修の概要

研修テーマ： グローバルな看護の第一歩

～国境を越えて共に考える

上級看護実践のリーダーシップ～

研修目的： チーム医療における看護師の果たす役割

とリーダーシップを学ぶ。

研修期間：2014年7月28日（月）～8月4日（日）

研修場所： 聖アンソニー看護大学
聖アンソニーメディカルセンター

参加者：15名

OSF Health Care System（7病院, 1施設, 2大学）

OSFのMission
ｷﾘｽﾄ教の精神：

最大のケアと愛を持って地域に貢献する

聖ｱﾝｿﾆ‐ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ（ﾛｯｸﾌｫｰﾄﾞ）

聖ﾌﾗﾝｼｽﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ（ﾋﾟｵﾘｱ）

マグネット認定病院
病床数：254床,職員数；2,300名

（看護師 743名,医師. 76名,社会福祉士10名）
外傷（ﾄﾗｳﾏ）,脳卒中ｾﾝﾀｰ,外来部門（15） 聖ｱﾝｿﾆ‐看護大学（ﾛｯｸﾌｫｰﾄﾞ）

西海岸
LA

東海岸
NY

イリノイ州 （ILLINOIS)
面積：149,998平方キロ

（北海道の約2倍, 全米50州中25位）

人口：12,830,632人 (全米5位)

（2010年国勢調査）

ワシントンD.C.

看護研修で学んだこと

病院の概要

チーム医療の中での看護師のリーダーシップ

チーム医療を行うために必要な看護師の要素

看護師のさまざまな役割について

研修プログラム

7/29 病院紹介と医師とAPNの協働について 病院ツアーとAPNの役割

7/30 スタッフの活動見学
（シャドウイング）

オープンフォーラム
相談の時間

7/31 国際フォーラム日
（プレゼンテーション ポスターセッション）

8/1
関連施設の見学と交流会
（聖フランシス修道院／聖フランシスメディカルセンター／

シュミレーションセンター／こども病院）

8/2
看護の各専門領域の教育や役割について
（地域看護、文化的スピリチュアル看護、小児虐待における看護
臨床の看護実践を組織的に改善する看護リーダーなど）

チーム医療で発揮するリーダーシップ

熱意がある

チームの目標を共有し、共に働く人の意欲や個
人の意見を引きだして、チームの相互理解を深
め、チーム活動を促進する。

チームや組織が目指すものを、

わかりやすく具体的に伝える。

チームメンバーのやる気を引きだし、
それを持続させる
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聖アンソニー病院の退院支援・退院調整

入院初日にスクリーニングにより患者の課題を明確にし、
患者と共にビジョンを共有し、迅速かつ計画的に退院に向け
た介入・支援が行われている。

退院調整看護師は全病棟に配属され、ケースマネージャーや
ソーシャルワーカーとともに在宅調整（退院後の生活の再構
築）に関わっている。

病院内のシステム（電子カルテ）が整備され、各職種の役割
が明確となっており、効率よく毎日の多職種カンファレンスが
行われている。
⇒システム整備だけではなく、顔の見える連携が重要

地域関連施設のインフラ整備が整っており、地域との電子カ
ルテでの情報共有、受け入れ体制がスムーズに行われてい
る。

日本とベースは同じだが、スピードが異なる。

聖アンソニー病院の
緩和ケアチームの活動の例

病棟で対応に苦渋するケースに対して介入。

病棟の認識している患者さんの問題点を明らかにし、多
様な方法で解決に導く。

緊急性や患者やスタッフの力を査定しながら、患者やス
タッフ主体で問題解決できるように支えるよう関わる。

問題解決のために必要な他職種に働きかけ、患者に関
わるそれぞれの医療者の専門性が活きるように、役割
を明確化して関わりを調整する。

多様な専門職の役割が明確で、協力を得るべき職
種がわかりやすく、協力をし合う仕組みがある。
⇒チームの形成が早く、問題解決に導きやすい

目標の共有

頑張ったことへの
評価と励まし！

お互いを
知るための
交流の場

アウトカム（結果）

勤務環境の改善、看護ケアの質の向上

患者の安全と看護ケアに対する責任が全て
の看護師に生まれた

皆で一緒に意思決定をするようになった

専門的な看護実践の振り返りをするように
なった

同僚への尊敬の念が生まれた

手本となるような行動への意識が高まった

個々の看護師の個人的、専門家としての成長
の機会が生まれた

実践活動の目標、
評価を病棟の廊下
に貼って、誰でもみ
ることができます
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ポスターセッション

看護師の実践に
スポットをあてる
取り組み

病室にはボードには、

患者さんに対して行われ
ているケアの目標や実際
が、患者に関わる誰もが
わかるようにしてあります。

ジーノルーシー

テイラー

僕たちも仲間
だよ！

ボランティア
スタッフ

まとめ

• チーム医療において学んだ大切なポイント

チームを機能させる仕組み
がしっかりしていること

役割が明確

活動が明確
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チーム医療シンポジウム2013

平成25年11月23日

鈴木英雄、瀬尾恵美子、五十野博基、

石塚孝子、稲葉めぐみ、前野哲博

世界で注目されるKAIZEN
の手法を医療界へ

トヨタは、1951年から TWI を導入し監督者技能訓練、人材育成の基礎として続けてきま
した。すなわちトヨタ生産方式の基礎でもあります。 トヨタHR部長 加藤 功

TWI(Training Within Industry)とは？

• 監督者のための職場教育の手法。

• JI（Job Instruction）仕事の教え方、

JM（Job Methods）改善の仕方、

JR（Job Relations）人の扱い方、からなる。

• 当初は工場の従業員や、店舗の店員など決めら
れた手順をこなす者が対象で、医療など専門職
の仕事にはそぐわないと考えられてきたが、米
国ではすでに医療現場、特にチーム医療に対し
TWIの考え方が有用であることが実証され、利
用されている。

TWIの歴史
• 第二次世界大戦当時、米国の技術者たちにより広められた。

• 日本へは第二次世界大戦後、占領軍によりもたらされ、労働省に
よって敷延された。

• 米国での政府によるTWI研修の提供は1945年に終了した。効率
のいい産業に競争が無かったことにより、改善を継続する必要性
はほとんどなかったことが原因である。

• 1980年代、日本の工業水準がアメリカを超えてしまい、日本の
高度経済成長の要因を分析した著書「ジャパン・アズ・ナンバー
ワン」などをきっかけに、アメリカでの日本研究が進んだ結果、
TWIがアメリカへ逆輸入される形で再び行われるようになった．

• 現在、日本では日本産業訓練協会（日産訓）などを中心に、広く
行なわれている。

• 2009年からは医療へのTWIの応用が始まっており、 2012年
10月に米国TWI instituteからTWIの医療分野への適応について
の書籍が刊行された。

仕事を正確に、迅速
に、安全に教えるた
めの指導方法の習得

職場の人間関係をよ
くするための問題処
理の仕方の習得

仕事の方法・手順・
施設などの改善がで
きる手法の習得

仕事の教え方
(JI)

人の扱い方
(JR)

改善の仕方
(JM)

筑波大学付属病院での開催実績

平成23年度
JM(改善の仕方) １回

平成24年度
JI(仕事の教え方) １回
JM(改善の仕方) １回
JR(人の扱い方) １回

平成25年度
JI(仕事の教え方) １回
JM(改善の仕方) １回
JR(人の扱い方) １回
JIトレーナー研修 １回
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JM 改善の仕方 作業分解シート

番
号

現在行われている
方法の細目

要
不
要

場
所

時
期

担
当
者

方
法

着　　　　　　想

1 電子カルテ（ＰＣ）を薬品棚の側に移動する ✔ 薬剤が患者毎に準備されていれば不要

2
電子カルテ（ＰＣ）の患者画面を開き、医師が入力し
た点滴オーダーを確認する

✔ 薬品と処置台の間にＰＣを移動する

3 トレーを取り出す ✔ 作業動線をスムーズにするよう配置を変える

4 トレーを消毒する ✔
①動作動線上に配置する
②ごみ箱を動作範囲内に置く（重力利用）

5 トレーを処置台の上に置く ✔ 物品の配置はよければ、不要。

6

電子カルテ（ＰＣ）画面を見ながら点滴ボトル・薬剤
を棚から取り出トレーに入れる
6ａ　薬剤を確認する

✔ ✔
①薬剤の準備を患者毎に薬剤部で行う。
②薬剤カートは物品棚の隣・処置台と水平の位置に配置する。

7
物品棚引き出しから点滴セット、シリンジ、針を取り
出しトレーに入れる

✔
①作業動線上に、わかりやすく用具を配置する
②針付きシリンジを使う

8
電子カルテ（ＰＣ）画面をみながら患者の部屋番号、
名前、薬剤名、投与日時、速度を、点滴ボトルにマ
ジックで記入する。

✔ 事前に薬剤部で薬剤と一緒にラベルに必要事項を印刷する

9 別のナースにダブルチェックを依頼する ✔ 事前に人の手配をする

油性のマジックは、プラスチックボトルより吸収さ
れるためボトルに直接は使用しない方が良い

点滴ボトルの準備をする前に同僚に声をかけて
いない

現在の問題点

電子カルテ（ＰＣ）と棚との距離がある

処置台と薬品棚の距離がある

処置台と薬品棚の距離がある物品棚は距離は近
いが向きが垂直であり取り難い

①処置台と物品棚は距離は近いが向きが垂直で
あり取り難い
②別々の引き出しに入っていて手間がかかる

①点滴ボトルが取り難い場所にある
②薬剤と点滴ボトルが離れている
③薬剤の順序が決まっておらず、探すのに時間
がかかる

第１段階 第２段階

①アルコール綿は引き出しの中にあり取り出し難
い
②ゴミ箱までやや距離がある

トレーを処置台の上に置いたまま、薬剤・物品を
準備している

番
号

新方法の細目

1 同僚に輸液のダブルチェックを依頼する

2
電子カルテ（ＰＣ）の患者画面を開き、医師が入力した点滴オーダー
を確認する

3 トレーを取り出す

4 トレーを消毒する

5
電子カルテ（ＰＣ）画面を見ながら点滴ボトル・薬剤・印刷ラベルを薬
剤カートの患者毎の引き出しから取りトレーに入れる
6ａ　薬剤を確認する

①薬品カートの導入（患者毎に1日分の点滴ボトル・薬剤・印刷ラベル）が
病棟にくる
②ＰＣはナースステーションの中央から、点滴準備用に、処置台と薬品カー
台専用に常に置くようにする

改善したこと

準備に入る前に声を掛けておく

①トレーを手に持ちながら、点滴ボトル・薬剤・印刷ラベルを電子カルテ（Ｐ
確認しながら、トレーに入れる

①トレーは薬品カートの上に配置
②薬品カートの位置は、処置台の左側に垂直（処置台に向けて）配置、距
台の端に立って手が届く距離

①アルコール綿は処置台の上に配置する
②ゴミ箱は、処置台の下に並べて配置（分別の表示あり）し、重力を利用

JM 改善の仕方 作業分解シート

筑波大学付属病院での開催風景

年度・内容別参加者数
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23年度 24年度 25年度

JIトレーナー

ＪＲ

ＪＩ

ＪＭ

年度・職種別参加者数
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23年度 24年度 25年度

事務

（含、メディカルクラーク）

その他医療職

看護師

医師
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参加者アンケート
-研修内容に関する関心-

持っていた

77%

どちらかと言

えば持ってい

た

20%

どちらかと言

えば持ってい

なかった

3%

参加前

持った

94%

どちらかと言

えば持った

6%

参加後

平成24年度 35名

参加者アンケート
-仕事を教えていく上で役に立つと感じたか-

そう感じた

どちらかと言えばそう感じた

どちらかと言えばそう感じな

かった
そう感じなかった

平成24年度 35名

医療版TWI 医療版TWI-JM

Training for Effective&efficient Action in 
Medical Service (TEAMS)

-Better Process(BP)-

2013年10月17日研修教材ビデオ撮影風景

医療版TWI-JM

Training for Effective&efficient Action in 
Medical Service (TEAMS)

-Better Process(BP)-

2013年11月３日 第一回研修会開催
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各チーム医療・役割分担の内容と

事業成果等の評価  

チーム医療

 
チーム 01【病院内横断的問題解決チーム】 

担当者（所属）：石塚 伸（病院総務部 総務課）（24～25 年度） 
岡島 隆治（病院総務部 総務課）（23 年度）  

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
臨床医療管理部、安全衛生委員会で行っている巡視で確認された問題点や病院全体で調整

が必要な案件について、部門横断的にスピーディーに問題解決を実現するための提言を行

うことを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
臨床医療管理部が行っている巡視の目的である医療に係る安全管理、医療事故等に係る原

因究明、医療サービスの向上等に関する事項と安全衛生委員会で行っている巡視の目的で

ある職場環境の安全確認、労働状況の把握等で確認された問題点を病院内の横断的な問題

としてとらえ、タスクフォースによる検討と提言を行うことで、病院全体のリスク管理と

迅速な問題解決が行える。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
臨床医療管理部と安全衛生委員会で行う巡視の目的は異なるが、多職種が含まれていて、

色々な角度から問題点を発見できるため、病院全体のリスクが把握できる。しかしながら

その改善については、各部門の壁に阻まれて、組織横断的な解決は難しく、また、時間が

かかる事が多いのが実情であった。そのため、それぞれの巡視結果に基づき抽出された課

題について、臨床医療管理部と安全衛生委員会から選出した委員によるタスクフォースを

組織し、担当副病院長とともに問題点を横断的に検討を行い、改善策について病院会議へ

提言する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
今まで臨床医療管理部と安全衛生委員会でそれぞれ対応していた案件について集約するこ

とにより、横断的に対応できることとなる。 
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＜評価指標＞ 
患者の声、職員満足度調査及び処理案件数、処理に要した時間 
 
＜事業成果等の分析＞ 
附属病院の運営が PFI 方式に変わり平成２４年１２月に新病棟が開院した。これまでの病

院職員に新たに協力企業職員が加わり、病院の構成員として病院の医療安全や安全衛生の

維持を行うこととなった。臨床医療管理部及び安全衛生委員会から提起される問題点や指

摘事項の改善について、協力企業の果たすべき責任によるものも多い。両委員会には協力

企業も病院の構成員として陪席し、委員会において指摘された事項や患者からの声につい

て速やかな改善を図るようになった。 
しかしながら、職員満足度調査はこれから実施する予定であり、PFI 方式による運営も軌道

に乗るまでに若干の期間が必要であることから、当初の目標の成果を達成するには及ばな

かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各チーム医療・役割分担の内容と

事業成果等の評価  

チーム医療

 
チーム 01【病院内横断的問題解決チーム】 

担当者（所属）：石塚 伸（病院総務部 総務課）（24～25 年度） 
岡島 隆治（病院総務部 総務課）（23 年度）  

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
臨床医療管理部、安全衛生委員会で行っている巡視で確認された問題点や病院全体で調整

が必要な案件について、部門横断的にスピーディーに問題解決を実現するための提言を行

うことを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
臨床医療管理部が行っている巡視の目的である医療に係る安全管理、医療事故等に係る原

因究明、医療サービスの向上等に関する事項と安全衛生委員会で行っている巡視の目的で

ある職場環境の安全確認、労働状況の把握等で確認された問題点を病院内の横断的な問題

としてとらえ、タスクフォースによる検討と提言を行うことで、病院全体のリスク管理と

迅速な問題解決が行える。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
臨床医療管理部と安全衛生委員会で行う巡視の目的は異なるが、多職種が含まれていて、

色々な角度から問題点を発見できるため、病院全体のリスクが把握できる。しかしながら

その改善については、各部門の壁に阻まれて、組織横断的な解決は難しく、また、時間が

かかる事が多いのが実情であった。そのため、それぞれの巡視結果に基づき抽出された課

題について、臨床医療管理部と安全衛生委員会から選出した委員によるタスクフォースを

組織し、担当副病院長とともに問題点を横断的に検討を行い、改善策について病院会議へ

提言する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
今まで臨床医療管理部と安全衛生委員会でそれぞれ対応していた案件について集約するこ

とにより、横断的に対応できることとなる。 
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チーム 【地域医療連携推進による高度医療を必要とする在宅患者等支援チーム】

担当者（所属）：濱野  淳（地域医療連携・患者相談支援センター／総合診療グループ）

（25 年度） 
木澤 義之（医療福祉支援センター／総合診療グループ）（23～24 年度） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
病床機能分化が推進され、本院には特定機能病院として急性期の患者の診療を中心に行う

ことが求められている。このような背景から、患者の疾病は重症かつ重複しており、在宅

での療養が困難な患者が増加している。高度医療を必要とする患者にも在宅医療を円滑に

導入するために、退院支援・在宅患者等支援チームを設置し、入院初期から多専門職種が

連携してその問題に対処する。また、あわせて地域医療従事者とカンファレンス等を開催

することによって、顔の見える、密な連携を構築する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
退院にあたって、在宅医療の導入が必要な患者をスクリーニングを通じて同定し、早期か

ら多職種で退院支援を行うことで、患者家族の QOL 向上が期待できる。あわせて、主治医

や受け持ち看護師の負担軽減、病院機能分化、在院日数の低下などの可能性がある。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
医 師： 
[1]患者への地域医療機関の詳細な情報の説明、[2]診療所医師等への医療技術に関する情報

交換、学習会の実施 
看護師： 
[1]患者への在宅療養支援 [2]紹介先の看護師への情報提供 [3]在宅療養に関する患者・地

域住民への教育 
社会福祉士： 
[1]患者の経済的問題に関する支援・調整 [2]地域医療機関や介護福祉施設への情報提供

[3]患者への医療機関等の情報提供 ④在宅療養に関する患者・地域住民への教育支援 
事 務： 
[1]各情報の電子システム化 [2]医師等への地域医療機関の情報支援 [3]各職種の情報交

換等を行う講演会や懇親会の開催 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

1. 病院方針の決定：（退院・在宅患者等支援チーム運営会議） 
神経内科、脳外科、呼吸器内科緩和ケアグループ等、の医師、退院支援看護師、社

会福祉士、医事課職員、リハビリスタッフ等でチームを形成する。在宅で生活する
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患者・家族支援の基本的考え方・価値観の共通認識を職員で共有した上で、各職種

の機能と役割を発揮した院内のチーム医療・連携協働意識を持つことで、病院と地

域との連携システムを病院として構築する。 
2. 病院職員が地域医療連携の知識を獲得するための講座である「地域連携講座」を年

1 回開催する。 
3. 医師、看護師、社会福祉士、事務間の情報共有のための院内カンファレンスを年 3

回程度開催する。 
4. 地域周辺医療機関に対して、高度在宅療養支援に関するケースカンファレンス、勉

強会を年 2 回程度実施する。 
 
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
退院支援スクリーニング実施率、ソーシャルワーカー介入率、平均在院日数、地域医療機

関へのアンケート調査、地域における緩和ケア専門家の連携尺度 
 
＜事業成果等の分析＞ 
本チームでは、高度医療を必要とする患者にも在宅医療を円滑に導入するために、退院支

援・在宅患者等支援チームを設置し、入院初期から多専門職種が連携してその問題に対で

きることを目指した。この目標を達成するために、事業初年度より、地域の保健医療関係

者を招いたシンポジウム等を積極的に開催し、院内のスタッフだけでなく、地域の保健医

療関係者にも参加してもらい、地域医療連携の推進を図った。 
こうした取組みにより、退院後の在宅医療のために必要な退院支援に必要な知識やスキル

をスタッフが明確にできたことが明らかとなった（以下の「『地域で生活する患者さんを支

える！～大学病院との連携の中で～』アンケート集計結果報告」ならびに「『高齢者の総合

評価のための研修』アンケート結果報告」参照）。今後もこうした取組みを通して、より地

域と連携した高度在宅療養支援を推進し、患者さんのための医療の実現に貢献できるチー

ムの構築を目指したい。 
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平成２４年度 医療福祉支援センター（現：患者相談支援室）主催 
チーム医療ＧＰ共催 シンポジウム 

『地域で生活する患者さんを支える！～大学病院との連携の中で～』

アンケート集計結果 報告

開催日時 ： 平成２４年１１月６日（火） １８時～

参加者数 ： 名（内、企画スタッフ：９名）

アンケート回収数 ： ３９（内、教員：２、看護師：３７）

※参加者の医療機関に勤務した年数内訳

◇アンケートの設問と集計結果

 参加の動機を教えてください。（複数可）



87

「５．その他」の具体的な理由 ・ご相談いただいて是非参加したいと思った。

・自分の苦手分野だから

・退院支援ナース

 内容は理解できるものだったでしょうか。

内容は、あなたの今後の業務に役立つ内容でしたか。
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 講演の中で、特に今後の業務に役立つと思われる発表・内容と選ばれた理由を教

えてください。（複数回答可）

具体的な理由：

・情報提供する方法、外来での指導、患者の選択。

・在宅の現状がよくわかった。

・退院から在宅の様子がわかった。

・すでて勉強になりましたが、実際の関わりなど薬も含めて気付きにくい点

があり考えさせられました。

・退院サマリー以外で必要な情報は何かを知ることができました。

・退院サマリーに記載する内容の具体的な事が分かった。今まではどのよ

うな情報が必要なのかが分かりにくかった。

・家での生活を常に考え、１つ１つ話し合っていくことが必要と感じた。

・在宅での看取りが増えてきている現状の中、実際の状況が分かった。

退院指導をする時の内容について、注意する事などを再認識する事が

できた。

・病棟での窓口 が不明確になりやすいという点です。リンクナースや

師長さんたちだけでは大変な面が多いと感じているので、少しでも

メンバー が意識をもって関わってもらえるような役割になっていきたい

と思いました。
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 研修を終えて、『退院支援』に関してあなたの意識に変化がありましたか？

 ）で１．あったと答えた方、どのような点が変化したのか教えてください。

・検査治療に関する部門として、病棟に伝えるべき事を考えるきっかけとなった。

・入院時から、退院の事を考えていく必要がある。

・服薬指導の必要の有無の査定の重要性

・退院支援カンファレンスを病棟で実施しはじめているが、在宅支援の具体的内

容を明確にできるようになれればと思います。

・病棟勤務では見えない、在宅医療のあれこれが聞けてよかった。

・ケアマネージャーさんに積極的に電話連絡してみようと思った。

・退院支援を早期に行う事の重要性、サマリーなど情報提供の必要性。

・退院支援はとても難しいことだと思っていたが、どのような働きをどのような

職種が担うのかわかり、どこにどのような連絡をすればよいのかが何となくだが

分かった。

・退院支援に対しての考え方が甘かったと感じた。患者一人一人の家族、生活を

考えより適した関わりをしていこうという意識が高まった。

・薬の内服

・退院後生活の中での医療・福祉のサポートは、これからきっと必要になり、ま

だまだ自分自身の理解が不足しているのに気付きました。

・退院に向けて患者の状態を考えた対応や相談の必要性を再確認した。

・大学病院として、地域との連携ができていると思っていたが、まだまだである

と感じた。

・よりよい在宅での生活を考えた支援を行っていきたい。

・外来受診の診察時に問題と思われた症例を相談室にすぐつなぐ。

・ベットサイドで自宅での過ごし方について一緒に考えようと思う。
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 今後、退院支援の視点を持ち業務に活かすことができる内容でしたか？

 研修の感想・意見等がございましたら、お聞かせ下さい。

・在宅と病院の連携の難しさを学びました。様々な講師の方のお話が聞けて、改

善していきたいと思う事がいくつか見えて楽しく学べました。

・在宅に移行すると、様々な調整が大変だなというイメージだけど、その部分を

各職種と連携し合う事が大切だという事がわかった。

・支援なしに退院された患者さんでも実際通院してみて、援助が必要になった時、

入院中に予測できていれば対応できたのだろうかと考えさせられました。

・なかなか家族が面会に来られないが、退院後支援が必要な患者さんが多くなっ

てくるだろうと思われ、意識して関わっていきたいと思います。

・渡辺先生の内容をもう少しゆっくり聞きたかった。 在宅移行を考えた時、渡

辺先生が【ご家族が家での生活を望むなら頑張ります。】と言ってくれた事を思

い出しました。元気に過ごせている様子も見ることが出来、良かったと思います。

ありがとうございます。

・入院時から退院後のことをみすえて関わるという言葉を聞いて、そのようにし

ていけたらいいなと思った。退院後、問題となる事の例がわかり、注意してみて

いきたいと思う。

・訪看の実際のケアの様子≪要介護度による入浴方法や家屋改修など≫情報が頂

きたい。

・実際の事例を交えての講義であり、大変参考になりました。

・在宅はパワフルだと感じた。病院にはスタッフが多いので、それぞれに頼って

しまいすぎのよう感じた。今日は出席できて本当によかったと感じた。

・わかりやすい

・大学病院と在宅 訪問看護） ワークでみえてくるものが多くあり、その再確
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認ができた。試験外泊のあり方、看護師の関わり方を改めて問う時となりました。

・地域を中心に関われる事は、情報不足や色々な問題があると思うが患者さんが

落ち着いた自宅で過ごしながら、しっかりサポートできるようなケアが出来れば

患者さん自身にとってもよいと思います。入院した時点からの関わり、先をみて

チームで検討し、つなげていくことが必要と思いました。

・退院サマリーに何を記録したらよいのか、少し考えながら書くようになると思

う。

・大学でも訪問看護はできるようになるにはと考える必要がある。常に在宅のこ

とを考えながら、看護にあたる。

・すべての講義が非常に具体的で理解しやすかった。

・外来で介護が大変だろうと思って地域連携室に相談をとすすめても拒否する家

族がいて、十分な介護が出来ていない。どのように対応したらいいのか。。。解決

法がないと思っている。

 今後の研修で取り上げてほしいテーマ（退院支援、地域連携、在宅医療に関連する内

容）があればお聞かせ下さい。

・時代は変化するため、その都度開いてほしい。

・事例がわかりやすい

・地域連携で困難だった症例、成功した症例など

・病院、地域 それぞれの役割の発表を元に考える。
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平成２５年度 地域医療連携・患者相談支援センター主催研修 

『高齢者の総合評価のための研修』アンケート結果報告 
 
日時：平成２５年５月２７日（月） １８時３０分～ 
参加者：５７名 企画スタッフ：７名 アンケート回収：３９ 
 
◇ あなたの所属に○をつけて下さい。

・教員： 名 ・レジデント： 名 ・看護部： 名 ・薬剤部： 名

・総務課： 名 ・医事課： 名 ・医療業務支援部： 名 ・不明： 名

◇ 医療機関に勤務した年数

◇本日の内容についてあなたのご感想をお尋ねいたします。

参加の動機を教えてください。（複数可）
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内容は理解できるものだったでしょうか。

内容は、あなたの今後の業務に役立つ内容でしたか。

あなたは、日常業務にこの評価を取り入れた方が良いと思いましたか。
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 研修の感想・意見等がございましたら、お聞かせください。

・ためになりました。

・ を取り入れた、入院から退院までのフローが欲しいです。

・１時間内でよくまとめてあってすごい。

・病棟での取り組み、取り入れ方が高齢者評価に大きく関わるものと感じる。いかに病

棟で活かしていけるか、看護師だけでなく、医師・他スタッフとの連携が必要になると

思いました。

・ のスケールを教えて頂いたので入院時評価に参考させて頂き、退院指導につなげ

られたらよりよい看護になるのではないかと感じた。

・今後の退院支援にいかしていきたい。

・ 病棟でも退院支援に力を入れていますが、総合評価をふまえた退院支援評価シート

を活用すれば、より有効な支援ができるのではないかと思いました。（※解決すべき課

題に優先順位がつけられるため）

・ＣＧＡが入院から退院後の生活を考え、早めに対応出来るようになるのなら良いと思

いました。

・普通の生活をどのように評価するか、わかりやすく教えて下さって勉強になりました。

・玉岡先生のお話は医療専門職でなくてもわかりやすく総合的評価の大切さを理解でき

ました。

・こういう場を今後も設けてほしい。（病院として）

・会話力が多少必要かと。

・分かりやすかった。

・とても分かりやすい内容で、今後、当院として評価（スクリーニング）を取り入れ、
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病院の質を上げていけるといいなと思いました。

・医学的評価のみにとらわれず、生活者として総合的に評価する視点が大切、必要であ

る事が改めて理解出来た。

・当たり前に必要な視点と思われるが、全ての医師、看護師などへ周知 定着させるに

は更なる教育仕組み作りが必要と思われる。

 研修の感想・意見等がございましたら、お聞かせください。

・他職種連携をどのようにつくっていくか。

・退院支援調整について、症例検討

・在宅医療、退院支援調整プログラム

・在宅医療の支援

・施設の種類や役割等、福祉制度について
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チーム 03【癌患者服薬サポートチーム】 
担当者（所属）：兵頭 一之介（総合がん診療センター／消化器内科診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
癌患者に対する緩和ケアや外来化学療法では、過量投与や投与禁忌、薬物相互作用が重大

な結果を招く薬剤を使用する機会が多く、医師、地域薬局から処方箋の確認が求められる。

退院後の外来通院中の内服治療を適正かつ安全に実施するために、医師、病院薬剤部、地

域薬局との連携を強化した、癌外来薬物療法サポートチームを創設する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
薬物相互作用や副作用が重大な結果を招きかねない癌薬物療法に対して、医師、病院薬剤

師、地域薬局が連携することにより、患者への服薬指導が充実し、適正かつ安全な薬物療

法の提供が可能となる。また、病院側の処方医薬品と薬局側の在庫医薬品の情報を相互に

確認し、患者が迅速かつスムーズに医薬品を入手できるよう務める。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
当院の薬剤師、緩和ケア認定医、がん薬物療法専門医からなる癌外来薬物療法サポートチ

ームを設置する。当院にて緩和ケアや、外来化学療法を受けている患者で、チームによる

専門的なサポートが必要と主治医が判断するものを「癌薬物療法サポートリスト」へ登録

する。登録患者の化学療法開始前に、外来化学療法室常駐の薬剤師が、抗がん剤の作用、

副作用について説明を行う。また、チームで治療薬の投与禁忌、薬物相互作用、重複投与

などを検討し、主治医にアドバイスを行う。 
医師・歯科医師：緩和ケア認定医、がん薬物療法専門医がチーム員となり、お薬手帳、施

設間情報提供書を利用し、患者の薬物療法に関連する情報（処方理由、検査値など）

を必要に応じて地域薬局に提供する。地域薬局からの問い合わせに積極的に応じる。 
病院薬剤師：入院中の薬物療法や外来化学療法に関する情報を、地域薬局での薬剤師業務

に役立てられるようにお薬手帳等を用いて提供する。病院側の処方医薬品（主に麻薬）

情報を地域薬局に提供し、薬局側での在庫管理に利用してもらう。 
薬局薬剤師：薬局での薬歴情報を、患者が入院した時の病院薬剤師業務に役立てられるよ

うに提供する。薬局の医薬品在庫（主に麻薬）情報を病院側に提供し、患者が薬局で

スムーズに医薬品を入手できるように協力する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 病院・地域薬局双方の薬剤師及び医師・歯科医師が互いの情報提供の必要性・有益

性を理解するために、カンファレンス（学術講演会も含む）を実施して情報交換を

行う。 
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 医療従事者や患者に対するアンケート調査を実施し、病院と地域薬局の双方で必要

とする情報とその提供方法を明らかにする。 
 情報提供の媒体は、お薬手帳や施設間情報提供書を中心とするが電話などによる問

い合わせにもスムーズに対応できるような体制を双方で整える。 
 
＜評価指標＞ 

 治療成績の向上に関する指標（症状の改善、入院回数、入院期間の短縮、治療費の

軽減、地域の罹患患者数の推移など）の客観的評価。アンケート調査などによる患

者満足度調査や医療スタッフの満足度調査などによる主観的評価。 
 
＜活動実績と事業成果等の分析＞ 
学術講演会を平成 24 年度に実施し、病院・地域薬局双方の薬剤師が互いの情報提供の必要

性・有益性の理解に役立てた。学術講演会の実績報告については、以下の「薬薬連携講演

会」報告参照。 
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薬薬連携講演会を実施しました 
 
5月11日(金)につくば国際会議場で薬薬連携講演会を開催いた

しました。病院薬局に勤務されている薬剤師の方をはじめとし、

61 名の方々にご出席いただきました。 
 
当院薬剤部長幸田幸直教授が総合座長で、テーマは「情報共有」

です。先進的な取組をされている福井大学よりお二人の先生を

お招きしました。 
 

 
【講演 1】 
『有害事象回避のために連携を強化しよ

う！』と題して、福井大学医学部附属病院

副薬剤部長の中村敏明先生にお話しをいた

だきました。 
1993 年に起きたソリブジン事件が挙げら

れ、病院間・薬局間の情報共有・連携不足、

処方した医師の薬の認識不足、薬剤師のチ

ェック機能が不十分だったこと、これらが

重なったことにより起きた背景が解説されました。また、患者さんの処方箋に検査データ

を記載し、薬局薬剤師に情報を提供している同病院の取組が紹介されました。 
最後に、患者さんの最良のアウトカムのために、薬剤師同士が連携を一層強化していく

ことが重要になっていることを示されました。 
 
【講演 2】 
福井大学医学部附属病院薬剤部長の政田幹

夫先生からは『医薬品適正使用～医療の中にお

ける薬剤師の役割～』と題してお話しをいただ

きました。 
FDA と厚生労働省の、医薬品の危険性に対

する表現の違いを挙げ、国内のみならず、世界

中あらゆるところから情報を得る努力するこ

とが大切である、と述べられました。そして、



99

医師と薬剤師のそれぞれの役割である処方権と監査権の相違を理解し、この役割を互いに

きちんと果たすことが、安全な医療の提供には必要とされました。このためにも、今以上

に病気に関する知識を持つことがこれからの薬剤師には必要である、と結ばれました。 
 
【ディスカッション】 
 薬局薬剤師と医師・病院薬剤師等でカンファレンスなどは開催されていますか？ 
―福井大学医学部附属病院では「疾病よろず勉強会」と題して開催しており、年に 3～4 回

1 時間程度で毎回 30 名ほどの参加者があります。従来の電話でのやりとりはトラブルの

元であるため、実際に顔を合わせて医師に専門領域の疾患と処方の意図を解説してもら

うことで、相互理解を深めてもらっています。これによって不明点が質問しやすくなっ

たとの感想もあります。 
 
 検査情報を処方箋に記載していて、疑わしい数値があった場合は調剤薬局から連絡はあ

りますか？ また患者の検査情報公開に関する勉強会等は開催しましたか？ 
―まず、検査数値をランク付けし、緊急性があるものについては電話対応とし、次回の受

診の対応で間に合うものについては、チェック・コメント欄等がある薬剤指導提供書と

いうものを FAX してもらい、当院薬剤部が中継地点となって処方医に渡します。その回

答書を薬剤部から送信するというのが一連の流れとなります。また、勉強会は行ってお

らず、情報そのものを公開しております。病院の門前薬局と連携して情報をデータベー

ス化しており、県全体へフィードバック

していく取組を始めたところです。 
 
 この先、【お薬手帳】の次になるような

ツールがありますか？ 
―IC カード 1 枚ですべてを網羅できるよう

に情報を一元化できれば、無駄な医療費

が減ることにつながっていくというア

イデアは持っています。 
 
 検査情報を公開している福井大学では、不備があった場合の対応（定期的に行わなくて

はならない検査が行われていない場合など）は、どうのように対処していますか？ 
―院内のシステムでチェックをかけており、リストとして挙がってきたものを薬剤部から

医師へ伝えます。また検査データはいつ測定したかを表示して、活用できるものを提供

しています。そして、情報の記載がされるようになってからは、患者さんに対して自信

を持って薬の説明が出来るようになったとの意見が聞かれます。 
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チーム 04【口腔ケアチーム】 
担当者（所属）：柳川 徹（歯科・口腔外科診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
口腔ケアチームが、口腔ケアが必要な患者に対して適切なアドバイスを行うことにより、

より効果的な病棟口腔ケアを行えるようになり、患者の誤嚥性肺炎の予防や化学療法・放

射線治療などの際の口内炎を軽減することが出来る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 口腔ケアを各科病棟に周知することにより、誤嚥性肺炎の発症率の低下、化学療法、

放射線療法による口内炎の症状緩和などが得られ、患者の早期回復・離床につなが

ることが期待される。 
 歯科技工士が参画することにより、器具の開発・改良も可能となり、より効果的な

口腔ケア法が創出される。 
 研修医、看護師、医学生、看護学生に対しての口腔内ケア教育に有用となる。 

 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
歯科医師：チームリーダーとして、主治医、化学療法専門医、放射線専門医とともに、口

腔内の症状を悪化させる医療的要因についての検討をおこない、診断に基づいた口腔

ケアの指示をおこなう。 
主治医：口腔ケアが必要と考える受け持ち患者をチームにコンサルトする。 
化学療法専門医：抗がん剤による口内炎の治療について助言を行う。 
放射線専門医：放射線治療による口内炎の治療について助言を行う。 
歯科衛生士：主治医・歯科医師の指示のもとに、除石などの専門的口腔ケアをおこなう。

また、看護師、理学療法士にたいして口腔ケアの方法や評価についての講習会を開催

し、口腔ケア技術の向上を図る。 
歯科技工士：歯科医師・歯科衛生士の口腔ケアの現場からの意見をもとに、口腔ケア用具

の改良を図る。 
理学療法士：摂食嚥下のリハビリの際に、誤嚥となりうる口腔環境についてチェックをす

ると同時に、医師・歯科医師とともに、誤嚥予防の対策を検討する。 
薬剤師：口内炎の程度などの情報をもとに、口内炎に対応する薬剤のアドバイスを行う。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 コンサルトを受けた患者に対して、チームで合同カンファランスをおこない、疾患

ごとの対応を協議し、口腔ケアの現況の評価・対応を決定する。 
 患者に身近に接する看護師・理学療法士等に口腔ケアの重要性・方法・評価法につ
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いての講習会を実施し、意識向上を図る。 
 
＜評価指標＞ 
チームに対する一年間のコンサルト数、嚥下性肺炎の発症率 
 
＜事業成果等の分析＞ 
チームにおける活動実績 
1）口腔ケア関連の治療 
 歯科医師・歯科衛生士 
2013 年（期間 2013/1/24 から 2014/1/23）口腔ケア等に関わった件数 148 件 
 
2）口腔ケアの講習会 
歯科衛生士 
口腔ケアの講習会の開催 （写真は別途データで添付 写真は 2011 年のもの） 
2013/5/22 新人看護職員研修における 口腔ケア講習会 
2013/5/23 新人看護職員研修における 口腔ケア講習会 
2013/6/4 K6 西病棟 口腔ケア集団指導（入院患者対象） 
2013/6/7 K6 西病棟 口腔ケア集団指導（入院患者対象） 
2014/6/25 NST チーム向け口腔ケア講習会（実習含む）予定 
 
3）言語聴覚士との術後の摂食嚥下リハビリの相談 
2013 年 20 件 
 
口腔ケアに関しては、病院院内他科からのコンサルテーションという形で関わり、化学療

法、放射線療法術前の口腔ケア、歯科処置などを歯科医師・歯科衛生士など共同でおこな

った。とくに、ICU を初めとする他科病棟へ出張しての口腔ケアなども積極的におこなっ

た。 
 
また、口腔ケアの啓蒙活動として、歯科衛生士による口腔ケアの講習会、実習などをおこ

ない、年 5 回おこない、意識向上を図った。これらの活動に関しては、十分有意義な活動

をおこなったと考えられる。 
 
また、口腔癌術後の患者に対して摂食・嚥下訓練を、言語聴覚士（ST）と行い、口腔癌術

後の患者についての摂食・嚥下機能の回復に重要な活動となった。 
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口腔ケアチームの活動の様子 
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チーム 05【せん妄対策チーム】 
担当者（所属）：長岡 広香（緩和ケアセンター／総合診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
病院全体を統括する「せん妄対策チーム」を新たに設置し、各病棟からせん妄患者やせん

妄リスク患者に対するケアの依頼を受け、適切な予防や初期介入を行うことで、患者の QOL
の向上や入院期間の短縮のみでなく、患者家族の心理的、身体的な苦痛を軽減する。また、

病棟スタッフの業務負担、心理的ストレス等を軽減する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 術後患者の、せん妄の発症率低下、重症化の予防が期待される。 
 せん妄の原因となる身体精神的因子や環境因子の除去により、必要な治療の継続が

可能となる。 
 病棟スタッフや主治医の心理的ストレスを軽減する。 
 患者、家族の身体的精神的ストレス、苦痛を軽減する。 

 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
主治医：認知症の有無、全身状態アセスメントなど、せん妄発症のリスクの評価。 

せん妄が可逆的か不可逆かをアセスメント。可逆的であればせん妄の誘因の除去。必

要最低限の点滴やドレーンの選択をする。家族への説明を行い、せん妄発生時の対応、

対策についてチーム間で話しあう。せん妄に対する薬剤調整についてせん妄対策チー

ムに相談し、向精神薬の投与を検討する。 
緩和ケア医、精神科医（チーム医師）：医師や看護師と情報交換し、せん妄の診断やアセス

メントなどを協働して行う。また向精神薬の調整を行う。 
看護師：緩和ケア認定看護師が中心になり、事前スクリーニング等による予防的介入と早

期発見。発症時の状況や対応などチームでの情報共有、薬剤の効果、日常生活の評価、

環境調整。家族の精神的ストレスへの対応を行う。安全管理室とも情報共有し相談す

る。 
薬剤師：処方内容や薬物効果の評価 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 主治医、看護師が中心となり、入院時にせん妄スクリーニングを実施し、ハイリス

ク患者についてせん妄チームにコンサルトを行う。また、実際にせん妄をおこして

いる症例についてもコンサルトを行う。 
 チームによるせん妄対策計画の立案、実施、評価する。 
 月 2 回チームカンファレンスを開催し、情報共有する。 
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 安全対策委員会などの転倒転落防止対策などと協働して、情報共有を行う。 
 
＜評価指標＞ 
せん妄の発症率や重症化率の低下。患者、家族、医療者の満足度調査。 
  
＜事業成果等の分析＞ 

毎週水曜日に、緩和ケアチーム精神担当医師、看護師とともに病棟ラウンドを行ってい

る。週２回の精神科医師、看護師とのカンファレンスも施行し情報共有を行っている。 
緩和ケアチームに依頼のあった患者に対し、全例でせん妄の有無のスクリーニングを

STAS-J を用いて評価し、介入終了時（退院時、依頼内容終了時、死亡退院時）の STAS-J
にて改善度をみている。せん妄患者のコンサルト依頼数も着実な増加をみており（教育プ

ログラム「５．5-3 多職種 12【せん妄の勉強会】」を参照）、チームの取組みが院内に浸透

してきたと考えられる。 
 また、事業の地域貢献の取組みの一環として、事業ＨＰ「e-ラーニング レンくんの森」

において、せん妄について紹介するページを提供している（次頁以降参照）。 
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【事業ＨＰより：せん妄についての紹介】 

Kei 02 知らないと怖～い●☆△ (>_<) 

 
みなさん、本日もケイちゃんの部屋へようこそ！ 
実は先月、私のおばあちゃんが入院したの。病気は

良くなったんだけど、たった 10 日の入院で、まるで別

人みたいに話が通じなくなっちゃって、家族みんなび

っくり(@_@) 年はそれなりにとっていたけれど、保育

園の現役園長で、いつもシャキッとしてたおばあちゃんが…って、途方にくれる私たちの

前に現れ窮地から救ってくれたのが、本日のゲスト、せん妄対策チームの長岡 広香 先生

で～す♥ 
 

ケイ（以下 K）：先生、お待ちしてまし

た！  
長岡先生（以下 N）：今日はお招きいた

だきありがとう、ケイちゃん。 
K：先生、その節は大変お世話になり、

ありがとうございました m(_ _)m 
N：お役に立てて良かったです。その後

おばあさまはいかがですか？ 
K：もうほとんど元に戻って、保育園に

も出られるようになりました(^_-)v 本

当によかったですー。でも、一時はど

うなることかと思いました。先生はあ

の時確か「せん妄」とおっしゃってました。医療チームの名前も「せん妄対策チーム」

ですよね。でも「せん妄」って、何？ 
N：附属病院のチーム医療教育の HP に、精神神経科の佐藤先生が病院スタッフ向けにされ

た研修会の報告が載っているので、詳しくはそこをみてもらえるとわかりやすいんだ

けど（http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/index.html#16）、一言で

いうと軽度の意識障害のことなのよ。 
K：ぜんぜん話が通じない時とそうでもない時があったので、体の調子が悪く

て返事をしたくないのかなって思ってたんです。 
N：「せん妄」は認知症などと違って、とても反応が悪い時もまた良い時もあ

るの。だから見逃されやすくて、治療されずに退院してしまうケースも

多いんです。 
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K：あの状態で家に帰っていたら、具合が悪いんだろ

うと思ってそのまま寝かせてたと思うんです…何せ高

齢ですから。だから、せん妄に気付いてもらえなかっ

たら、きっと寝たきりになっちゃってました。そう考

えると知らないと怖～い病気ですね「せん妄」って。 
N：そうね。せん妄が、患者さんのそれからの生活の質を大

きく左右することもあります。患者さんが元の生活を取り戻

すために、ケイちゃんのご家族がしたみたいに、おかしいな

って思ったら、医師にそれを話して診察してもらうことも大事なの。身近な人でない

と、患者さんの状態が正常なのか異常なのかわからないこともあるのよ。患者さんや

ご家族の方も、治療チームの大切な一員ですから、おかしいと思ったことはきちんと

伝えることが重要ね。 
K：そうか、それがチーム医療なんだ！ マスター・ブライトに教えてもらったのに、家族

としてチームに参加するっていうこと、本当はピンときていなかったみたい o(> <)o（反

省、反省）。 
N：チーム医療では、患者さんが中心にいて、ご家族や医療スタッ

フが連携して患者さんの治療にあたるのよね。ケイちゃんは今

回、家族としてチームに参加する経験ができて、一段とチーム

医療の学習が深まったわけね。 
K：本当に！ 実はこの間、夜間演習でマスター・ブライトに連れ

て行ってもらった病院で、患者さん達が真夜中なのにすごく騒

がしかったんです。夜中大声で何かを訴え続ける患者さんがあ

ちこちにいて、ナースコールも鳴りっぱなし、看護師さん達は

息つく暇もなく病棟を走り回って…。その時はわからなかった

けど、今考えたらあれは「せん妄」だったのかも!? せん妄に気付いて対応できていれ

ば、ああいう大変な状況には

なっていなかったんでしょう

か (?_?) 
N：少なくとも状況は少し違

っていたかも知れませんね。

一晩中騒いでいたら患者さん

ご本人も疲れてしまうし、周

りの患者さんの安静も保てな

い。医療スタッフだって疲弊

してしまうと思うの。「せん妄」

の適切な診断と対応は、患者
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さんにとってより良い医療の提供となるだけでなく、医療スタッフの負担も軽くなる

から、その分、お一人お一人の患者さんに向き合う時間もできて、より良い医療サー

ビスの提供につながります。夜中の病棟が騒がしい状態を当たり前としないで、それ

に対応できることをまず知ってもらえるといいと思います。 
私たちのチームでは、定期的に「せん妄の

勉強会」を開いているのよ。多くの医療スタ

ッフの皆さんに来てもらえると嬉しいです。

ケイちゃんもぜひ次回はいらしてね。 
K：はい、必ずうかがいます！ ちゃんと勉強し

て、マスターに提出した夜間演習のレポート

を書き直したいと思います！（実はこの前の

レポート赤点だったの～、ク～(>_<)） 
長岡先生、今日はとても勉強になるお話、

どうもありがとうございました。またどうぞ

遊びにいらしてくださいね。お待ちしていま

す。 
N：ありがとうケイちゃん。でも、ここに来るた

めの木登り、人間にはちょっと大変なので、

次ははしごがあると嬉しいかな ^_^; 
 
 
前回の「せん妄の勉強会」、佐藤晋爾先生の『≪せん妄に気付く≫診断と対応のポイン

ト』の内容は、以下 URL の報告で見てくださいね。 

http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/workshop/index.html#16 

次の勉強会すっごく楽しみです！ 

 

チーム医療等の教職員向けの研修会予定は、総合臨床教育センターの HP のカレンダー

（http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/sotsugo/calendar.html）でも確認できるので、そ

ちらもどうぞご利用ください。 

 

それではみなさま、また次回をお楽しみに～ (^_-)-☆ 
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チーム 06【外来化学療法チーム】 
担当者（所属）：入江 佳子（総合がん診療センター外来化学療法室／看護部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
従来、外来化学療法を受ける患者に対しては診療科ごとに医師が静脈路挿入、薬剤の投与

を行い、看護師が化学療法のミキシング、療養上のアドバイスを行っていた。本チームで

は、外来化学療法について全体的な立場からそれらの役割を見直し、かつ、薬剤師を有効

に活用することによってそれぞれの専門性を活かし、効率がよく、かつ最適なサポートを

患者に提供することを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 医師の適切な指導のもとで、看護師が静脈路挿入、薬剤投与を行うことにより医師

の業務量が削減、医師は診療に時間を割くことができる。 
 認定看護師が勤務することにより、がん化学療法に伴う患者ケア、及び安全管理に

関してリーダーシップを発揮し、チーム全体のコーディネートを行うことができる。

また、その専門性を活かして療養上の支援の充実を図ることができる。 
 薬剤師が患者個々の投与薬剤の管理を行い、投与量を確認し、安全にミキシングを

することにより、患者の安全性が向上する。また、ミキシングに割いていた看護師

の業務量を削減することができる。さらに、患者に対する薬剤指導を行うことによ

り、在宅療養中の副作用管理に貢献できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
看護師： 
投与、投与中の管理、患者指導、心理サポート・家族ケア、チームアプローチのためのリ

ーダーシップ 
医師： 
診断･治療計画・説明、患者・他職種への情報提供 
薬剤師： 
化学療法歴管理、治療準備、薬剤ミキシング、薬剤に関する説明 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 毎朝のショートカンファレンス 
 それぞれの職種が診療科を越えて患者の状態と治療内容に関して情報収集し、アセ

スメントする。協議事項が生じたときには、互いに連携・調整しながら治療方法を

決定する 
 外来化学療法に関わる、医師・看護師・薬剤師・事務職員による、外来化学療法室
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ワーキンググループ（運営会議）を月 1～2 回程度実施 
 
＜評価指標＞ 

 患者満足度調査 
 副作用発生率  
 患者待ち時間調査 

  
＜事業成果等の分析＞ 
患者満足度調査では、高い満足度が示された。 
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チーム 06【外来化学療法チーム】 
担当者（所属）：入江 佳子（総合がん診療センター外来化学療法室／看護部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
従来、外来化学療法を受ける患者に対しては診療科ごとに医師が静脈路挿入、薬剤の投与

を行い、看護師が化学療法のミキシング、療養上のアドバイスを行っていた。本チームで

は、外来化学療法について全体的な立場からそれらの役割を見直し、かつ、薬剤師を有効

に活用することによってそれぞれの専門性を活かし、効率がよく、かつ最適なサポートを

患者に提供することを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 医師の適切な指導のもとで、看護師が静脈路挿入、薬剤投与を行うことにより医師

の業務量が削減、医師は診療に時間を割くことができる。 
 認定看護師が勤務することにより、がん化学療法に伴う患者ケア、及び安全管理に

関してリーダーシップを発揮し、チーム全体のコーディネートを行うことができる。

また、その専門性を活かして療養上の支援の充実を図ることができる。 
 薬剤師が患者個々の投与薬剤の管理を行い、投与量を確認し、安全にミキシングを

することにより、患者の安全性が向上する。また、ミキシングに割いていた看護師

の業務量を削減することができる。さらに、患者に対する薬剤指導を行うことによ

り、在宅療養中の副作用管理に貢献できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
看護師： 
投与、投与中の管理、患者指導、心理サポート・家族ケア、チームアプローチのためのリ

ーダーシップ 
医師： 
診断･治療計画・説明、患者・他職種への情報提供 
薬剤師： 
化学療法歴管理、治療準備、薬剤ミキシング、薬剤に関する説明 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 毎朝のショートカンファレンス 
 それぞれの職種が診療科を越えて患者の状態と治療内容に関して情報収集し、アセ

スメントする。協議事項が生じたときには、互いに連携・調整しながら治療方法を

決定する 
 外来化学療法に関わる、医師・看護師・薬剤師・事務職員による、外来化学療法室
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CIN（Chemotherapy Infusion Nurse：抗がん剤静脈注射看護師）の院内認定制度を導入

した効果を検討すると、待ち時間の短縮、血管外漏出発生の減少が成果として挙げられ、

チームメンバーの主観的な意見としては業務効率の向上が挙げられた。 
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チーム 07【病院職員に対する院内感染対策教育チーム】 
担当者（所属）：堤 徳正（感染管理部／看護部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
院内感染の予防・対応のためには、治療、患者ケア、薬品管理、検査に関する様々な専門

知識が必要である。このため、それぞれを専門とする医師、看護師、検査技師からなるイ

ンフェクションコントロールチームを形成し、全ての職種を対象とした感染対策教育を実

施することを本チームの目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 附属病院が行っている感染対策について、全職種が理解することで、院内感染の予

防・対応への効果が期待できる。 
 多職種間で院内感染対策に関する情報を共有し、役割分担をすることで、部門間の

コミュニケーションを活性化させることができる。 
 医療職以外の病院職員も感染対策に取り組むことで、患者や家族の視点に立った、

病院外でも適用できる身近な感染予防対策が実現できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
インフェクションコントロールチームが中心となり、活動全般に関する専門的指導、他施

設での実践に関する情報の収集と提供、感染症発生に関する定期的な情報の入手を行う。

本チームには以下の職種が関係し、院内感染対策の研修会を通して、以下の情報の提供を

行う。 
医師：感染症の基本知識（細菌・ウィルスの種類や特徴） 
看護師：附属病院における感染予防対策（標準予防策、経路別予防策など）全般 
臨床検査技師：附属病院における感染症の検査データの提供 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
 年に 2～4 回、新規採用職員を対象とした研修会を開催し、院内感染対策の教育を実施する。 
 
＜評価指標＞ 
 院内感染の発生数、血液・体液曝露事例数の減少 
  
＜事業成果等の分析＞ 
 
 
 

CIN（Chemotherapy Infusion Nurse：抗がん剤静脈注射看護師）の院内認定制度を導入

した効果を検討すると、待ち時間の短縮、血管外漏出発生の減少が成果として挙げられ、

チームメンバーの主観的な意見としては業務効率の向上が挙げられた。 
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・院内感染の発生数 
 新規 MRSA 検出数 

 
 
・アウトブレイク数 

 
 
・血液・体液曝露事例数 

 

院内感染の発生数，血液・体液曝露事例数ともに本事業開始前（H22 年度）と比べ、減少

していた。本事業における研修が、減少に少なからず寄与したものと考える。 
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チーム 08【地域関係機関と連携した小児リハビリテーションチーム】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
患者が在宅療養生活を継続するために、地域関係機関の役割機能を発揮し、ライフステー

ジにおいて必要な在宅療養生活支援システムを構築する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
保健・医療・福祉・教育機関との連携と相談体制の確保をすることで、在宅での療養生活

の支援強化につながる。 
小児リハビリテーションに有効な時期別リハビリテーションをスムーズに実施することが

できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
医療機関を含んだ地域関連機関が主体となる小児リハビリテーションチームを構築し、小

児リハビリテーションの中心的な役割を担う。具体的にはシステムの問題点の発見と対応、

多職種による包括的なケアの推進、コンサルテーションの窓口である。 
（病院） 
リハビリテーションスタッフ：外来通院でのリハビリテーションの継続とリハビリテーシ

ョンの進行状況および治療方針を地域関連機関へ情報提供を行う。医療特にリハビリ

テーションの継続性と連携の促進について、リーダーシップを発揮する。 
医師および看護師：入院中および外来通院中の病状や病気の経過および治療方針を地域関

連機関へ情報提供を行い、医療の継続性と連携を促進する。患者家族の自己管理の高

揚と実践を支援する。 依頼に応じて、学校との連携を図る。 
社会福祉士：医療機関と地域との連携の窓口となりコーディネートを実施する。 
（地域） 
保健師：医療機関から退院患者の連絡を受けた場合、必要時には退院前カンファレンスに

参加し、環境整備、かかりつけ医の確保、関係機関との連絡調整、家族調整等行い、

患者の退院受け入れ準備を行う。 また、在宅療養生活上の課題や問題が生じた場合に

は、情報の共有、支援方針の合意、問題・課題解決を図るためのケースカンファレン

スを開催する。 在宅療養に必要な地域の情報を提供する。 
地域福祉関係者：患者家族の療養生活に必要な関係者で情報提供、情報共有、役割分担・

機能分担を図る。 
教育機関：児の集団生活の場として医療機関と連携し、児の生きる力を促す。また、学校

生活上の課題や問題が生じた場合には、情報の共有、支援方針の合意、問題・課題解

決を図るためのケースカンファレンスを開催する。 学校生活に必要な地域の情報を提



114

供する。 
学校看護師：学校での児の医療的ケアの状況を把握し、定期的に医療的ケア巡回指導医師

と情報を共有する。また、必要に応じて、かかりつけ医師と連携し、学校での適切な

管理を可能にする。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 連携小児リハビリテーション会議を２ヶ月に１回開催し、ケースカンファレンス、

情報共有を行う。また、在宅生活における医療上の問題を把握し、地域関係機関と

の調整を図る。医療上の連携が必要な場合は、病病連携、病診連携の再構築に努め

る。 
 患者の生活時期に応じた地域での支援チームを構成し再編する。 
 連絡ノート（療育ノート）を利用し情報の共有を図る。 

 
＜評価指標＞ 
患者および家族の満足度評価 
地域の機関の満足度評価 
  
＜事業成果等の分析＞ 
 地域機関の満足度に関しては明らかではないが、患者および家族の満足度評価は以下の

「平成 25 年度リハビリテーション部満足度調査 報告書」を参照。 
 外来通院中の特に小児リハビリテーション実施中の家族からは施設面での改善に対する

指摘を受けている。これに関しては、院内に適切な実施場所を探すなど、今後も努力した

い。その他、プログラムの説明に対して他の患者群に比べ満足度が低い点数を示した。こ

れは、今後の身体および認知機能改善に難渋する方が多く、障害受容程度を評価しながら

の説明となるため、リハビリテーション部門だけでは十分な説明ができない場合が多いた

めと推察する。今後は、小児に関わる医師、看護師などと連携し説明のあり方を検討した

い。 
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平成 25 年度リハビリテーション部満足度調査 報告書 

 
調査方法：アンケート方式 
調査者 ：各担当療法士 
調査対象：外来を含み、既に 5 回以上リハビリテーションを実施している患者およびその

家族 
調査期間：平成 25 年 11 月 27 日（月）から 12 月 6 日（金） 
調査内容：１．リハビリテーション室および実施場所の環境について 
     ２．療法士同士の連携について 
     ３．リハビリテーション実施に対する説明について 
     ４．リハビリテーションの内容について 
     ５．リハビリテーションの実施回数について 
     ６．１回あたりの実施時間について 
     ７．療法士の態度や言葉使いについて 
 １から７の項目に対して“満足、まあまあ良い、どちらでもない、あまり良くない、不

満足、未回答”より選択 
８．今後期待するリハビリテーションについて以下の項目から選択 

       A 病棟での日常生活動作練習 
       B 退院前訪問リハビリテーション指導 
       C 退院時自宅練習指導  
       D 外来リハビリテーションの継続 
       E 休日リハビリテーションの実施 
     ９．その他（事由記載） 
回収数 ：117（入院 83、外来 34） 
有効回答：117（100％） 
検討方法： 

① 質問 1 から 7 の項目で満足を 2 点、まあまあ満足を 1 点、どちらでもないを 0 点、

あまり良くないを-1 点、不満足を-2 点とし数値化する 
② 質問８は選択された項目での総数を検討 
③ 117 全体での検討 
④ 入院および外来で分けての検討 
⑤ 主な診療科で分けての検討 
⑥ 各年齢群での検討（～39 歳、40 歳～64 歳、65 歳から 74 歳、75 歳～） 

結 果 ： 
① 全体としてはリハビリテーション室や実施場所の環境面に対しが、1.11 と 7 項目の
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中では最も低い値を示した。次いで、実施回数と実施時間が 1.23、療法士同士の連

携が 1.45、説明が 1.50、リハビリテーション内容 1.58、言葉使い 1.74 と続いた。

最も低値を示した環境面だが、マイナス得点をつけた数は 8 名で、全体の 6.8％で

あった。実施回数では 3 名で 2.6％、実施時間は 9 名で 7.7％であった。

② 質問８の中から選択された内容の内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 26％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 14％
C 退院時自宅練習指導は 34％
D 外来リハビリテーションの継続は 48％
E 休日リハビリテーションの実施は 23％ 

③ 入院患者のみで検討すると、実施時間が 1.19、療法環境が 1.20、実施回数が 1.27、
療法士連携が 1.43、説明が 1.57、リハビリ内容が 1.60、言葉使いが 1.73 であった。

④ 入院の質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 33％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 19％
C 退院時自宅練習指導は 45％
D 外来リハビリテーションの継続は 36％
E 休日リハビリテーションの実施は 28％

⑤ 外来患者のみで検討すると、療法環境が 0.9、実施回数が 1.18、実施時間が 1.32、
説明が 1.32、療法士連携が 150、リハビリ内容が 1.53、言葉使いが 1.76 であった。

⑥ 入院の質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 12％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 0％
C 退院時自宅練習指導は 9％
D 外来リハビリテーションの継続は 76％
E 休日リハビリテーションの実施は 12％

⑦ 40 歳未満(31 回答)のみで検討すると、療法環境が 0.8、実施回数が 1.12、実施時間

が 1.26、説明が 1.26、療法士連携が 1.41、リハビリ内容が 1.41、言葉使いが 1.65
であった。

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
117 1.11 1.45 1.50 1.58 1.24 1.23 1.74 26% 14% 34% 48% 23%

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
83 1.20 1.43 1.58 1.60 1.27 1.19 1.73 33% 19% 45% 36% 28%

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
34 0.88 1.50 1.32 1.53 1.18 1.32 1.76 12% 0% 9% 76% 12%
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⑧ 質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 10％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 0％
C 退院時自宅練習指導は 3％
D 外来リハビリテーションの継続は 74％
E 休日リハビリテーションの実施は 13％

⑨ 40－64 歳(35 回答)のみで検討すると、療法環境が 1.23、実施時間が 1.23、実施回

数が 1.26、療法士連携が 1.51、説明が 1.66、リハビリ内容が 1.74、言葉使いが 1.77
であった。

⑩ 入院の質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 26％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 11％
C 退院時自宅練習指導は 49％
D 外来リハビリテーションの継続は 40％
E 休日リハビリテーションの実施は 31％

⑪ 65－74 歳(29 回答)のみで検討すると、実施時間が 1.03、療法環境が 1.21、実施回

数が 1.24、療法士連携が 1.38、説明が 1.45、リハビリ内容が 1.45、言葉使いが 1.66
であった。

⑫ 入院の質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 34％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 28％
C 退院時自宅練習指導は 48％
D 外来リハビリテーションの継続は 38％
E 休日リハビリテーションの実施は 24％

⑬ 75 歳以上(13 回答)のみで検討すると、実施時間が 1.15、療法環境が 1.23、療法士

連携が 1.23、実施回数が 1.23、説明が 1.38、リハビリ内容が 1.54、言葉使いが 1.77
であった。

⑭ 入院の質問８での選択内訳は以下の通りである。

A 病棟での日常生活動作練習を選択した方が全体の 54％
B 退院前訪問リハビリテーション指導は 23％

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
31 0.82 1.41 1.26 1.41 1.12 1.26 1.65 10% 0% 3% 74% 13%

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
35 1.23 1.51 1.66 1.74 1.26 1.23 1.77 26% 11% 49% 40% 31%

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
29 1.21 1.38 1.45 1.45 1.24 1.03 1.66 34% 28% 48% 38% 24%
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C 退院時自宅練習指導は 31％
D 外来リハビリテーションの継続は 38％
E 休日リハビリテーションの実施は 23％

⑮ 主な入院の診療過毎の結果は以下の通りである

⑯ 入院患者での男女比は以下の通りである

総 括（チーム医療の観点より）：

 言葉使いやプログラムの説明などはほぼ満足を得られているようで、医療サービス業

としての接遇教育は概ね職員に浸透していると推察された。

 療法士同士の連携に関しては 117 回答で 1.43 と比較的低値を示したが、マイナス点を

つけた方は０で完全な満足は得られていないが、不満はないという結果になった。

今後も、周術期から維持期平行する場合や長期休暇などで担当が変更する場合はある

ので、原因を検討し理解を得られるよう方策を検討する。

 プログラム内容は全体では 1.58 であったが、年齢群の 40 歳未満と 60-75 歳群で 1.5
を下回った。本来活動量が多い方へのリハビリテーション内容が不足あるいは適切で

ない可能性が推察される。さらに検証をすすめ、ニードにあったプログラムの検討を

進める

 実施回数および実施時間に関しては、全体的に低値を示した。療法士の数に限界があ

ることが大きいが、既存の療法士をさらに活用し、空き時間を減少させることと、病

棟と連携をさらに密にし、看護の中で実施できるプログラムを検討する。

 環境は低値を示した。特に内科系の全身状態が不安定な方が不快および不安を訴える

ことが多く。病棟との導線も含め環境の改善に努めたい。必要に応じて、リハビリテ

ーション室ではなく、病棟でのリハビリテーションを進めることも検討する。

 現在は病棟運営を周術期のリハビリテーションにおけるチーム連携を主に実施してい

るが、日常生活指導や退院前訪問指導など維持、回復期の生活を想定した要望が多く

回答数 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日
13 1.23 1.23 1.38 1.54 1.23 1.15 1.77 54% 23% 31% 38% 23%

診療科 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日 回答数
整形 1.33 1.52 1.56 1.56 1.11 0.81 1.70 0.30 0.11 0.44 0.44 0.30 27
神内 1.80 1.60 1.60 1.60 1.20 1.60 2.00 0.40 0.00 0.60 0.60 0.00 5
形成 0.50 1.00 1.75 1.50 0.75 1.00 2.00 0.50 0.25 0.75 0.50 0.50 4
呼内 0.20 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40 1.80 0.20 0.20 0.40 0.40 0.00 5
循内 1.00 1.25 1.25 1.50 0.75 0.75 1.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 4
血内 1.30 1.50 1.60 1.70 1.90 1.30 1.80 0.10 0.00 0.30 0.20 0.40 10
脳外 1.22 1.67 1.78 1.78 1.11 1.11 1.78 0.44 0.33 0.56 0.11 0.44 9

No 環境 連携 説明 内容 実施回数 実施時間 言葉使い ADL 訪問 Home 外来 休日 回答数
男性 1.13 1.28 1.56 1.53 1.22 1.13 1.69 44% 28% 44% 28% 25% 32
女性 1.25 1.53 1.59 1.65 1.29 1.24 1.76 18% 10% 27% 22% 25% 51
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認められた。今後は、この点をさらに進めるために、看護および地域連携室などとさ

らに深い連携が有用と推察された 
 外来リハビリテーションの継続を多数の方が望まれているが、特定機能病院である事

を勘案すると、当院が主体的に外来リハビリテーションを実施するのではなく、地域

病院、訪問看護ステーションなどと連携し主たるリハビリテーションの移行を入院中

より円滑に進める必要が示唆された。 
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チーム 09【術前から始める周術期リハビリテーションチーム】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
当院で手術を受ける患者の多くが高齢者であり、かつ多種多様なリスク因子（慢性疾患や

再発、合併症）を抱えている。その様な状況下で、早期離床、障害の改善を支援するには

多職種によるあらゆる視点も含めた総合的なリハビリテーション、また、術前の ADL の評

価も含めた早期からの介入が重要である。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
術前からリハビリテーションチームが関わることにより、より個別性の高い援助を術後に

行うことが可能となる。 
これら合併症を持つ高齢者の術後に対しては、集中治療室にてさまざまな侵襲的な処置が

行われていることが多く、リハビリテーションスタッフのみでは関与しにくいことも多い。

多職種が全身状態を評価しながら積極的に関わることで早期離床の促進、機能障害の改善

が促進されることが期待される。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
理学療法士・作業療法士：術前に患者の ADL を評価し、術後のリハビリテーションに活用

する。障害の集中的改善を図り、基本動作の確立と共に日常生活動作の改善が図れる

ようリハビリテーション専門家の視点から他職種と話し合いを持ち、看護師と共に介

入する。特に呼吸障害に関しては、呼吸状態の理学的評価を行い、肺ケアのためのポ

ジショニングなど有用な呼吸理学療法手技を提案し実施する。また、同時に移動時の

転倒の危険性を評価し、病棟生活が安全に送れるよう介入する。 
集中治療医：全身状態の医学的管理、急変への対応、呼吸状況等の把握および障害の評価、

予後予測を行い、チームが有効に機能するようにコーディネートする。術前に手術の

侵襲を考慮して、術後の全身状態を予測し、チームに情報提供を行う。 
看護師：24 時間体制で全身状態の評価を管理し、リスク管理を行う。日常生活、全身管理

上の問題、ラインやドレーン管理の視点を踏まえた上でセラピストとともに最適な離

床方法を検討する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

1. 高齢者や機能障害を持つ患者のうち侵襲度の高い患者を抽出し、回診を行う。 
2. 主治医、担当看護師と連携し、離床が困難な患者の離床を直接的に行い支援する。 
3. 職種横断的な検討会、プロジェクトチームを作り、運営の刷新を定期的に図る。 
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＜評価指標＞ 
呼吸器合併症発生率 人工呼吸器装着日数 車椅子乗車までの期間 転倒、転落の減少 
職員の満足度評価  患者・家族の満足度評価 
  
＜事業成果等の分析＞ 

現在周術期を主に担当する療法士３名と心臓内科を担当する療法士２名が BLS:一次救命

処置(Basic Life Support)の研修を受講済みである。来年度も引き続き、BLS 研修の受講者

を増やし、急性期リハビリテーション中の事故を未然に防ぐよう努める。 
人工呼吸器装着日数や離床までの期間、ICU 滞在日数にどの程度関与できたかは、客観的

な数値を示すことはできない。但し、看護ケアの一員としての認識度は確実に上がってい

る。日によって違いはあるが、ICU の 20 から 30％、HCU の 50％以上にリハビリテーシ

ョンが介入している。 
 なお、患者満足度に関しては、チーム 08【地域関係機関と連携した小児リハビリテーシ

ョンチーム】の「平成 25 年度リハビリテーション部満足度調査 報告書」を参照。 
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チーム 10【包括的リハビリテーションコンサルテーションチーム】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
当院入院中患者の多くが高齢者であり、かつ多種多様なリスク因子（慢性疾患や再発、合

併症）を抱えている。その様な状況下で、障害の改善、家庭復帰を支援することになる。

そのためには、医師・看護師のみならずその他の多くの専門職が患者の日常生活を基本と

した関わりをすることが重要である。そこで、多職種によるコンサルテーションチームを

構築することで、より質の高いサービス安全な病棟生活を効率よく提供することが可能と

なる。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
セラピストのみならず社会福祉士、管理栄養士、歯科衛生士などを病棟に専従することは

難しいが、日常的な情報交換・検討の場を設けること、多職種で様々な観点からのコンサ

ルテーションを受けることで、より個別性が高く総合的な評価・プログラム作成および実

施が可能となる。また、そのことで、各専門家が統一した目標に向かって関わることが出

来る。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
リハビリテーション医：全身状態および障害の評価、予後予測を行うとともに他職種に指

示を与え、チームが有効に機能するようにコーディネートする。患者・家族が障害を

乗り越え地域生活に復帰できるようにチームリーダーとして支援する。更に総合的視

点に立って、慢性疾患および再発・合併症の予防と治療を行う。また、急性期および

回復期（他院）との連携を図る。 
理学療法士・作業療法士：障害の集中的改善を図り、基本動作の確立と共に日常生活動作

の改善が図れるよう看護師と共に介入する。また、同時に移動時の転倒の危険性を評

価し、病棟生活が安全に送れるよう看護師と共に介入する 
言語聴覚士：言語障害の改善とともに摂食嚥下訓練を行う。また、認知機能および高次機

能を評価し、転倒のリスクを検討する。得られた情報を理学療法士・作業療法士・看

護師に伝達し、安全な病棟生活の立案に介入する。 
看護師：医師の指示の下、リスク管理を行う。ADL 介助・自立援助を基本とした関わりの

中で、セラピストが患者に個別指導した内容を積極的に取り入れると共に日常生活に

おける問題点を抽出し、セラピストに提示する。家族支援。 
社会福祉士：家族とスタッフ間、患者と家族間・地域生活などのつなぎとしての役割を行

いながら在宅生活基盤作りを実施。 
管理栄養士：栄養アセスメント、評価、改善のプログラム作成、実施、再評価。本人及び
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家族に対する栄養指導・食形態調理指導。 
薬剤師：入院時使用薬剤の情報集の下、医師・看護師などに情報提供。本人、家族指導。 
歯科衛生士：歯科医師との連携および窓口機能を果たすと共に、口腔衛生状態の評価、口

腔ケアプログラム作成、歯ブラシなどの患者・家族指導を行う。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

1.  担当医や担当看護師からのコンサルテーションを受ける。 
2. 週に一回、プライマリーリハビリテーションチーム連絡会議を設け、情報を一元化

し共有する。運営上の問題点に関しても協議する。 
3. 対象患者が多い病棟でリハビリテーションカンファレンスを医師、看護師と共に実

施し、知識の底上げ、問題点の明確化を行う。病棟内での多職種間の日常的コミュ

ニケーションを重視する 
 
＜評価指標＞ 
在院日数 退室時の ADL 患者・家族満足度 転倒、転落発生率 主治医へのアンケート 
病棟看護師へのアンケート 
  
＜事業成果等の分析＞ 
 患者満足度調査より退院までに日常生活動作(ADL)練習の要望が多く聞かれたことより、

未だ生活に根ざした日常生活動作(ADL)介入が不十分である事が示唆された。 
 患者満足度調査の詳細は、チーム 08【地域関係機関と連携した小児リハビリテーション

チーム】の「平成 25 年度リハビリテーション部満足度調査 報告書」を参照。 
  



124

チーム 11【摂食・嚥下サポートチーム】 
担当者（所属）：岩部 博子（病態栄養部 栄養管理室） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
摂食・嚥下障害を有する患者に対して専門職種が連携し、早期の栄養状態の改善、適切な

栄養状態の維持を図る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 チームによって摂食・嚥下機能評価から食形態、物性評価、食事介助手法の検討を

包括的に行うことにより、医療の質が向上。 
 それぞれの職種が持つ専門性を理解することによって、相互理解を深め、円滑なコ

ミュニケーションが図れる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
神経内科医：全身状態の医学的管理を行う。 
歯科口腔外科：医学的管理を行う。 
耳鼻科：医学的管理を行う。 
脳外科：医学的管理を行う 
言語聴覚士：摂食・嚥下機能評価、食形態評価、食形態ガイドラインの作成。 
看護師：日常生活の評価および環境調整。 
歯科衛生士：間接訓練、口腔ケア。 
管理栄養士：食品・料理の物性評価、栄養アセスメント、食形態(食事移行食)ガイドライン

の作成。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 摂食嚥下障害を有する患者診療について、他職種がかかえる問題の検討。 
 摂食嚥下障害を有する患者の抽出と、食事提供の介入方法の検討と評価 
 食品の客観的な物性評価と提供食事の検討。 
 担当医、担当看護師を交えたカンファレンスの実施 
 食品物性評価による嚥下訓練食から普通食へ移行食の食形態ガイドラインの作成 

 
＜評価指標＞ 

 嚥下訓練食の活用度 
 喫食率 
 誤嚥性肺炎発生率 
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＜事業成果等の分析＞ 
【期間】 調査期間中：2011 年 11 月 1 日～ 2012 年 10 月 31 日 
【対象】 当院に入院され、嚥下訓練食を摂食した患者 

改定前群（2011 年 11 月 1 日～2012 年 4 月 25 日）：126 名  
改定後群（2012 年 4 月 26 日～2012 年 10 月 31 日）：121 名 合計：247 名 

 
①嚥下訓練食の段階別の提供者数 
 期間中に１食でも喫食した人数（期間中の複数食種摂取あり） 

 
開始食 Ⅰ度 Ⅱ度 III 度 合計 

改定前 67 23 15 88 193 
改定後 54 20 33 86 193 

合計 121 43 48 174 
 

 
嚥下訓練開始食、Ⅰ度、Ⅲ度では大きな変化はなかったが、嚥下 II 度食の提供率は改

定前群 15 名、改定後群 33 名と、嚥下訓練食Ⅱ度の提供者数は増加傾向が見られ、活用度

が増したと考えられた。 
 

②嚥下訓練食の段階別喫食率（単位：割） 
嚥下 II 度食の喫食率（主食）  

改定前群  2.20±1.73、改定後群  2.32±1.83 （有意差なし） 
嚥下 II 度食の喫食率（副食）  

改定前群  1.97±1.61、改定後群 2.58±1.82（有意差なし） 
  開始食 Ⅰ度 Ⅱ度（主食） Ⅱ度（副食） III 度（主食） III 度（副食） 
改訂前 5.98 5.98 2.2 1.97 2.85 2.88 
改訂後 5.97 5.28 2.32 2.58 2.6 2.73 
 
嚥下訓練Ⅱ度食の副食の喫食量は改定後群でやや増加が見られたが、有意差は認められな

かった。その他の食種では大きな改善は認められなかった。 
 
③誤嚥性肺炎発生率 
 １）嚥下訓練食喫食全期間における全体の誤嚥性肺炎発症率   

 改定前群  10.3 ％     改定後群   5.7  ％ ↓  Ｘ2検定 (p=0.03) 
２）食形態別の嚥下性肺炎発症率（開始食喫食期間中の誤嚥性肺炎発症率） 

改定前群  4.7 ％      改定後群  0.8 ％ ↓   Ｘ2検定 (有意差なし) 
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開始食を嚥下難易度レベルの最も低いレベルの既製品ゼリーに統一したことで、開始食

喫食者の誤嚥性肺炎発症率が改善した。 
 

 
 
嚥下訓練食については、新嚥下訓練食導入後のスタッフ向け試食会の報告（以下）を参照。 
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「摂食・嚥下サポートチーム」主催 

嚥下訓練食の試食会を 
実施しました 

 
 

附属病院の全教職員を対象とした「嚥下訓練食」の試食会が開催されました。 
仕事を終えてから、あるいは仕事の合間を縫って計 59 名の皆さんの参加がありました。 
 

日時：平成 24 年 7 月 18 日（水）18：00～19：00 

場所：リハビリテーション部 （C 棟２階） 

内容：嚥下訓練食（改訂前・後）の試食 

対象：附属病院全教職員 

 

試食会の目的 

 摂食・嚥下サポートチームが開発に取組んだ「新嚥下訓練食」の評価に多くのスタッフ

に参加してもらうとともに、嚥下訓練食が変更になったことを広く周知し病棟で活用して

もらうことを目的としました。 
 

嚥下訓練食の開発 

 摂食・嚥下が困難な患者さんに

は、まず安全な食品物性が重要と

されています。より安全に配慮し

た食事を提供するために、多職種

をメンバーとした「摂食・嚥下サ

ポートチーム」が、嚥下訓練食を

見直してきました。チームが約 2
年の歳月をかけて開発したのが、

今回試食の対象となった「新嚥下

訓練食」です。 
 これまで導入されてきた嚥下訓練食は、様々な問題があると

患者さんや医療スタッフに感じられており、利用率も大変低く

なっていました。高齢化社会を迎え、生活習慣病などの慢性疾

患を抱えた患者さんも多くなり、安全性とともに食事をする意
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欲がわく工夫も必要でした。多職種のチームで問題点を抽出し、これらの総合的改善を図

ったのが「新嚥下訓練食」です。 
 

試食会の内容 

試食会に参加した病院教職員の職種ごと内訳は、看護職：23 名、医師：14 名、その他：

19 名（栄養士、言語聴覚士、理学療法士 など）、といった多彩な顔ぶれでした。 

 
物性、食味などの評価 

まず、1 人 1 人が評価表を手にしなが

ら、8 品目の新旧訓練食サンプルをブラ

インドで試食し、物性や食味などを評価

しました。 
嚥下しやすい食品に必要とされる 3 つの要素

（①適度な硬さ、②付着性が少ない、③食塊を形

成しやすい（凝集性））についても医療スタッフの

舌で厳しく評価されました。 
参加者は、ラクダ色をしたペーストやゼリー状

の副食では、食欲がわかないことや、何を食べた

のかわからないことを実感し、患者さんの目線で
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問題点についての認識を共有しま

した。 
カロリーの点で優れた「ジアス

ターゼ粥」は、旧訓練食で主食と

なっていましたが、患者さんがイ

メージする「お粥」とはかなり異

なる食味で、食べてもらいにくい

メニューでもありました。これが新訓練食では「ゼリー粥」に置き換えられ、お粥の風味

も楽しめるようになりました。 
また、「お茶ゼリー」の導入で水分誤嚥のある患者さんでも、主食・副食とお茶を交互に

嚥下することを可能としたことから、咽頭残留を除くといった療養上の効果も期待されま

した。 

 



130

見た目の評価 

次のブースでは、こちらもブライン

ドで外観の評価を行いました。 
改訂後の訓練食で導入されたソフ

ト食では、もともとの食材がイメージ

できるよう形や色が工夫されており、

見た目でも食欲をそそりました。 
 

嚥下訓練食の評価結果 

参加者の 9 割以上が、改訂後の訓

練食を「よい」と思ったという結果で、

摂食・嚥下サポートチームの長年の取

組みが病院スタッフから評価されま

した。 
試食会開催後、訓練食のオーダー

も約 4 割増となり、試食会の目的で

もあった、嚥下訓練への活用が促進さ

れました。 

 
新訓練食はおいしい！ 

試食会会場で印象的だったのが、参加

者の「おいしい！」という声と笑顔でした。

訓練食＝まずい という印象を持ってい

たスタッフには、予想を裏切られる嬉しい

驚きがあったようです。 
訓練食の開発と参加者の評価結

果については、本事業ワークショッ

プ

（http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/t
eam_iryo/workshop/index.html#10）

ならびにチーム医療をテーマとした
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国際学会

ATBH（All 
Together 
Better Health）
Ⅵ において

も発表されま

した（発表ポス

ター：

http://www.ho
sp.tsukuba.ac
.jp/team_iryo/
workshop/pdf/
20121004-AT
BH_Poster.pd
f）。

 

 
  

参加者から高評価だった新嚥下訓練食、 

みなさんの病棟でも是非ご活用ください。 

新嚥下訓練食の概要 
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チーム 12【こどもの食育支援チーム】 
担当者（所属）：川村 美幸（看護部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
長期入院生活を送るこどもの栄養管理に関わる医療者は、栄養的側面のみにとどまらず、

成長発達を見据えた食育支援を行うことが要求される。長期入院生活で生じる食事環境の

変化、化学療法による味覚・栄養状態の変化に対し、栄養状態の維持・改善を図り、成長

発達期にある病児に対して、食育を考慮した病院食を提供することで、社会的側面での成

長を促すことを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 関係職種が年齢・理解度に応じた食育の知識を得る事により、患児・家族の食事に

対する認識を高め、闘病生活を前向きに取り組む契機とすることに貢献できる。 
 関係職種が年齢・病状に応じた食事内容や栄養教育を学び合うことで、患児の成長

発達課題を共有し、小児病棟における病院食改善に取り組むことができる。 
 食事内容や栄養教育により栄養バランスを改善することで、計画通りの治療の実施

ができ、疾病の治癒と早期の社会復帰を期待できる。 
 食事の時間帯に合わせた短時間の栄養教育を取り入れることで、成長発達を考慮し

た食育支援を行うことが可能となる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
管理栄養士：発達段階、栄養状態に適した食事を提供し、多職種・患児に対して栄養教育

を実施し、アンケートを用いて評価する。 
調理師：発達段階を考慮した安全でおいしい食事を準備し提供する。 
保育士：疾患や治療方法、副作用を学び、発達に応じた食事、おやつの楽しみが継続でき

る環境を提案する。 
医師：診断・治療の過程で、食事内容の変更、食育行事への参加を許可する。 
看護師：発達段階や食行動を学び、病状、治療、栄養状態に応じた食支援を行う。 
臨床心理士：発達段階、精神状態にあわせた食支援のあり方を多職種と学び合う。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
現在、小児病棟で月に１回の「手作りおやつの日」を設けることで食育としての支援を行

っているが、小児病棟での食育を考慮したバイキング食を実施し、家族とともに食事をす

る機会を提供する計画である。 
栄養教育・セミナー実施（月１回）病院食の改善のため、関係者を交えた委員会（年２回）

の開催 
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＜評価指標＞ 
食事摂取状況、成長・発達評価 入院患児および保護者の満足度調査 
  
＜事業成果等の分析＞ 
・食事摂取状況 
通常の病院食の喫食量は変わらないが、バイキング食については全体的に概算ではあるが

約７割以上の摂取量となっている。 
・成長・発達評価 
バイキング食は２ヶ月に１度の実施であり身体的な面での発達には寄与しないが、食育セ

ミナーの実施により知識や社会性を高める点で寄与していると考える。 
各専門職種側も担当月毎に食育を実施することで食育に対する認識は高まると考える。 
 

 

  
 
・入院患児および保護者の満足度調査 
バイキング食実施後のアンケートでは満足度が高い回答を得ている。（回答を得たアンケー

トのほぼ１００％） 
 
 
小児病棟でのバイキング食の様子は、以下の「Ren02 小児病棟でわくわくバイキング体験」

を参照。 
  

 
・入院患児および保護者の満足度調査 
バイキング食実施後のアンケートでは満足度が高い回答を得ている。（回答を得たアンケー

トのほぼ１００％） 
 
 
小児病棟でのバイキング食の様子は、以下の「Ren02 小児病棟でわくわくバイキング体験」

を参照。 
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Ren02 小児病棟でわくわくバイキング体験★ 
こどもの食育支援チームをお手伝い 

 
こんにちは。レンです。 

今日は小児病棟へおじゃましました♪ 
今回の目的は…お昼のバイキングぅ  いっぱいたべちゃうぞ・・・じゃなかった、「こ

どもの食育支援チーム」をお手伝いするぞ！ 
 

筑波大学附属病院では家族と離れて入院生活を送っているこども達に、2010 年７月から

食教育を取り入れたバイキング食を提供しています。小児病棟と病態栄養部が協力して 2
か月に 1 度実施されています。患児が闘病生活に前向きに取り組む環境作りの一貫として、

食事内容や栄養教育により栄養状態を改善することを目標にしているんだって。 
治療中はお薬の副作用で食欲も下

がり気味。でもかわいいイラスト入り

の名札を貰ったら楽しくなるね。はい、

お母さんも名札を掛けましょう。 
おぼんを持って出発～ 
 
ぼくも名札をもらいました♥ 

  
この日のメニューは中華バイキングで～

す。 
みーんな大好きラーメン！ 
ウズラのたまご、チャーシュー、コーン

をトッピグしてから、スープを注ぎます。 
いつもは調理室に居る調理師さん達にも、この日だけは

病棟で会えるんだね！ ぼくは調理師さんにおねだりし

て、コーンをたっぷりトッピングしてもらっちゃった。う

っわ～い！ 
 
手作り餃子は、焼きたてを召し上がれ～。 
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まず地下にある調理室で蒸し

たあとに、バイキング会場で焼き

目をつけています。 
調理の手間をかけてもらって

いるお蔭で、こんがり焼きたてが

食べられます。 
ぼくほっぺが落ちそ～  )^o^( 

 

お野菜も食べようね♪ってお姉さん

に声をかけてもらったから…うぅ…頑

張って食べるよぉ＼(◎o◎)／！ 

 
管理栄養士のお姉さん達がつけている

お揃いのバンダナとエプロンは、スタッ

フのみなさんでデザインした手作りだそ

うです。 ステキだ～♥ 

優しくコーンを増量して

くれた調理師さん達とも記

念写真を撮らせてもらっち

ゃった。ラッキー(^O^)v 
ジャジャーーン♪ 
これが本日ぼくのいただ

くお昼ごはんです！ 
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【メニュー】 

中華ちまき、冷やしラーメン、餃子麻婆豆腐、八宝菜、ナムル、フルーツポンチ 
「いっただきまぁす(#^.^#)」 
 
こっちは、先生とお母さんたちが同じ食

卓を囲んでいる 1 コマ。 
こういう機会があると、みんなでゆっく

り話せるし、お母さんたちも少しリフレッ

シュできるね。 
みんなで食べると、楽しくておいしいね。

普段は食べられないものにもチャレンジし

ているよ。 

「通常と比較して、７割以上のこどもの食事摂

取量が増加しているのよ。」って、「こどもの食育

支援チーム」の川村さんが教えてくれました。 
 
そして最後は「食育教室」です。この日の担当

は管理栄養士の浅見さん。 
箱の中に入っている食べ物は何かな？ 

 クンクンクン♪ においを嗅いで考えます。 
答えは「メロン～」でした。赤肉でとっても大きいメ

ロンだぁ。ねぇねぇ、それクイズが終わった後どうするの？ ぼく食べたい食べたい～。 

ぼくも挑戦したけど、匂いだけで中身を当てるって結構難しかったよ。 
 
浅見さんから、「食事をするとき、食べ物は

どんな匂いがするのか嗅いでみてね。食欲が

増す効果があるのよ。」と教えてもらいました。 
なるほどなるほど。ぼくも次からよ～く匂いを嗅いでから

食べてみ～よぉっと！ きっと今よりもっとごは

んがおいしくなるね！ 
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≪チーム医療教育推進室にて≫ 

おいしいバイキング食をご馳走に…じゃなかった…お手伝いした後で、小児病棟の副看護師

長で、「こどもの食育支援チーム」の担当者でもある川村さんに色々教えてもらいました。 
 

レン：バイキング食はどうやって始まったのか教えてください。 
川村さん：化学療法を受けているこども達は、治療に伴う副作用、家族と離れて生活する

食事環境の変化により食事の摂食量が低下することが多いのです。そのため、長期入院生

活をおくるこどもの栄養管理に関わる専門職種は、栄養的側面のみにとどまらない、食事

環境の整備や、成長発達を見据えた食育支援を行うことが要求されます。 

2009 年 5 月頃より、骨髄抑制時の加熱食を栄養管理室とともに見直し改訂しましたが、

状況は改善しませんでした。試行錯誤の中で次に注目したのがおやつで、2009年 11月より

月に１回の「手作りおやつの会」を始めてみました。おいしいおやつだけではなく、家族

とともに、楽しい雰囲気の中で行えるように、会に遊びも取り入れました。さらに 2010年

3月から開始した NST回診で、その会への反応や次への要望を聞くことで、こどものたちと

のコミュニケーションも深まり、徐々におやつ

に対する関心が高まりました。またこのことで

病院食に対する意見も聞く機会も多くなって

いきました。 

そうした中で、病院食を選べるようにするこ

と、家族とともに食事ができること、病院スタ

ッフとともに食事をすることで、食事摂取量を

増やし楽しく社会性を高めることに繋げられ

ると考えて開始したのが、このバイキング食で

す。今は、「手作りおやつ」と「バイキング食」

を毎月 1度、交互に実施しています。 

 

レン：取組みをチーム医療 GP 事業に申請したのはどうしてですか？  
川村さん：この取組みにより食育を支援していくためには、ただ食事を変えることだけで

は不十分だと考えたのです。多職種がともに学び協力し合うことで、こどもたちへの支援

を一層向上させられると考え申請しました。いろいろな課題はありましたが、栄養管理室

との協力で実際にバイキング食を開始することができたので、どうやって協力したら良い

のか悩んでいる他のチームの何らかの参考になればとも思っています。 

 
レン：チームの取り組みで、こどもさんたちの様子は変わりましたか？  
川村さん：バイキング食の提供は、こどもたちの要望を受けて献立を考えるところから始め

るため、食事への関心の高さを感じています。「食育教室」でその時のメニューや季節に関
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係のある食についてこどもたちやご家族に伝えることで、食物や栄養について以前より知

識が高まっていると感じます。 

病状が深刻な患者さんのよろこびにつながっていることは、スタッフの励みにもなって

います。また、ご家族にとってもよい機会が提供できているようです。重症心身障害児の

ご家族にとっては、気分転換の場になっているようです。 

こうしたみんなで一緒に食卓を囲む「共食」は、今後食育を支援する重要ポイントにな

るのではないかと考えています。 

 

 
川村さん、「こどもの食育支援チーム」の皆さん、 

これからも頑張ってください！ 

 
今回の「レン君のおじゃましまーす」はこれにて終了です～。 
次回をお楽しみに！ 
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チーム 13【非がんに対する緩和ケアチーム】 
担当者（所属）：長岡 広香（緩和ケアセンター／総合診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
がん以外の疾患でも、苦痛を抱える患者は多いが、今まで緩和ケアの中心はがん患者であ

り、非がん患者は十分なケアを受けることができなかった。本チームを形成することで、

非がんの患者またはその家族に対して、疾病に伴う様々な苦痛をトータルペインの観点か

らアセスメントすることが可能となり、苦痛の軽減を行うことで、個々の患者が、疾病を

持ちながらも生活の質を保ちつつ闘病生活が送れるようになる。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 患者の様々な苦痛（身体的苦痛、社会的苦痛、精神的苦痛、スピリチュアルな苦痛）

に焦点をあて、症状コントロールし生活の質を高め、心身の安定を図ることで、治

療やケアに安心して臨めるようになり、患者や家族の満足度が向上する。 
 症状コントロールに難渋している患者や、精神的に不安や不穏のある患者に対し、

緩和ケアチームが介入することで、主治医や病棟スタッフの業務負担軽減やケアの

質の均てん化が期待される。 
 今まで介入することが難しかった、非がんの患者に対する終末期のケアに対しても、

すでにあるがん患者に対する緩和ケアチームと同様に、ケアの質の向上やエンドオ

ブライフケアに繋げることができる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
主治医：包括的にアセスメントし、症状コントロールの必要性や精神面、社会面、スピリ

チュアルな面など患者家族の介入の必要性を検討し、緩和ケアチームにコンサルテー

ションを行う。チーム介入後も情報共有を行い、アセスメントを継続して行う。 
緩和ケア医：症状コントロールやケアなどに関して提案を行う。意志決定支援、終末期の

ケアなども多面的に評価し、病棟スタッフへ提案する。 
看護師：病棟スタッフとチームの繋ぎ手となり、ケアの実際や患者との関わり方をアドバ

イスする。 
薬剤師：患者の症状にあわせ、服薬アドヒアランスを高めるように、薬剤調整やアドバイ

スを行う。副作用なども注意して観察する。 
臨床心理士：患者の心理面からアセスメントに基づき、医師と連携して心理支援を行う。 
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士：嚥下、呼吸器のリハビリ、動作の工夫についての

アドバイスを行う。 
管理栄養士：患者、家族に対して、食事を食べやすくバランスよくとってもらうための工

夫について、栄養指導を行う。 



140

MSW：他機関との連携や、社会的・経済的問題がある場合には、在宅ケアや介護サービス

など必要に応じて資源の紹介や導入を行う。退院調整も行う。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 主治医、当該病棟スタッフから依頼をうけ、コンサルテーションを行う。 
 月２回、非がんに対する緩和ケアチームにてカンファレンスを行い、経過報告、問

題点を明確にし、今後の治療目標や方針について話し合う。また、亡くなられた患

者へのケアの振り返りを行う。 
 がんに対する緩和ケアチームと同様に、院内緩和ケアマニュアルの作成、職員向け

研修会など院内の啓発活動も行う。 
 
＜評価指標＞ 

 患者満足度評価の実施 コンサルテーション数 
 主治医、病棟スタッフなどの医療者のチーム介入による満足度評価の実施 

  
＜事業成果等の分析＞ 
・非がんの患者に対する、緩和ケアチーム介入の数（初診患者数）は、以下の通り。 
   2010年度 16人 

   2011年度 15人 

   2012年度 20人 

   2013年度 14人（12月現在） 

依頼診療科は、代謝内分泌科、眼科、神経内科、腎臓内科、リウマチ膠原病科、整形外

科、皮膚科、循環器内科、形成外科とほぼ良性疾患をみるすべての科からのコンサルト

あり。 

 
・主治医、病棟スタッフなどへの、緩和ケアマニュアルの使用の仕方、薬剤についてなど

特に神経内科、脳外科、リウマチ膠原病内科とは、各診療科や病棟と勉強会も実施し、

講師の医師、師長、副師長にはご参加いただいた。 
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チーム 14【苦情・クレーム・暴力対応支援チーム】 
担当者（所属）：小田倉 富雄（病院総務部 医事課） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
患者の診療行為には、多職種の職員が係わっており、この中で不幸にして発生する苦情・

クレーム・暴力対応には、患者、医療関係者ともに多くの時間と労力及び精神的苦痛が伴

うことから、それぞれの対応行動を標準手順化し、情報の共有化と組織的対応をすること

で、医療サービスの向上と患者満足度及び職員満足度の向上を図る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 苦情・クレーム等の早期解決により、患者満足度及び医療の質が向上する。 
 個人ではなく、組織として苦情等に対応することで職員の精神的安定が得られる。 

 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
医師：各診療科の「患者の心の声に耳を傾ける委員会」構成員から選出する。主治医と連

携し、患者・家族に対して診療のインフォームド・コンセントを得る。病院職員が、

肉体的、精神的な被害を被った際、診療を行う。 
看護師：患者、家族の心理状態にきめ細やかに対応し、苦情・クレーム・暴力行為等の事

象を発見した場合は係部門への通報・応援要請を行う。 
防犯相談役：護身術講習会、防犯講習会等の開催。 
事務：医療費等に関する説明を行う。苦情・クレーム・暴力への対応マニュアルを作成す

る。 
社会福祉士：患者・家族等からの社会保険制度等に関する相談への対応。 
臨床心理士・カウンセラー：患者、家族、対応当事者のカウンセリングを行う。 
薬剤師：処方内容、効能・効果及び服用上の説明。 
顧問弁護士：悪質クレーマー等に対する対応の指導。裁判支援。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 チーム構成メンバーは、常置委員会の下部組織として設置される「患者の心の声に

耳を傾ける委員会」構成員の中から選出する。 
 暴力行為への対応マニュアル「苦情・クレーム・暴力への対応」を、現状に即した

ものに改訂し、職種ごとに標準手順を定める。 
 患者の苦情・クレーム・暴力行為が発生した場合、主治医、患者、対応当事者がチ

ームに協力を要請し、チームは手順書に従い速やかに対応する。 
 
＜評価指標＞ 
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・患者アンケート調査 
・患者インタビュー調査による患者満足度の評価 
・苦情・クレームの件数 
・自己評価、内部監査、第三者評価の実施による医療安全等及び職員満足度の評価 
・苦情・クレーム・暴力に遭遇した職員へのアンケート調査本教育プログラム受講者数 

 
＜事業成果等の分析＞ 
  (1) 患者満足度調査（隔年実施） 
   ①外来患者 
     平成 23 年 4 月 19 日、4 月 21 日          回収数 1089 
     平成 25 年 12 月実施       （TNP において実施、集計中） 
   ②入院患者                     
     平成 23 年 5 月 18 日～7 月 1 日                 回収数  408 
          平成 25 年 12 月実施        （TNP において実施、集計中） 
 
  (2) 職員満足度調査結果（隔年実施） 
   ○平成 23 年 4 月 20 日～5 月 11 日                回収数  804 
      ○平成 26 年 2 月実施予定                            (実施予定) 
 
  (3) 苦情・クレーム相談件数          （平成 20～24 年度実績） 
 
  (4) 暴言・暴力等に関するアンケート調査         回収数  1394 

（平成 20 年度実施；参考資料） 
 
 (5) 教育プログラム受講者数（暴言・暴力への対応について；小室） 
   ①平成 24 年度新人看護職員研修         約  80 名参加 
   ②平成 25 年度新人看護職員研修         約  80 名参加 
   ③平成 24 年度 医療安全事務研修         622 名参加 
   ④平成 24 年度護身術講習会・実技指導     約 100 名参加 
   ⑤平成 25 年度護身術講習会・実技指導     約 100 名参加 
 
＜事業成果等の分析＞ 
（上記の「評価指標」に基づく成果等の分析結果）） 
 
 (1) 患者満足度調査結果 
   ①外来患者       別紙Ⅰ参照 
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   ②入院患者       別紙Ⅱ参照 
 
 (2) 職員満足度調査結果   別紙Ⅲ参照 
 
 (3) 苦情・クレーム相談件数の推移（医事課把握分） 
               別紙Ⅳ参照 
 
  (4) 暴言・暴力等に関するアンケート調査結果 
               別紙Ⅴ参照 
 
 (5) まとめ 

   患者サービス委員会を中心に実施したアンケート調査により、患者・家族等から多

くの意見や要望を集積することができた。また、本院で働く職員に対する職員満足度

調査からも多くの意見や要望を聞くことができた。 
     これらは、関係する委員会や病院会議等に報告され、対応可能なものから順次改善さ

れている。また、「患者さんの声」については、各部門からの回答を My Web に掲載し、 
  本院職員の共通理解に努めた。 
   しかし、暴言・暴力等に関するアンケート調査結果（別紙Ⅴ）からも分かるように、

14%の職員が暴力を、33%の職員が暴言を受けたと回答している。 
   暴言、暴力等への対応手順については、本院として整備したものを My web や医療

系端末に掲載しているが、職員数が少なくなる夜間の病棟勤務者には、より一層の配

慮が必要である。 
   さらに、各種研修会等を通して、暴言・暴力への対応について、意識の高揚を図っ

たが、医師に対する研修の機会を持てなかったのは少し残念であった。今後は、レジ

デント採用時のオリエンテーション等を利用してもよいのではないか。 
   患者さんの来院目的は、「苦痛を軽減し、病気を治す」ことである。しかし、病院に

は病院のルールがあり、患者さんからの一方的な要求を受け入れることはできない。 
   患者・家族の要望等にどこまで寄り添い、どこまで快適な療養環境を相互理解の上

に提供できるか、さらに検討が必要である。 
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別紙Ⅰ

外来患者満足度調査結果

◇ 回答者の年齢 ◇ 回答者の性別

◇ 受診診療科

口腔外科 
肝・胆・膵外

科 
眼科 

眼形成眼窩

外科 
救急科 形成外科 血液内科 

3 1 22 3 5 36 19 

膠原病リウ

マチ内科 
呼吸器内科 産科 産婦人科 消化器外科 消化器内科 神経内科 

17 14 42 28 6 33 17 

小児科 小児外科 耳鼻咽喉科 循環器科 腎臓内科 精神科 整形外科 

3 2 32 22 6 6 27 

せぼねセン

ター 

総合診療内

科 

リハビリテ

ーション科 
大腸肛門科 手の外科 

てんかんセ

ンター 
内分泌内科 

3 12 2 7 2 3 16 

乳腺科 脳神経外科 
脳卒中診療

科 
泌尿器科 皮膚科 婦人科 

不妊内分泌

科 

13 9 12 29 17 23 1 

放射線科 放射線部 臨床検査部 
リハビリテ

ーション部 
その他  回答なし 

9 4 1 1 7  76 

◇ 職員の応対（言葉づかい・態度など）について

◇ 病気や治療、検査方法などの説明について
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別紙Ⅰ

外来患者満足度調査結果

◇ 回答者の年齢 ◇ 回答者の性別

◇ 受診診療科

口腔外科 
肝・胆・膵外

科 
眼科 

眼形成眼窩

外科 
救急科 形成外科 血液内科 

3 1 22 3 5 36 19 

膠原病リウ

マチ内科 
呼吸器内科 産科 産婦人科 消化器外科 消化器内科 神経内科 

17 14 42 28 6 33 17 

小児科 小児外科 耳鼻咽喉科 循環器科 腎臓内科 精神科 整形外科 

3 2 32 22 6 6 27 

せぼねセン

ター 

総合診療内

科 

リハビリテ

ーション科 
大腸肛門科 手の外科 

てんかんセ

ンター 
内分泌内科 

3 12 2 7 2 3 16 

乳腺科 脳神経外科 
脳卒中診療

科 
泌尿器科 皮膚科 婦人科 

不妊内分泌

科 

13 9 12 29 17 23 1 

放射線科 放射線部 臨床検査部 
リハビリテ

ーション部 
その他  回答なし 

9 4 1 1 7  76 

◇ 職員の応対（言葉づかい・態度など）について

◇ 病気や治療、検査方法などの説明について
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◇ 環境について

◇ 外来診療全般に関する総合的な評価をお聞かせください

◇ あなたの大切な人に当院を薦めたいと思いますか

別紙Ⅱ

 

入院患者満足度調査結果

◇ 回答者の年齢 ◇ 回答者の性別

◇ 入院病棟

A3病棟 A4病棟 A5病棟 A6病棟 A7病棟 A8病棟 

39 9 37 28 9 6 

13.98% 3.23% 13.26% 10.04% 3.23% 2.15% 

B3病棟 B4病棟 B5病棟 B6病棟 B7病棟 B8病棟 

19 46 18 13 2 21 

6.81% 16.49% 6.45% 4.66% 0.72% 7.53% 

C2病棟 C3病棟 C4病棟 ICH・HCU NICU・GCU 回答なし 

6 9 11 4 2 10 

2.15% 3.23% 3.94% 1.43% 0.72% 3.58% 
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◇ 環境について

◇ 外来診療全般に関する総合的な評価をお聞かせください

◇ あなたの大切な人に当院を薦めたいと思いますか

別紙Ⅱ

 

入院患者満足度調査結果

◇ 回答者の年齢 ◇ 回答者の性別

◇ 入院病棟

A3病棟 A4病棟 A5病棟 A6病棟 A7病棟 A8病棟 

39 9 37 28 9 6 

13.98% 3.23% 13.26% 10.04% 3.23% 2.15% 

B3病棟 B4病棟 B5病棟 B6病棟 B7病棟 B8病棟 

19 46 18 13 2 21 

6.81% 16.49% 6.45% 4.66% 0.72% 7.53% 

C2病棟 C3病棟 C4病棟 ICH・HCU NICU・GCU 回答なし 

6 9 11 4 2 10 

2.15% 3.23% 3.94% 1.43% 0.72% 3.58% 



148

◇ 職員の応対（言葉づかい・態度など）について

◇ 病気や治療、検査方法などの説明について

◇ 環境について

◇ 入院診療全般に関する総合的な評価をお聞かせください

◇ あなたの大切な人に当院を薦めたいと思いますか
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◇ 職員の応対（言葉づかい・態度など）について

◇ 病気や治療、検査方法などの説明について

◇ 環境について

◇ 入院診療全般に関する総合的な評価をお聞かせください

◇ あなたの大切な人に当院を薦めたいと思いますか
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別紙Ⅲ

平成２３年度 職員満足度調査（第一次集計）

患者の心の声に耳を傾ける委員会

平成２３年５月１６日

○実施日： 平成 年４月 日～ 月 日

○回答者プロファイル（回答総数８０４件）

－ 男女比

・男： 名（３３％）、女： 名（６６％）

－ 年齢構成

・２０代： ２７５（３４％）

・３０代： ２６１（３２％）

・４０代： １５６（１９％）

・５０代： ９７（１２％）

・６０代： ７（ １％）

－ 勤務年数

・１年未満：８１（１０％）

・１年以上２年未満：１１２（１４％）

・２年以上５年未満：２１１（２６％）

・５年以上１０年未満：１７４（２１％）

・１０年以上：２１６（２７％）

－ 職種

・事務職員：８３（１０％）

・看護師：４２７（５３％）

・医師：１５５（１９％）

・薬剤師：１２（１％）

・看護師・医師・薬剤師以外の医療識者：９５（１１％）

・その他：２０（２％）
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別紙Ⅲ

平成２３年度 職員満足度調査（第一次集計）

患者の心の声に耳を傾ける委員会

平成２３年５月１６日

○実施日： 平成 年４月 日～ 月 日

○回答者プロファイル（回答総数８０４件）

－ 男女比

・男： 名（３３％）、女： 名（６６％）

－ 年齢構成

・２０代： ２７５（３４％）

・３０代： ２６１（３２％）

・４０代： １５６（１９％）

・５０代： ９７（１２％）

・６０代： ７（ １％）

－ 勤務年数

・１年未満：８１（１０％）

・１年以上２年未満：１１２（１４％）

・２年以上５年未満：２１１（２６％）

・５年以上１０年未満：１７４（２１％）

・１０年以上：２１６（２７％）

－ 職種

・事務職員：８３（１０％）

・看護師：４２７（５３％）

・医師：１５５（１９％）

・薬剤師：１２（１％）

・看護師・医師・薬剤師以外の医療識者：９５（１１％）

・その他：２０（２％）

○あなたの今の職務は： 

 とても

満足 

やや 

満足 

どちら 

とも 

いえない

やや 

不満足

とても 

不満足 

無回答 

自分の能力にあっている 70 

 

 300  313   87   21   62 

  8%  37%   39%   10%    2%   7% 

やり甲斐を感じる  125  350  174   87   51   66 

  15%  44%   22%   11%    6%   7% 

患者さんから評価されてい

る 

  45  261  373   71   35   68 

   5%  33%  47%   9%    4%   7% 

社会から評価されている   42  245  377   81   41   67 

  5%  31%  47%  10%    5%   7% 

今後も今の職務を続けたい  125  262  222   90   90   64 

 15%  33%  28％  11%  11％  ７％ 

友人に勧めたい   33   93  331  156  173   67 

 ４％ 11%  42%  19%  22%   7% 

肉体的には楽である   21   90  205  252  221   64 

  2%  11%  25%  31%  28%   7% 

ストレスが多い  332  229  113   75   39   65 

 42%  29%  14%   9%   4%   7% 

 

○あなたの上司は： 

 とても

満足 

やや 

満足 

どちら 

とも 

いえない

やや 

不満足

とても 

不満足 

無回答 

相談しやすい  126  270  189  103   89   76 

 16%  34%  24%  13%  11%   8% 

業務の質をフィードバックする   75  261  257  104   80   76 

  9%  33% 33%  13%  10%   8% 

あなたを適切に評価している   76  245  324   80   49   79 

  9%  31%  41%  10%   6%   9% 

あなたに期待・評価を伝える   72  257  274  100   70   80 

  9%  33%  35%  12%   9%   9% 

チームの建設的な討議と協力

を促す 

77  260  255  112   70   79 

  9%  33%  32%  14%   9%   9% 
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あなた自身の能力開発を支援す

る 

  87  238  295   89   63   81 

 11%  30%  38%  11%   8%   9% 

職務遂行に相応しい権限を与え

る 

  78  268  281   87   60   79 

 10%  34%  36%  11%   7%   9% 

職務遂行に相応しい環境を与え

る 

  72  238  283  104   76   80 

  9%  30%  36%  13%   9%   9% 

他部門との連携調整に心を砕

く 

  91  244  278   96  62   82 

 11%  31%  36%  12%   8%   9% 

職員の安全・健康に配慮する  103  261  242   94   75   78 

 13%  33%  31%  12%   9%   9% 

上司として信頼できる  166  238  216   75   78   79 

 21%  30%  27%   9%  10%   9% 

 

○筑波大学病院について、あなたは： 

 とても

満足 

やや 

満足 

どちら 

とも 

いえない

やや 

不満足

とても 

不満足 

無回答 

病院の理念を知っている 68  357  182   82   84   80 

8%  46%  23%  10%  10%   9% 

病院は理念に沿って運営し

ていると思う 

29  216  362  103   63   80 

3%  27%  46%  13%   8%   9% 

病院の評判が気になる 93  278  250   87   65   80 

12%  35%  32%  11%   8%   9% 

患者として病院を利用した

い 

26  164  301  166  119   77 

3%  21%  38%  21%  15%   9% 

患者や友人に病院を薦めた

い 

32  177  316  154   94   80 

4%  22%  40%  19%  12%   9% 

 

○あなたは今、病院を辞めたいと思っていますか？ 

  － はい  ２８４（３６％） 

  － いいえ ４８８（６３％） 

  － 無回答  ８１（９％） 

 

○これまでを振り返って、あなたは「この病院で働いてよかった」と思いますか？ 

ー 非常に良かった ６２（８％） 
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ー 良かった ３４４（４４％）  

   ー どちらとも言えない ２７７（３５％） 

   ー 悪かった ６８（８％） 

   ー 非常に悪かった ２２（２％） 

 

○より働き甲斐のある病院になるために、何を改善すべきでしょう？ 下記リストから選ん

でください。 

   － 給与・手当の額と種類： ６０３（７８％）；福利厚生の種類と質：４２２（５５％） 

   － 雇用条件の質：３９２（５１％） 

   － 職員の業務成果を評価する仕組み：２５４（３３％） 

   － 職員の業務態度を評価する仕組み：２１２（２７％） 

   － 有益な情報・トレーニングを提供する仕組み：２７０（３５％） 

   － 職員同士の信頼と協力を促進する仕組み：３２１（４１％） 

   － 業務系 IT の利用環境：２２５（２９％） 

   － 病院理念の内容と質：７１（９％） 

   － 患者の期待に配慮して業務を改善する仕組み：３４６（４５％） 

   － 職員の期待に配慮して業務を改善する仕組み：４１３（５３％） 

 

○より働き甲斐のある病院になるために、何を改善すべきでしょう？（提案総数：90 件） 

   － 環境の改善 

   － 部下から信頼されるリーダーが必要だと思う 

   － 職員が受診する場合の配慮 

   － 優遇策を講じてほしい、能力のある管理者の起用 

   － インシデント報告数が、人事評価に用いられるのはおかしい 

   － 講師、教授の質の改善 

   － ワーク・ライフバランス（時間外勤務が少なく、休暇が取りやすいなど） 

   － 働かない人も同じ給与なのは納得がいかない 

   － 根性と因習によらない診療 

   － 無駄な会議の廃止、短縮や無駄な作業の削減 

   － 職員への連絡、資料配付の IT(ペーパーレス)化 

   － キャリアアップの支援態勢（進学のための推薦条件として、意欲よりも勤務年数

が重視されるのでは働き続けたいとは思えない） 

   － 看護の質 

   － 将来展望のあり方と伝え方 

   － 看護師の質の向上（管理者も含めて） 

   － 定時で帰りたい 
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   － 年休の消化。消化できない場合、お金に換算してほしい 

   － 多すぎる会議を減らす。物事の決定、実行までをスピーディーに行う 

   － コスト意識を高める 

   － 年休をすべて取得するという権利を認めること 

   － ４週８休だけでなく、祝日休も必ずほしい。年休も希望でとらせてほしい 

   － 十分な休養がとれる仕組み（年休がとれない、祝日が休めない） 

   － 勤務外の時間、超過勤務をすべて認めるべき 

   － 人的環境の改善 

   － 上司の評価 

   － 使用機器の安全性・操作性 

   － 上司の評価 

－ 職員がこの病院で働いてメリットとなることが少ない。職員であれば自身の診察

を受けた際の割引を実施すべきであり、他の病院では家族も対象になる。 

   － 子供がいても働きやすくなるような環境・人づくり 

   － 年休を消化できず、金額として上乗せもなく労基法に反している 

   － 能力に見合った役職、職位配置、待遇 

   － 年次休暇が５割以上、祝日がとれる環境にしてほしい 

   － 雇用時間と、実労働時間のギャップがあり過ぎることを改善すべき 

   － 長時間の勤務が体力的につらい、人員の割には仕事量が多い 

   － 看護体制改革（PPC 方式からの脱却等） 

   － 食事（食堂）の改善 

   － 研修での休みを有給へ 

   － 研修費負担。祝日休は他院ではとれる 

   － 育休取得の向上、勤務内での他院研修 

   － 祝日休を確実に欲しい 

－ 管理職しか祝日休がつかない上に、年休も取れない 

－ 年休消化させてほしい。研修費用の補助がない。無駄な業務が多い（チェックリ

ストやパソコン入力、点滴スタンドを病棟毎に交換） 

   － 薬剤師の病棟介入  

   － 継続教育 

   － 清掃員の接遇、業務態度の改善 

   － 年次有給休暇を取得できる環境 

   － 手続きや書類様式の簡素化 

   － 職務権限を与えたり、与えられたりする仕組み 

   － 食堂や売店に他業者を入れて競争させるべき 

   － 業務改善、助手さんをもっと増やし、清潔ケア等を積極的にやってもらわないと、
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看護師の負担が重過ぎる 

   － 職員の増員 

－ 教育方法や看護の一部のやり方が古く、今のスタンダードに合っていないことが

多々ある。また、電子カルテか紙カルテのどちらかに統一してほしい 

   － 数年ごとに勤務病棟を移動する 

   － 地域との連携 

   － 部下が上司を評価する仕組みを作るべき 

   － 部下の意見を取り入れる仕組み（院長へ意見を言える仕組み） 

   － 院内研修を増やす、看護技術の習得を早くできるよう中央の研修をしてほしい 

   － 異職種共同作業、人員配置の縦割り打破、管理者の権限と責任の明示 

   － 一般的な病院の常識と当院の違いをコメディカルが知ること 

   － 年次休暇がもらえないのに、夜勤回数が当たり前に８回以上なのは改善するべき 

   － 退職者、産休の人が出たら補充してほしい 

   － 当直室の清潔面 

   － 他病院に比べてシステム、安全、感染管理が古いので、改善希望 

   － 外部研修参加のサポートや推進を組織的に行ってほしい。資格を持ったスタッフ

が多くいることで、幅広く患者への適切な看護の提供ができるはず 

   － 責任の所在が分かる仕組み 

   － 皆さんが職場の仲間の悪口を言わない等、嫌がらせが起きないよう研修するなど 

   － 年休をある程度消化できる仕組み、会議の時間（18 時以降に会議を行うと子を持

つ親は大変） 

   － 無駄な会議の廃止、無駄な書類の統廃合、簡略化、研究時間の確保、現実的には

土日祝日も休めない労働環境の改善 

   － 事務職の地位の向上 

   － 各部門ごとに対応できる組織マネージャー等の配置（部門外の専門化がシステム

の問題点を評価する仕組み 

               

        

以 上 
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別紙Ⅳ

苦情・クレーム相談件数の推移 
２０１３．４．２３ 

医事課把握分 
 
年

度 

事 項 別 相 談 件 数  
計 

診療 
内容 

接

遇 
待ち 
時間 

事務 
手続 

院内 
環境 

その 
他 

（その他の事例）  

20 21 
(52%) 

5 
(12%) 

3 
(8%) 

2 
(5%) 

0 9 
(23%) 

ナースセンター内の連絡体制、予

約センターに電話が通じない、駐

車するまでに時間がかかる、患者

給食の改善・・・等 

40 

21 23 
(55%) 

6 
(14%) 

1 
(2%) 

4 
(10%) 

0 8 
(19%) 

家族への連絡体制、診療開始の遅

い医師、予約センターに電話が通

じない、医師の説明不足・・・等 

42 

22 18 
(37%) 

7 
(14%) 

2 
(4%) 

1 
(2%) 

2 
(4%) 

19 
(39%) 

手術記録の所在不明、車椅子専用

駐車場の管理、産科医療費が高い、 

本院医師への執拗な面会要求・・・

等 

49 

23 23 
(41%) 

6 
(11%) 

2 
(4%) 

5 
(9%) 

3 
(5%) 

17 
(30%) 

車椅子駐車場の管理、療養生活全

般、本院での再受診希望、看護師

に対する動画撮影、外国人患者へ

の対応、医師の説明不足・・・等 

56 

24 20 
(37%) 

6 
(11%) 

3 
(5%) 

3 
(5%) 

2 
(4 %) 

21 
(38%) 

カルテ開示の中に写真が含まれて

いない、32 年前の手術で使用した

血液製剤を知りたい、外来患者失

踪、本院医師の外勤先での態度が

悪い、製薬会社社員との通路上で

の衝突及び駐車場での逆走・・・等 

55 

 

別紙Ⅴ

暴言・暴力等に関するアンケート調査結果

まとめ

◇ 職員の１４％が暴力を、３３％が暴言を受けた。

◇ 暴力を加えた者は、患者８９％が最も多く次いで患者の家族４％、職員３％

だった。

◇ 暴言を加えた者は、患者５６％が最も多く次いで患者の家族２２％、職員

１９％だった。

◇ 暴力暴言を受けた場所は、病室、ナースステ－ションが多かった。暴言で

は、ほかに外来２３％が多かった。
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別紙Ⅳ

苦情・クレーム相談件数の推移 
２０１３．４．２３ 

医事課把握分 
 
年

度 

事 項 別 相 談 件 数  
計 

診療 
内容 

接

遇 
待ち 
時間 

事務 
手続 

院内 
環境 

その 
他 

（その他の事例）  

20 21 
(52%) 

5 
(12%) 

3 
(8%) 

2 
(5%) 

0 9 
(23%) 

ナースセンター内の連絡体制、予

約センターに電話が通じない、駐

車するまでに時間がかかる、患者

給食の改善・・・等 

40 

21 23 
(55%) 

6 
(14%) 

1 
(2%) 

4 
(10%) 

0 8 
(19%) 

家族への連絡体制、診療開始の遅

い医師、予約センターに電話が通

じない、医師の説明不足・・・等 

42 

22 18 
(37%) 

7 
(14%) 

2 
(4%) 

1 
(2%) 

2 
(4%) 

19 
(39%) 

手術記録の所在不明、車椅子専用

駐車場の管理、産科医療費が高い、 

本院医師への執拗な面会要求・・・

等 

49 

23 23 
(41%) 

6 
(11%) 

2 
(4%) 

5 
(9%) 

3 
(5%) 

17 
(30%) 

車椅子駐車場の管理、療養生活全

般、本院での再受診希望、看護師

に対する動画撮影、外国人患者へ

の対応、医師の説明不足・・・等 

56 

24 20 
(37%) 

6 
(11%) 

3 
(5%) 

3 
(5%) 

2 
(4 %) 

21 
(38%) 

カルテ開示の中に写真が含まれて

いない、32 年前の手術で使用した

血液製剤を知りたい、外来患者失

踪、本院医師の外勤先での態度が

悪い、製薬会社社員との通路上で

の衝突及び駐車場での逆走・・・等 

55 

 

別紙Ⅴ

暴言・暴力等に関するアンケート調査結果

まとめ

◇ 職員の１４％が暴力を、３３％が暴言を受けた。

◇ 暴力を加えた者は、患者８９％が最も多く次いで患者の家族４％、職員３％

だった。

◇ 暴言を加えた者は、患者５６％が最も多く次いで患者の家族２２％、職員

１９％だった。

◇ 暴力暴言を受けた場所は、病室、ナースステ－ションが多かった。暴言で

は、ほかに外来２３％が多かった。
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チーム 15【人材養成エキスパートチーム】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
「ヒトと業務プロセスをマネジメントする力量」を養成できるよう、人材養成エキスパー

トを養成と同時に、チームへの教育、標準の業務手順の策定など、チーム医療への支援・

寄与をチームで行動することで、横断的な課題・問題解決や、教育の浸透化を目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 医療チームの教育プログラムの開発、およびコーチング技能の標準化。 
 医療チームの標準業務手順の共同作成・標準化。 
 相互の切磋琢磨を介する、エキスパート各自の力量向上とエキスパート業務（医療

チームのコーチング）の質の向上。 
 ヒトおよび業務プロセスの無駄とバラツキを戦略的に管理できるよう、チームリー

ダーを導く。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 

1. エキスパートリソースの確保 
 人材養成エキスパート（9 人まで）の素養・力量・評価要件を策定する。 
 多職種から候補者を募り、要件に基づき候補者を評価・選定する。 
 選出された候補者を、専任者として病院が任命する。 

2. エキスパートを教育する 
 専任コーディネーターは、人材養成プログラム（多職種連携型教育１９～２

４）に則り業務エキスパートの教育を調整する。 
3. エキスパートの標準業務手順を策定する 

 エキスパートは、プロセス改善の手順（多職種連携型教育２０）に則り医療

チームの標準業務手順を策定する。 
 エキスパートは、人材養成プログラム（多職種連携型教育１９～２４）に則

り、医療チームのマスター教育プログラムを開発する。 
4. 多職種・専門チームの業務手順を標準化する 

 エキスパートは、本申請で記載する多職種・専門チーム医療の初期実施計画

を、医療チームの標準業務手順に照らして評価する。 
 エキスパートは、当該チームとの協議を経て初期実施計画を改定する。 
 エキスパートは、改定・更新された業務手順案を院内のプロセス管理委員会

に提議し、手順を標準化する。 



159

5. 多職種・専門チームの教育プログラムを開発する 
 エキスパートは、医療チームのマスター教育プログラムに則り、医療チーム

によるチーム教育プログラム（および視聴覚教材）の開発を支援する。 
6. 多職種・専門チームを教育する  

 エキスパートは、医療チームのマスター教育プログラムを用い、医療チーム

が選任する教育担当者を教育し育成する。 
 エキスパートは、チームの教育担当者によるメンバー教育を調整・支援する。 

 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
チームと職員がエキスパートチームに寄せる信頼の大きさは、エキスパート各自の素養、

とりわけ エキスパートの倫理水準（責任を果す、協力する、集中する、変革する、情熱

を持つ、方針を守る、成長を促す、良心に従う 等）の高さに依存する。エキスパートと

しての成長を左右するエキスパート各自の態度能力は、WEB 入力法を介し、チーム医療教

育推進室員、同僚エキスパート、エキスパートがトレーニングを提供する医療チーム、お

よび所属するプロセス管理委員会メンバー等（最低 10 名）による 360 度評価を定期的に（少

なくとも年１回）実施し、フィードバックする。専任コーディネーターは、必要に応じて

エキスパートの追加研修を調整・実施する。 
 
＜評価指標＞ 

 エキスパートは、院内のプロセス管理委員会の協力を得て、（評価指標あるいは能動

的アンケートを用いて）多職種・専門チームおよび既存の医療チームの成果を、同

一指標を用いて評価する。 
 専任コーディネーターは、全チームの評価結果を総合する。 
 エキスパートは、評価結果をもとに本申請プログラムの成果を評価する。 

 
＜事業成果等の分析＞ 
日 本 産 業 訓 練 協 会 に よ る TWI 「 仕 事 の 改 善 の 仕 方 」 を 基 に 医 療 版 と し て

TEAMS-BP(Training for Effective&efficient Action in Medical Service-Better Process-)
プログラムを作成した。2013 年 11 月 3 日にトライアルをかねて第 1 回目の講習を開催し

た。参加者は 4 名（医師：2 名、事務 2 名）であった。今回はより実際の医療現場に即した

内容であり、標準業務手順の策定や多職種・専門チームの業務手順の標準化に有用であっ

た。今後は TEAMS-BP の学内外での普及に努めていきたい。 
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チーム 16【放射線治療プロセス改善チーム】 
担当者（所属）：磯辺 智範（放射線治療品質管理室） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
ここ数年、放射線治療関連の医療事故が全国的に多発したことから、放射線治療の潜在的

危険性と放射線治療の安全管理体制を確立する必要性が認知され始めた。医療事故を防止

し、患者に良質の放射線治療を提供するためには、放射線照射装置と照射自体を管理する

必要がある。本院では、陽子線治療、定位放射線治療、強度変調放射線治療を提供してお

り、それらの業務を多部門（放射線腫瘍科・放射線部・看護部・陽子線医学利用研究セン

ター）の多職種職員（医師・看護師・診療放射線技師・放射線治療品質管理士・医学物理

士）が担当する。しかし、これまでは質向上を担当する組織横断的で独立した管理体制は

構築できていなかった。そこで、放射線治療に関する組織横断的・多職種組織として “放射

線治療品質管理室”を設置した（2010 年 12 月）。本事業では、放射線治療品質管理室を起

点とし、放射線治療に携わるスタッフが、チームとして放射線治療プロセスを改善するこ

との重要性について意識し、個人個人が改善のための知識と力量を磨き、最終的にはスタ

ッフ全員の共通認識のもとで互いに協力して放射線治療プロセスを改善することを目的と

する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 事業の教育プログラム（Training Within Industry：TWI、改善の手順など）を使

い、放射線治療チームが“業務の質改善”に有益な non-technical な技能を修得で

きる。 
 放射線治療の質が向上する。 
 医療事故の低減および防止につながる。 
 メンバーがプロセス改善の力量を備えることで、放射線治療の品質管理の指導者育

成にも貢献できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
医学物理士：放射線治療機器の質（リニアックなど放射線発生装置・器具の管理）、放射線

治療計画装置の質（3 次元治療計画装置などの管理）、放射線の質（指示線量の正確な

投与）をコントロールする。 
医師：エビデンスに基づく放射線治療の立案と標準的なプロトコルの作成。 
診療放射線技師：取り扱いが複雑な治療装置を的確に操作し、高い精度で放射線の照射を

実施する。 
看護師：治療中の患者の変化（身体的、心理的）を捉え、治療が円滑に実施できるように、

サポート。 
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＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
放射線量および装置の品質管理を専ら行う人員として、陽子線医学利用研究センターおよ

び X 線治療棟に医学物理士を新たに 1 名ずつ充填するが、医師・診療放射線技師・看護師

の人的配置を変更するものではない。 
 
＜評価指標＞ 

 放射線治療の品質管理に関する連絡会議および研修会などの実績 
 Quality Index による放射線治療の質の評価 
 診療報酬による経済的な評価 

 
＜事業成果等の分析＞ 
 放射線治療の品質管理に関する連絡会議および研修会などの実績 
2011 年度 4 月以降これまでに、放射線治療品質管理室定期連絡会を 11 回、また、放射

線治療品質管理委員会を 8 回開催し、放射線治療部門内の情報共有に努めた。 
 Quality Index による放射線治療の質の評価および診療報酬による経済的な評価 
今回、放射線治療の質を評価するための Quality Index として、以下に示す 3 種を選択し

た。 
1) 放射線治療実施患者数 
2) スタッフ数（放射線治療医、医学物理士等） 
3) 高精度放射線治療実施数（強度変調放射線治療および画像誘導放射線治療実施数） 
 

1) 放射線治療実施患者数について 

 
図 1  放射線治療部門における患者実人数の年次変化 
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  図 1 に X 線治療および陽子線治療を実施した患者実人数を示した。これらの人数は総数

であり、新患と再患の和である。患者実人数は 2011 年に比べ 2012 年で 2.5%、2013 年で

は 26.3%増加している。 
 
2) スタッフ数（放射線治療医、医学物理士等）について 
  放射線治療部門における専門職スタッフ数の年次変化を表 1 に示す。人数は各年 11 月末

でのものとした。 
 
                表 1  放射線治療専門医および医学物理士の資格者数の変化 

 2011 年 2012 年 2013 年 
放射線治療専門医 6 名 7 名 7 名 

医学物理士 9 名 9 名（1） 10 名（2） 
（  ）内は医学物理士レジデント数 

 
3) 高精度放射線治療実施数について 
   ここでは、Quality Index として高精度放射線治療を対象とした。図 2 に強度変調放射

線治療を実施した患者数を示した。 

 
図 2 強度変調放射線治療の実施患者数（年間） 

 
腫瘍への線量集中性を高め、周辺の正常臓器への線量付与を低減することができる強度

変調放射線治療は、治療実施前に物理的線量検証が必須であり、多くの時間とマンパワー

を要する。筑波大学附属病院では、2011 年度半ばより強度変調放射線治療の運用を開始し

たが、2012 年度以降実施患者数が増加しているのは、特筆すべき事項である。 
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図 3 に画像誘導放射線治療の年間実施件数の推移を示した。 

 
 図 3 画像誘導放射線治療の実施件数（年間） 

 
  画像誘導放射線治療は、毎回の治療時に正確な位置照合を行う高精度放射線治療法の

ひとつである。実施件数は 2011 年を基準とした場合、2012 年では 2.1 倍、2013 年では 2.7
倍に増加した。画像誘導放射線治療実施一件当たりの診療報酬は 300 点であり、2013 年は

本加算のみでおよそ 1700 万円の収入となる。 
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チーム 17【血管内治療チーム】 
担当者（所属）：中居 康展（脳神経外科診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
血管内治療は低侵襲医療として脳神経外科・循環器内科・放射線科の領域で、近年急速に

発展し普及してきた。血管内治療の対象病変は多岐にわたり、周術期管理もそれぞれ異な

るが、治療のアプローチが血管であることは共通している。そこで血管内治療に特有の管

理を共通して行う血管内治療チームの形成を企画した。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
血管内治療に共通した周術期管理、治療チーム運用の標準化。従来は対象病変によって異

なっていた、メディカルスタッフの業務の共通化が期待できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
医師： 
基本的には対象病変ごとに治療チームを形成することになるが、前処置など共通化が可能

な項目については、統一パスの作成を行って業務の標準化を図る。治療チームの教育を主

導し、教育プログラムの作成を行う。 
看護師・放射線技師・臨床工学技師： 
複数の治療チームと診療を行う必要があるため、他領域の手技についても知識を持つ必要

がある。治療チームで共通化された教育プログラムの開発を行うとともに、診療業務の標

準化を図る。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
基本的には対象病変毎にチームを運用するが、業務の標準化、教育システムの標準化に関

しては、運営委員会を設置して協議を行う。 
 
＜評価指標＞ 
診断・治療症例の件数、血管内治療に共通したパスの運用と運用結果の評価。 
  
＜事業成果等の分析＞ 

血管内治療チームでは、本事業の「血管造影シミュレーターを用いたメディカルスタッ

フの教育」プログラムなどの実施により、チームの質の向上と血管内治療の裾野を広げる

活動に取り組んだ（教育プログラム「多職種 17【血管造影シミュレーションを用いたメデ

ィカルスタッフの教育】」を参照）。本チームの特色として、院内だけでなく院外の医療関

係者や一般市民にもセミナー等を積極的に公開し、本院で培ったメディカルスタッフのた
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めの教育や、市民教育を進展させた点にある。 
血管内治療は、高度な専門的技術であるため、比較的規模が小さな医療機関等では指導

者の確保や研修の実施も難しい事情があり、本チームの活動が地域医療の発展に貢献でき

たことは大きな成果であった。今後も、院内外を問わず、血管内治療に特有の管理を共通

して行うチームの形成を推進したい。 
  

公開セミナー「コメディカルのための EP 教育セミナー」のポスター 

 
  

主催：筑波大学 地域貢献プロジェクト・『医療職および一般市民に対する 

新国際標準救急蘇生（ガイドライン 2010）教育体制強化の支援』 

共催：文部科学省大学改革推進事業・筑波大学「患者中心の医療を実践する人材養成の体系化」 

『血管内治療チーム』 

 

 
 

 

 

＊ EP：（心臓）電気生理学（(Cardiac） Electrophysiologｙ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメディカルのための 

ＥＰ＊教育セミナー

主催者から ～知識というクリスマスプレゼント～ 

不整脈、アブレーション、多くの方が苦手だと考えていると思います．僕等も皆さんと同じように苦手に思ってい
ました．だからこそ、どのように学べば理解が深まるのか、そして興味が沸くのかを考えながらレクチャーを進め
ていきます．不整脈の治療は多くの職種が協働して最高のパフォーマンスが得られる治療だと考えています．チー
ム医療が話題になっていますが、たくさんの職種が集まるだけではチームとは言えません．お互いに共有する知識
で繋がり、それにより、お互いを尊敬しあうことにより協働が生まれるのです．このレクチャーで得た知識が皆様
方を繋ぐコミュニケーションツールになってくれることを望みます．今回のレクチャーは初めて不整脈に接する方
にも解っていただけるようなレベルで行いたいと考えていますので、気兼ねなくご参加ください． 

クリスマス前の休日に一緒に勉強できることを楽しみにしています．                                              

開催案内 
 

日 時：平成 24 年 12 月 9 日㈰ 

9：00（開場）～17：00（閉場） 

対象者：EP に関心のあるｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 

（臨床工学技士、看護師 など） 

参加費：無料 
（定員 50 名・申込先着順） 

場 所：つくば国際会議場 
4 階 小会議室 405 

※ お申込みは、11 月 30 日（金）ま
でに以下にお知らせください。 

筑波大学附属病院 チーム医療教育推進室 
E-mail：team.iryo@un.tsukuba.ac.jp 
電話：029-853-3520 （担当：稲葉） 

プログラム 
企 画：縮 恭一（筑波大学附属病院 医療機器管理センター） 

梅津 努（筑波大学附属病院 看護部） 

9：00【開会挨拶】縮 恭一 

9：10～11：10   司会：縮 恭一・梅津 努 
【教育講演】「ＥＰにおける基礎知識」 

・基礎編-心臓の解剖と生理、心電図の基礎等 

・臨床編-EPS・ABL の基礎、電極カテーテル  
福井 久（日本光電工業株式会社・商品事業本部）

11：10～12：00 
  「心臓の解剖及び ABL を体験」 

12：00～13：00  休 憩 
＊昼食は各自でお願いします。(持込み可) 

13：00～15：00      司会：梅津 努 
【実践編】 縮 恭一  

「ＥＰハンズオントレーニング」 
・システムの説明 

・臨床症例の電位を理解（肺静脈隔離術）   

15：00～15：30 
【特別講演】     司会：縮 恭一・梅津 努 

「EP における最先端治療について」 
—医師と臨床工学技士との関わり—

青沼 和隆（筑波大学医学医療系教授(循環器内科)）

15：30 質疑応答・アンケート記入 

16：00 【閉会挨拶】梅津 努 
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平成 24 年度「公開セミナー『コメディカルのためのＥＰ教育セミナー』」の様子 
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チーム 18【造血幹細胞移植チーム】 
担当者（所属）：横山 泰久（血液内科診療グループ） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
化学療法による長期闘病生活のため様々な身体的・精神的問題を抱える患者に対し、移植

決定時からのトータルサポートを提供し、移植前後の医療の質の向上を図る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 移植前後におこる合併症や精神的ストレスに対し、各分野のエキスパートが専門的

に、より移植に特化して対処することが可能となる。 
 移植患者は同時に様々な身体的・精神的問題を抱えているため、情報を共有し、そ

れを各分野での対処に活かすことで、トータルサポートを実現することができる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
血液内科医：原疾患の治療方針の決定および実行、移植チームへのコンサルテーション 

移植コーディネーター：移植決定時からの患者のフォロー(今後の流れの説明、相談窓

口となるなど)、ドナーの選定に関わる事務 
看護師：入院中の身体的・精神的ケア、外来での生活のフォロー 
歯科衛生士：口腔内衛生状態の評価、ブラッシング指導 
臨床心理士：闘病生活の不安の軽減 
リハビリテーション部(医師・技師)：身体状況に応じたリハビリテーションの立案・実行 
薬剤師：大量抗癌剤や支持療法薬の管理、薬剤血中濃度測定 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 移植決定時にチームへのコンサルテーション→サポート開始 
 週 1 回のミーティング(入院中の全症例) 
 移植前の症例カンファランス 
 移植ハンドブックの作成 
 効果的リハビリテーションのプラン立案 

 
＜評価指標＞ 

 患者満足度の調査 
 リハビリテーション効果の評価(導入前との比較) 

 
＜事業成果等の分析＞ 
当院では 2012年 8月より理学療法士によるリハビリテーションによる介入を行ってきたが、
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当初は施行率が上がらず、筋力・ADL の維持が困難となる症例が多かった。問題点として、

理学療法士のみでは患者の体調不良時の対応が困難であったことなどが挙げられた。そこ

で、造血細胞移植チームにて再検討を行い、新たな連携・介入を行った。理学療法士から

看護師に対しリハビリテーションの実技講習会を行い、患者の体調の良いタイミングでの

リハビリテーション実施や、理学療法士が不在となる土曜・日曜の支援などを行った。ま

た、臨床心理士により WCCL コーピングスケールを用いたストレス対処行動スタイル評価

を行い、体調不良時の患者モチベーションの維持に役立てた。 
これらの結果、全期間においてリハビリテーション実施回数は増加した（1 週間あたり施行

日数 3.1 日 vs. 4.2 日）。特に、移植後生着までの期間での施行率が向上した（移植～生着ま

で、2.4 日 vs. 3.9 日）。看護師によるリハ支援により、さらにリハ施行率は上積みされ、特

に発熱時において、効果的であった（2.7 日 vs. 5.9 日[PT 介入 4.2 日、NS 介入 1.7 日]）。
また、生着後期間においても、有効であった（3.9 日 vs. 6.2 日 [PT 介入 4.4 日、NS 介入

1.8 日]）。これらの成果は、2013 年造血細胞移植学会において発表することができた。 
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4-2 役割分担 

 
役割 01【管理栄養士が中心となった患者の QOL 向上チーム】 

担当者（所属）：岩部 博子（病態栄養部 栄養管理室） 
 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
糖尿病や IBD（炎症性腸疾患）のように自宅での栄養管理が重要な疾患の患者、家族の病

気に関する理解を深めるための説明指導、病状に応じた生活環境を提案し、患者、家族の

QOL の向上を図る。特に、食事指導に関しては医師に代わり管理栄養士が中心となって、

家庭での栄養摂取状況の把握と解析を行い、その結果をもとにして食事内容、形態の改善

に対する提案を行い、患者の QOL の充実を図る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
個人個人の状況や理解の程度に応じた説明指導を受けることで、患者、家族が治療に積極

的に参加できる。 
入院中のみではなく、退院後も生活指導を継続して受けることで、長期にわたり安定した

療養生活を送ることができる。 
管理栄養士が中心となって活動することで、医師・看護師の業務削減と栄養指導の充実を

図ることができる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
管理栄養士： 
患者入院時に外来時の栄養摂取状況等の栄養管理上必要な情報を収集し、オーダーリング

上の栄養管理計画書に記載して、内容の情報共有化を図る。チームミーティング及び回診

に参加し、食事内容及び形態の提案を医師に行う。患者に対して栄養食事指導を実施する

（入院中 2 回程度）。 退院後も定期的（年 2 回程度）に栄養指導を継続する。該当患者が

他施設へ転院する場合、退院時栄養サマリーを発行し、入院中の提供食事内容、栄養管理

状況について情報提供、情報の共有化を図る。 
専門医： 
ハイリスク患者の状態を把握し、問題点に対しチームミーティング及び回診において報告。

治療、患者教育、投薬管理・運動指導を総括する。 
薬剤師： 
患者の状態に合わせた薬物療法を提案する。また、医師の同意・指示に基づいて処方・注

射・検査をオーダーするなど、医師のオーダー業務をサポートする。 
薬剤師： 
闘病生活の不安の軽減 
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リハビリテーションスタッフ： 
運動療法を実施する専門スタッフが、患者の状態に合わせた運動プログラムを提案する。 
臨床検査技師： 
NST 検査技師が、栄養管理に関わる検査データを提供し、チームをサポートする。 
ソーシャルワーカー： 
退院後の具体的支援について、患者および医療スタッフの理解を深める。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
入院中のみではなく、入院前、退院後もチームが関与することで、患者の治療成績の向上

が図れる。 
栄養管理士が食事内容を提案し、オーダーリングシステム上の栄養管理計画書、ノートへ

記載することで医師・看護師の業務の削減が図れる。 
 
＜評価指標＞ 
患者の検査値の改善、合併症発症率の低下、医療関係者へのアンケート調査 
  
＜事業成果等の分析＞ 

管理栄養士が中心となった患者の QOL 向上チームでは、院内で実施されている様々な治

療チームと協働することにより、患者さんの QOL 向上を目指した。日常的な病棟での食事

指導に関しては、管理栄養士が中心となって家庭での栄養摂取状況の把握と解析を行い、

その結果をもとにして食事内容、形態の改善に対する提案を行ってきた。退院後も、患者

さんや家族が主体的に適切な食事ができるよう、「IBD 患者さんのための食事療法教室」な

どを定期的に開催し、患者さんだけでなく多職種の医療スタッフが、患者さんの食・生活

支援について学ぶ機会を提供する活動を続けてきた（以下、「IBD（炎症性腸疾患）患者さ

ん向けの料理教室」開催報告参照）。 
「食」は、患者さんの QOL を大きく左右するファクターであるが、比較的規模が小さな

医療機関等ではこうした講習会等の実施も難しい事情があることから、本チームの活動は

地域医療の発展にも貢献できる活動であると考えている。今後も、メンバーの能力養成を

図りつつ、患者さんの QOL 向上のためにより効果的な活動ができるチームの形成を推進し

たい。 
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今回、料理教室を主催した筑波大学附属病院の「チーム IBD」は、IBD 患者さんのサポ

ートを目的に平成 22 年から活動しており、患者さんやご家族にさまざまな情報や知識を提

供しています。多職種から構成されていることが特徴の 1 つで、これまでも勉強会やお料

理教室を開き，参加者から好評を得ています。 
 

多職種スタッフで患者さんとご家族を支援！ 

今回の料理教室では、「チーム IBD」とチーム医療教

育「管理栄養士が中心となった患者の QOL 向上チーム」

がタッグを組みました。運営スタッフは、医師、看護師、

管理栄養士、調理師、社会福祉士と多面的なサポートが

行えるメンバー構成です。 
附属病院・消化器内科の鈴木英雄先生のミニレクチャ

ーで料理教室が開始されました。 

 
和気藹々の調理実習 
当日の献立は、豆腐ハンバーグ、棒々鶏風、鮭のムニエル、マグロカツ、ミモザサラダ、

ゆで野菜カレー風味、エビ団子のスープ、ヨーグルトムースと、栄養価と食味、彩りにも

配慮されたものでした。 

 

調理のデモンストレーションの様子と 

参加者への配布資料 

料理教室のプログラム 

♪ ミニレクチャー 
♪ 調理のデモンストレーションと実習 
♪ 栄養士による料理選択のアドバイス 
♪ 料理選びと試食・情報交換 
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管理栄養士と調理師によるデモンストレーションのあと、グループごとに割り当てられ

た献立の調理実習にはいりました。参加者によっては、初めての調理法もあったようです

が、みなさん真剣な中にも和気藹々とした雰囲気で実習が進みました。 
栄養士からの料理選択のアドバイスの後、３種類のパンと８種類の料理から自分が好き

なものを選んで、それぞれの体調にあった脂肪の量（7ｇ～10ｇ）を選択するようにしまし

た。 

 

パンは、種類によって脂肪の量がだいぶ違います。 

体調に合わせて、うまく選んくださいね。 

揚げ物もオーブンを使えば、 

ぐっと脂肪を押えられます。 

レパートリーが広がりますね。 

料理選択の演習では、 

栄養士さんが各参加者に 

きめ細かくアドバイス。 

心強いです♪ 

参加者の皆さんからは、 

「家に帰ってからの食事に役立ちました。」 

「同じ病気の方と情報交換ができてよかった。」 

などのご感想をいただきました。 

治療にも役立つおいしい食事のご紹介で、 

今回もとても好評な料理教室でした(^_^)v 
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役割 02【DPC 検証チーム】 
担当者（所属）：澤邊 康利（病院総務部 医事課） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
現在は、医師が DPC を決定しそれを医事課で検証して請求をしているが、職種間で連携し

た専門チームを作り、より精度の高い請求の実施を図る。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
DPC ソフトを導入し、医師主導によるシステム入力から事務主導によるシステム入力に変

更することにより医師の負担軽減を図れる。また、別途実施する教育プログラムにより、

担当職員の能力開発、職種間連携による多角的な視点開発により、DPC 請求の精度向上に

よる診療報酬請求の増収が期待できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
病院事務職員・診療情報管理士： 
DPC 教育プログラムの開発、DPC の変化に関する影響度調査、チーム支援、コーディング

に関する検証・検討 
メディカルクラーク： 
病棟における DPC 業務の支援 
医師： 
診療・診断内容の確認・検討 
上記職種で展開される DPC 検証チームにより、DPC に関する標準的な診断及び治療方法、

適切なコーディングを行う体制確保、DPC 導入の影響評価に関する調査等について審議・

検証を行い、必要に応じてその検証結果をフィードバック及びヒアリング等を実施し、DPC
に関する情報提供並びに教育指導を実施する。また、医師 に DPC の理解を深めるための

適切なコーディングに係る院内講習会等の開催や DPC に関する研修会等へ参加し、スキル

アップを図り病院経営への寄与を図る。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
DPC 対象病院には院内で標準的な診断及び治療方法の周知を徹底し適切なコーディングを

行う体制を確保するため、責任者を定め委員会を設置し、年 2 回以上の開催が求められて

いる。本検証チームは、この委員会の実働チームとして日常的に活動し、他職種間での連

携を図り、適切なコーディングを行う体制を推進するものである。 
 
＜評価指標＞ 
業務の負担軽減及び増収により成果の分析が行える。 
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＜事業成果等の分析＞ 
 

 
 
チームにより、適正なコーディングの結果、表のように増収が図れているが、 
適正なコーディングをしなければ、これだけの増収はなかったことになる。 
 
適正なコーディングを全員ができれば、この表の数字は０に近づくことになり、それが理

想ではあるが、現在では、適正なコーディングができているとは言い難いと判断できる。 
 
今後は、医師などへの勉強会など多職種を巻き込んでのチーム作りをしていくことにより、 
適正なコーディングが増えていくことを期待する。 
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役割 03【医療経済・制度サポートチーム】 
担当者（所属）：池田 一郎（病院総務部 経営管理課） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
我が国の医療経済は、国民皆保険制度を中心として変化が激しい。２年に一度の診療報酬

改訂などその変化は多大で複雑である。稼ぐことが目的ではなく、チーム医療の成果を正

しく医療経済に反映する、または、行為を正しく評価するには、支援チームが必要である。

事務職を中心とした支援チームを作り、成果が正しく反映され、チーム医療の喜びが増え

るよう支援をする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
マネジメントの支援により、よりチーム医療が患者、治療に集中できる。 
チーム医療における、推進が不十分、連携・改善やりにくいという声を解消する。 
変化に応じた新たなチーム編成を容易にする。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
事務職： 
診療報酬改定、DPC などの制度・経済の仕組みのフォロー、診療報酬が反映されるための

正しい行為のフォローアップ、チーム医療の経済的、医療的な分析。大学事務職員、診療

情報管理士など 
メディカルクラーク： 
診療記録の支援 
医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師など全医療職： 
診療現場の立場から現状についての情報を提供する。 
内容 
今回結成されるチームと連動して、正しい診療報酬の獲得、チームを推進するための医療

経済・制度についての知識の付与を実施する。 
院内において、事務主導のファンクショナルチームとして活動する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
医療制度を知ることは医療職にも必須である。しかし、膨大な変化を正しくとらえるには

限界がある。制度を翻訳し、正しく伝え、チームが成果を発揮し、経済、医療効果など正

しい評価を得る必要がある。支援することでよりチームに集中できる。 
⇒「役割分担 2【ＤＰＣ検証チーム】」と合同で活動 
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役割 04【薬剤師病棟常駐】 
担当者（所属）：本間 真人（薬剤部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
病棟スタッフ（医師、看護師）と病棟に常駐する薬剤師との連携により医薬品使用時の危

険性が高い病棟（小児病棟、手術室）における医薬品使用の適正化と薬物療法の安全性の

向上を図る。また、医薬品の効率的な管理により薬剤経費を軽減する。現在、集中治療室

において薬剤師の常駐を行っているがそれを小児病棟、手術室まで拡大する。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 薬剤師が病棟に常駐することにより、各病棟の適正かつ効率的な医薬品管理が実現

し、薬物療法の安全性が向上する。また、無駄な医薬品費の削減にも有効である。 
 病棟に常駐する薬剤師が抗がん剤の混合調製を実施することにより、計算ミスや調

製ミスによる不適切な投与の危険性を回避し、無駄な薬剤費の低減に貢献する。 
 病棟に常駐する薬剤師が、ハイリスク薬（抗菌剤、免疫抑制剤等）の処方設計や抗

がん剤の治療計画書の作成に参画し、薬物治療の適正化を図る。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
薬剤師： 
投与設計が難しい薬剤の処方提案や抗がん剤等の治療計画書の作成に参加する。病棟にお

ける薬剤の適正管理や抗がん剤の混合調製を実施する。また薬剤の使用方法や混合調製の

手技を研修医や看護師等へ教授する。 
医師： 
薬剤師が提案した処方設計や抗がん剤等の治療計画書を承認する。薬剤師が収集した患者

情報を有効に利用し処方設計に活用する。 
看護師： 
医薬品の管理や使用方法について理解を深め、注射薬の正確な混合技術を身につけ、安全

な薬物療法の実施に寄与する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
特殊な薬物療法やハイリスク薬を多用する病棟では、薬剤の適正管理や適正使用を監視す

る薬剤師の常駐が求められる。常駐する薬剤師には、各病棟の薬剤使用に精通した高い専

門知識と技術を身につけている必要があり、学会認定・専門薬剤師の資格を持った人材を

養成して配置する。 
 
＜評価指標＞ 



178

入院期間 治療費薬剤費 薬剤に関するインシデント件数 薬剤情報提供件数 
 
＜事業成果等の分析＞ 
事業成果等の分析 

事業名 役割 04【薬剤師病棟常駐プログラム】 

担当者 本間 真人（薬剤部） 

成果指標 ① 入院期間、治療費薬剤費、薬剤に関するインシデント件数 

  ② 薬剤情報提供件数 

【概要と実

施状況】 

① 

2008年度に ICUをパイロット病棟として開始した薬剤師の病棟常駐は、ニーズの高い小児

病棟に拡大し、さらに 2012 年度からは病棟薬剤業務を開始し、全病棟に展開した。これら

の業務評価（入院期間、治療費薬剤費、薬剤に関するインシデント件数）については病棟

常駐を全病棟に展開してからまだ間もない（1.5年）のため、十分でない。 

② 

薬剤情報提供件数（薬剤管理指導件数）:約 40％増加                   

病棟担当の薬剤師数を 7名前後から 20名前後まで段階的に増員し、サテライトファーマシ

ーを利用して薬剤師を病棟常駐させた。担当薬剤師には、病棟薬剤情報提供、注射薬のミ

キシング、服薬指導、持参薬チェック等の業務を展開させた。 

【総括・改善

策の検討】 

① 

本プログラム実施のための基盤整備に時間がかかり、成果指標の評価が十分にできなかっ

た。一方で、薬剤に関するインシデントの質（危険性）については薬剤師の病棟常駐に伴

う医師・看護師等とのコミュニケーションの向上に伴い改善されていくことが予想される 

② 

本プログラムにより、薬剤情報提供件数が大幅に増加した。薬剤師の病棟常駐に伴い、薬

剤師の専門性を生かすことで治療の質の向上にも寄与できていると思われる。この点につ

いては成果指標①と同様に薬剤師の病棟常駐後の評価を継続して行う必要がある。 

【到達度】 
①   B 

②   A 

到達度 A、B、Cの評価基準は次の通りとする。 

「到達度 A」：成果指標に対する到達が 80％と思われる場合 

「到達度 B」：成果指標に対する到達が 60-80％と思われる場合 

「到達度 C」：成果指標に対する到達が 60％未満と思われる場合 
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役割 05【ソーシャルワーカー病棟担当制による患者・家族への支援】 
担当者（所属）：塩崎 佳寿恵（医療連携患者相談センター）（25 年度） 

廣瀬 久子（地域医療連携・患者相談支援センター）（25 年度） 
岩田 直子（地域医療連携・患者相談支援センター）（23～24 年度） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
急性期の脳卒中治療においては、入院早期から患者・家族を含めた、退院後の療養の場や

治療方針に関する生活支援の視点が重要であり、医師はもちろん多職種の協働が求められ

る。現在、ソーシャルワーカーは中央部門に所属し多種多様な患者に対応しているが、医

療の専門化、高度化の中でそれぞれのソーシャルワーカーが複数の診療科の患者に同時に

対処することは困難になりつつある。そこで、本事業ではソーシャルワーカーを病棟に配

置することで、特定の診療科に関する専門的な知識を高め、先を予測した援助を展開し、

かつ、病棟スタッフと有機的な連携を図ることを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

 病棟担当ソーシャルワーカーが診断、治療過程に関して熟知していることにより早

期から退院を見越した援助を行うことができる。 
 病棟担当ソーシャルワーカー等が多職種連携の推進者となることで、病状、治療に

起因する生活課題を病棟内で共通認識するための機会の設定が容易になる。 
 病棟担当ソーシャルワーカー等が家族の来院日時を確認しカンファレンスを設定す

ることで、院内各職種の退院支援カンファレンスを定期的に開催することができる。 
 病棟担当ソーシャルワーカーがカンファレンスに参加することで、治療・療養に関

する患者の意思決定や治療への主体的参画に貢献できる。 
 病棟担当ソーシャルワーカーが存在していることで、患者・家族との情報交換が密

になり、求める社会資源の提供がタイムリーに行われる。 
 退院支援において、院内各職種や地域関連機関との連携がシームレスに移行できる

ようになることで、患者家族が安心して療養生活を送ることが可能となる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
ソーシャルワーカー（社会福祉士）： 
退院支援カンファレンスを開催。身体、心理社会的問題から患者の生活上の課題の早期把

握に努める。経済的問題に関しては、早期介入にて各種社会資源の活用を検討し各機関と

連絡調整を進める。地域関係機関との連携による、継続支援体制の確保とネットワーク構

築。 
医師： 
治療方針の決定。患者・家族・院内各職種・関連機関への症状に関する説明、カンファレ
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ンスへの参加 
看護師： 
看護・ケア、それに伴う指導、関係機関への看護サマリー作成 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 

 病棟担当制は最も退院後の社会的問題を抱えることの多い脳神経外科、神経内科病

棟で開始する。 
 多職種による退院支援カンファレンスを開催（週 1 回） 
 一週間分の入院患者退院支援リストを基に、退院支援患者の支援状況を病棟スタッ

フおよび多職種に周知する。 
 地域関係機関とのカンファレンスを積極的に開催する。 

 
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
関係機関との相互評価 
退院時における患者及び家族からの満足度評価 
看護師の退院支援に関する態度（行動）の向上 
 
＜事業成果等の分析＞ 
退院後に社会的問題を抱えることの多い２病棟（脳神経外科、神経内科病棟）で、ソーシ

ャルワーカー（以下 SW）の病棟担当制及び退院支援プログラムを開始し、現在、SW 担当

病棟は８病棟に拡大した。 
成果の検証指標として、院内関係機関との相互評価及び看護師の退院支援に関する態度

（行動）の向上を挙げていたが、アンケートの実施により看護師から客観的な回答が得ら

れている。特に、退院支援プログラムの導入に対し負担感はあるが必要性を感じている群

が 96％であったこと、看護観や意識に変化があった群が 67％であったことは一定の成果で

あるといえる（以下「つくば退院支援調整プログラムに関するアンケート集計結果」参照）。

また、SW 自身も病棟担当や定期的なカンファレンス参加により、特定の診療科に特化した

専門知識の向上及び他職種と良好な連携を築く技術の獲得に至った。 
さらに、多職種による退院支援カンファレンスが業務上定着し拡大したことは、チーム医

療による実践の意義を各職種が実感した結果でもあり、本推進事業の目標に沿ったチーム

活動が展開できたといえる。 
今後は、アンケートの回答から得られた、病棟看護師が負担に感じている部分（患者家族

の意向確認及び意志決定サポート、退院支援カンファレンスのファシリテート、スタッフ

への教育など）へのサポートを充実させることで有効な退院支援を展開していくと共に、

患者家族からの満足度調査による質の評価・向上を目指していく。 
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つくば退院支援調整プログラムに関するアンケート集計結果 

 

１．あなたは看護師長ですか、リンクナースですか？ 

 

 

２．退院支援に関する業務を行なう時間帯は、主にどの時間帯が多いですか？ 

 

 

３．退院支援調整プログラムが導入となったことで、負担感がありますか？ 

 

看護師長  

33% 

リンクナー

ス 

67% 

主に勤務時間

内 

17% 

主に勤務時

間外 

71% 

日によって異

なる 

12% 

ある 

0% 

ない 

4% 

負担感はある

が必要性は感

じている 

96% 

その他 

0% 
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４．３．で“負担感がある”または、“負担感はあるが必要性は感じている”と答えた方にお尋

ねします。 

どの業務が負担と感じていますか？ 特に大変だと思うもの３つを選んでください。 

 

  

５．退院支援に関してあなた自身やあなたの病棟ではどの位できていると思いますか？ 

 

 

６．退院支援を行うプロセスの中で、あなたの病棟の現状として不足している、または不充分だ

と思うもの 

入院時スクリーニング 
アセスメントシート記載 

退院支援計画書記載 
家族関係・生活環境等の情報収集 

患者・家族の意向確認 
患者・家族の意志決定のサポート 

退院支援が必要な患者の把握 
カンファレンスリスト入力 

退院支援カンファレンス 
退院支援看護計画立案 

患者・家族への教育指導 
病棟スタッフへの退院支援に関する教育 

他職種との連携 
退院前カンファレンス（院外関係者との） 

地域担当者との連携 
その他（リンクナースの負担） 

よくできてい

る 

まあまあでき

ている 

できている あまりできて

いない 

できていない 

病棟全体 

個人 
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４．３．で“負担感がある”または、“負担感はあるが必要性は感じている”と答えた方にお尋

ねします。 

どの業務が負担と感じていますか？ 特に大変だと思うもの３つを選んでください。 

 

  

５．退院支援に関してあなた自身やあなたの病棟ではどの位できていると思いますか？ 

 

 

６．退院支援を行うプロセスの中で、あなたの病棟の現状として不足している、または不充分だ

と思うもの 

入院時スクリーニング 
アセスメントシート記載 

退院支援計画書記載 
家族関係・生活環境等の情報収集 

患者・家族の意向確認 
患者・家族の意志決定のサポート 

退院支援が必要な患者の把握 
カンファレンスリスト入力 

退院支援カンファレンス 
退院支援看護計画立案 

患者・家族への教育指導 
病棟スタッフへの退院支援に関する教育 

他職種との連携 
退院前カンファレンス（院外関係者との） 

地域担当者との連携 
その他（リンクナースの負担） 

よくできてい

る 

まあまあでき

ている 

できている あまりできて

いない 

できていない 

病棟全体 

個人 

 

コメント：退院支援 看護計画 情報収集のスタッフ内での共有（必要な情報についてスタッフ

がわかっていない） 

 

７．退院支援調整プログラムを行うことで、どのような効果が期待できると思いますか？上位 3

つを選んでください。 

 

・コメント：退院に向けた看護の目標ができる 

 

８．退院支援プログラムを導入したことで、あなたの看護観や意識に変化はありましたか？ 

 

患者・家族の意向の確認 

療養場所の選定 

患者・家族の意志決定支援 

退院後のイメージを持つ事 

治療方針と今後の見通しがある事 

患者・家族への教育指導 

MSWへの依頼時期が適切である事 

院内の他職種との連携 

外来看護師との連携 

地域担当者との連携 

患者のQOL向上 

在院日数の短縮化 

病床稼働率の向上 

自分自身の専門性の向上 

病棟スタッフの在宅療養への関心 

退院支援に関する看護の質の向上 

多職種との連携向上 

地域との連携 

無回答 
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９．８．で“変わった”と答えた方にお聞きします。 それはどのような変化ですか？ 

・患者さまが希望する退院後の生活を以前よりもより一緒に考えるように努力するようになった。 

・患者の退院後の生活を深く考えるようになった。 

・患者さんの今後の生活を知ろうとする（興味を持つ）意識が一層高まった。 

・患者の退院後の生活を考え情報をとるようにスタッフへ声掛けしたり、医師へ方針を確認した

り家族へ声掛けする機会が増えた。 

・退院に対して病状の経過について気になって仕事するようになった。 

・入院時に退院後の生活をイメージしながら、又治療の方向性を考えながらアセスメントするよ

うになった。 

・より入院は患者さんの人生の一部でしかないことを意識するようになった。 

・在宅療養への関心・退院支援に関する看護の質の向上・退院に向けた看護目標の立案の意識や

知識向上に繋がった 

・在宅療養に対する視点を常にもって関われるようになった 

・在宅療養への関心が深くなり、地域サービス内容についての知識 

・退院支援を入院中早めに考えることが患者さんにとっての生活のサポートとして大切 

・患者さんの退院（後の方針）を早めに考える 

・退院後の生活を早めにイメージするように意識が変わった。 

・早期に進めることが重要だとより感じるようになった 

・入院時から退院後はどんな支援が必要か考えるようになった。    

・退院支援について責任感を抱き、患者や家族、他職種との連携やコミュニケーションをより強

く行うようになった。                            

 

１０．退院支援プログラムを導入したことで他職種との関係性は変わりましたか？ 

   

変わった

67%

どちらともいえ

ない

33%

変わらない

0%

 

コメント：退院支援 看護計画 情報収集のスタッフ内での共有（必要な情報についてスタッフ

がわかっていない） 

 

７．退院支援調整プログラムを行うことで、どのような効果が期待できると思いますか？上位 3

つを選んでください。 

 

・コメント：退院に向けた看護の目標ができる 

 

８．退院支援プログラムを導入したことで、あなたの看護観や意識に変化はありましたか？ 

 

患者・家族の意向の確認 

療養場所の選定 

患者・家族の意志決定支援 

退院後のイメージを持つ事 

治療方針と今後の見通しがある事 

患者・家族への教育指導 

MSWへの依頼時期が適切である事 

院内の他職種との連携 

外来看護師との連携 

地域担当者との連携 

患者のQOL向上 

在院日数の短縮化 

病床稼働率の向上 

自分自身の専門性の向上 

病棟スタッフの在宅療養への関心 

退院支援に関する看護の質の向上 

多職種との連携向上 

地域との連携 

無回答 
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９．８．で“変わった”と答えた方にお聞きします。 それはどのような変化ですか？ 

・患者さまが希望する退院後の生活を以前よりもより一緒に考えるように努力するようになった。 

・患者の退院後の生活を深く考えるようになった。 

・患者さんの今後の生活を知ろうとする（興味を持つ）意識が一層高まった。 

・患者の退院後の生活を考え情報をとるようにスタッフへ声掛けしたり、医師へ方針を確認した

り家族へ声掛けする機会が増えた。 

・退院に対して病状の経過について気になって仕事するようになった。 

・入院時に退院後の生活をイメージしながら、又治療の方向性を考えながらアセスメントするよ

うになった。 

・より入院は患者さんの人生の一部でしかないことを意識するようになった。 

・在宅療養への関心・退院支援に関する看護の質の向上・退院に向けた看護目標の立案の意識や

知識向上に繋がった 

・在宅療養に対する視点を常にもって関われるようになった 

・在宅療養への関心が深くなり、地域サービス内容についての知識 

・退院支援を入院中早めに考えることが患者さんにとっての生活のサポートとして大切 

・患者さんの退院（後の方針）を早めに考える 

・退院後の生活を早めにイメージするように意識が変わった。 

・早期に進めることが重要だとより感じるようになった 

・入院時から退院後はどんな支援が必要か考えるようになった。    

・退院支援について責任感を抱き、患者や家族、他職種との連携やコミュニケーションをより強

く行うようになった。                            

 

１０．退院支援プログラムを導入したことで他職種との関係性は変わりましたか？ 

   

変わった

67%

どちらともいえ

ない

33%

変わらない

0%

 

 

１１．今後、退院支援に関する看護の質を上げるためには何が必要だと思いますか？ 

【リンクナース・スタッフの教育に関すること】 

・継続すること 

・病棟スタッフ個人の意識向上が必要 

・スタッフ一人ひとりの意識を高めていくこと 

・看護師個々の理解を深め、経験を積んでいく事。病棟全体で情報を共有し、カンファレンスな

ど意見交換を行っていくこと 

・リンクナースを中心としてスタッフ全員が積極的にカンファレンスに参加したり、ファイルを

確認することで病棟全体で取り組んでいくこと 

・リンクナースの教育 

・個人の意識付けが必要。とりあえず行っている印象が強い。 

・スタッフ全員が退院支援に意識を高めていく必要がある。方法はわかりませんが・・。 

・病棟スタッフの退院支援に関する意識の向上。日々業務の忙しさが減ればプライマリーの活動

ができるのでは。 

・入院中から退院後の生活を見据えて関わりをもっていく、情報を取っていく。 

・患者・家族とのコミュニケーション・情報収集 

・アナムネ時から退院後に向けて考えること 

・病棟ナースの教育、勉強会、興味を持ってもらうこと 

【多職種連携に関すること】 

・医師との連携。カンファレンスを行なっていても退院支援についての医師の理解が足りないな

と感じることがある。 

・退院支援調整が入院時から必要だと意識をあげていくこと 

・すべての診療グループの退院支援カンファレンスの実施。そのカンファ後にライフプランシー

トを渡すようにする 

医師 リハビリセラ

■悪くなった

■変わらない

■良くなった

ピスト

緩和ケアチー

ム

外来看護師ＭＳＷ 
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・情報の共有（病状の経過、今後の見通し、家族背景） 

【退院支援に関する社会福祉制度・サービスに関すること】 

・地域サービスの内容・介護保険の知識を得る 

・地域連携、介護保険サービスについての知識 

・サービスについての知識 

・地域サービス、保険システムについての知識 

【その他】 

・御褒美、給与アップ 

 

１２．今後患者相談支援室にどのようなことを望みますか？（期待・意見・要望） 

【カンファレンスのファシリテーション・アドバイスに関すること】 

・病棟で出来る範囲で努力している初期の段階なので（医師、看護師、時々SW）ご指導よろしく

お願いします。 

・一緒に参加して頂き、今行なっている退院支援カンファレンスが妥当かどうか評価していただ

きたい 

・カンファレンスでのファシリテーション。医師・看護師間に入って話の流れを作ってほしい。

医師への退院支援の役割についての情報提供と共有 

・情報共有する上で、必要ポイントのアドバイスをカンファ中に行なってほしい 

・情報交換方法の検討と確立 

・病棟 NS の病棟での動き（何を望んでいて何をしてほしいか？どんな情報収集をしておいてほ

しいか等）の提示 

【勉強会に関すること】 

・社会制度、退院支援についての勉強会の実施。 

【患者相談支援室介入患者に関すること】 

・支援室対応になった患者さんの進行状況をわかればいいと思う。面談日がいつなのか、等直接

支援室から帰宅されると状況がよくわからない。 

【体制について】 

・週末や夜間しか家族が来院できない場合の相談について。 

・患者さん、家族が外来に来た時に 5分 10 分でも相談に立ち寄れるような場所であってほしい。 

・病棟に常にいる日を設けてほしい。 

・ちょくちょく病棟に来てほしい。看護師はまだまだ知識が乏しいのでサポートしていただける

と嬉しいです。（今も十分サポートしてもらっていますが） 

・まめにきて指導してください 

・色々と今後も相談にのってください。 

・今後もよろしくお願いします。 

・現状で OK 
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・現状よくしてくれています。 

・とても助かっています。 

 

１３．退院支援に関して今後どのような研修があればあなたの看護に役に立つと思いますか？ 

【事例に関すること】 

・個別性が高く、多様性に富んだものであると思うので事例の発表は有効であると思うし興味が

ある。 

・事例の紹介。 

・実施に行った例を教えてほしい。 

・退院支援の事例を通して、そういう関わりが必要なのか指針を示し、個人の気づきとなるよう

な研修 

【地域連携に関すること】 

・先日の研修（ケアマネ、訪問看護、在宅医、薬剤師の方々の話）とても充実していました。今

後も楽しみにしています。 

・地域連携 

【利用できる社会資源・社会福祉制度に関すること】 

・診療報酬についてや地域の病院・施設等の特色。 

・サービスについて。介護保険制度をわかりやすく教えてもらいたい。介護認定の基準表など 

・介護保険、身体障碍者手帳、特定疾患などの制度についての勉強会。詳しい自治体のサービス

の内容を知りたい。例えば宅配食事、生協など。 

・社会資源（法律・必要条件）などを教えてほしい。（たとえば、社会資源を受けるためには・・・

など）。   

 
  



188

役割 06【臨床検査技師を中心とした、患者満足度の高い臨床検査推進チーム】 
担当者（所属）：南木 融（検査部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
近年の医療の高度化、専門化、多様化に対応するためには、臨床検査技師の技術・知識の

向上が必要不可欠である。臨床検査技師が各種認定資格を取得し、高度な技術と知識を習

得することで、今まで医師・看護師が行っていた検査業務の代行が可能になり、医師・看

護師の業務削減が行える。また、患者が臨床検査を受ける際、きめ細やかな説明、高水準

の検査を行うことが出来るようになり、患者満足度の高い医療を提供することができる。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 

1. 認定検査技師（超音波検査師・排尿機能検査師・POCT コーディネータ認定・二級

臨床病理技術士資格・認定臨床微生物検査技師制度・血管診療技師認定試験）を育

成することで、医師・看護師の業務削減を行う。 
2. 医師、看護師に代わり、臨床検査技師がベッドサイド検査を行うことで医師や看護

師の業務削減につながる。 
3. 認定検査技師を中心として、臨床検査部に「検査相談室」を設置し、医師・看護師・

他医療スタッフ・事務職からの臨床検査や、検体検査情報（検体の採取・保存方法

など）に関する問い合わせに対応する。このことにより、患者への適切で質の高い

検査が可能になるとともに、インシデント発生防止が期待できる。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
臨床検査技師： 
検査相談室の運営を行う。検査情報を医療関係者、患者に提供する。臨床検査を実施する。 
医師： 
循環器科・感染症科・泌尿器科・血液内科・代謝内科・消化器科よりチーム員を選抜する。

検査技師に対し、診断・治療における検査情報の提供及び検査に関する技術指導を行う。 
看護師： 
外来勤務者から選抜する。患者情報の提供を行う。 
臨床医療管理部： 
インシデント情報及びインシデント防止に関する教育指導を行う。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
筑波大学附属病院検査部と附属病院と産学連携事業として運用している「つくば臨床検査

教育研究センター」と共同で運営を行う。月１回会議を開催し、情報の共有化及び業務の

進捗状況の確認を行う。また、問題点・改善点について整理する。 
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＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 

 認定検査技師の増加数。・医師、看護師、患者に対する満足度調査を実施する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
以下の通り、様々な認定検査技師の増加という成果が出た。 

認定臨床染色体遺伝子検査師：3 名 
認定血液検査技師：1 名 
認定輸血検査技師：1 名 
認定一般検査技師：1 名 
排尿機能検査士：2 名 
日本心エコー図学会認定専門技師：1 名 
血管診療技師：3 名 
超音波検査士：6 名 
ACLS ケアプロバイダー：1 名 
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役割 07【放射線画像の質の向上推進チーム】 
担当者（所属）：横田 浩（放射線部） 

 
＜チームを形成（役割分担を実施）する目的＞ 
放射線画像の出力方法は日々進歩し、患者の疾患、状態により撮影条件と画質調整を適切

にすることで、画像情報の質は劇的に向上する。放射線技師が中心となって、医師にかわ

り放射線画像の撮影条件を提案、調整することにより、放射線画像の質を向上させ、患者

の診断率を高め、医師の読影の負担を軽減することを目的とする。 
 
＜チーム（役割分担）によって得られる効果＞ 
少ない撮影線量で、より情報量の多い放射線画像を提供する事で、他検査の機会を減らす

ことができ、患者の被ばく線量を軽減することが出来る。 
放射線技師がチームの中心となって、医師にかわり放射線画像の撮影条件を提案、調整す

ることにより、医師業務を削減することが出来る。 
 
＜関係する職種とチーム（役割分担）における役割・仕事内容＞ 
よりよい X 線画像を提供するために、以下のメンバーでチームを形成し、それぞれの専門

分野の知識を提供しあい、お互いの専門知識の理解を深める。 
診療放射線技師： 
より良い放射線画像の撮影条件を提案する。 
放射線診断医： 
放射線技師に対して、放射線診断に関する講習会を実施する。 
臨床工学技士： 
医療機器の操作方法や管理に関する知識を提供する。 
看護師： 
医師と協力し、患者に対して放射線検査についての説明を行う。 
理学療法士： 
身体障害者の動作介助等の技術を提供する。 
 
＜チーム（役割分担）の運営に関する特記事項＞ 
放射線技師が中心となって、放射線診断医と相談しながらチームを運営する。 
 
＜評価指標＞ 
患者の平均被ばく量の軽減、診断率の向上 
 
＜事業成果等の分析＞ 
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放射線画像の撮影方式が、アナログ画像からデジタル画像になり、撮影条件の設定が曖昧

になる事により患者被ばく線量の増加が懸念されているが、本チームの活動により本院で

は、放射線技師が適正な撮影条件を設定する事により、患者被ばく線量の適正化と画像情

報の質を向上出来たと考えます（参加状況等詳細は、「３．3-3 各チーム・役割分担の実績

報告」参照）。 
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  ５. 各教育プログラムの内容と 

事業成果等の評価  
 

5-1 ユニット 1：多職種連携型教育（医療人としての基本能力） 

 
多職種 01【診療における円滑・親切・安心プログラム】 

担当者（所属）：小田倉 富雄（病院総務部 医事課） 
 

＜教育プログラムの目的・効果＞ 
患者の診療行為には、多職種職員が係わっており、この中で不幸にして発生する苦情・ク

レーム・暴力対応には、患者、医療関係者ともに多くの時間と労力及び精神的苦痛が伴う。

院内講習会を企画・実施し、全病院職員のインフォームド・コンセント、接遇、コミュニ

ケーション能力、護身術・防犯に関する知識の向上を行うことで、苦情・クレーム・暴力

の発生を未然に防いだり、早期解決に導くことを目標とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
インフォームド・コンセント、接遇、コミュニケーション、護身術・防犯講習会等の専門

研修を実施し、全職員の参加を義務付ける。 
 履修期間：1 年間（毎年繰り返し履修） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
当院の防犯相談役、顧問弁護士、企業のクレーム担当者、大学教員等研究者、対人関係教

育機関、弁護士（暴言・暴力等に対応するための知識を法的根拠に基づく講演）、現職また

は退職警察官（まる暴担当刑事・生活安全課刑事等）などの、内部および外部機関講師を

活用し、院内教育講演会を開催する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
「苦情・クレーム・暴力対応支援チーム」構成員が中心となり、病院職員としての心構え、

会話術、対応場所、相手との距離・角度等について、院内教育プログラムを整備する。採

用時オリエンテーションや職員の安全講習会等、全職員が参加する講習会に合わせて教育

講演会を実施する。  
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 100 名、看護師 160 名、薬剤師 20 名、臨床心理士 5 名、検査技師 20 名、社会福祉士
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  ５. 各教育プログラムの内容と 

事業成果等の評価  
 

5-1 ユニット 1：多職種連携型教育（医療人としての基本能力） 

 
多職種 01【診療における円滑・親切・安心プログラム】 

担当者（所属）：小田倉 富雄（病院総務部 医事課） 
 

＜教育プログラムの目的・効果＞ 
患者の診療行為には、多職種職員が係わっており、この中で不幸にして発生する苦情・ク

レーム・暴力対応には、患者、医療関係者ともに多くの時間と労力及び精神的苦痛が伴う。

院内講習会を企画・実施し、全病院職員のインフォームド・コンセント、接遇、コミュニ

ケーション能力、護身術・防犯に関する知識の向上を行うことで、苦情・クレーム・暴力

の発生を未然に防いだり、早期解決に導くことを目標とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
インフォームド・コンセント、接遇、コミュニケーション、護身術・防犯講習会等の専門

研修を実施し、全職員の参加を義務付ける。 
 履修期間：1 年間（毎年繰り返し履修） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
当院の防犯相談役、顧問弁護士、企業のクレーム担当者、大学教員等研究者、対人関係教

育機関、弁護士（暴言・暴力等に対応するための知識を法的根拠に基づく講演）、現職また

は退職警察官（まる暴担当刑事・生活安全課刑事等）などの、内部および外部機関講師を

活用し、院内教育講演会を開催する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
「苦情・クレーム・暴力対応支援チーム」構成員が中心となり、病院職員としての心構え、

会話術、対応場所、相手との距離・角度等について、院内教育プログラムを整備する。採

用時オリエンテーションや職員の安全講習会等、全職員が参加する講習会に合わせて教育

講演会を実施する。  
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 100 名、看護師 160 名、薬剤師 20 名、臨床心理士 5 名、検査技師 20 名、社会福祉士

（10 名）、外来・病棟クラーク（40 名）、事務等（45 名） 計 400 名（×3 年間） 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 

本教育プログラム受講者数 
患者満足度調査、職員満足度調査 

 
(1) 実施した教育プログラム及び受講者数 

①平成 24 年度新人看護職員研修     
平成 24 年 7 月 3 日～7 月 5 日   約 80 名参加 

②平成 25 年度新人看護職員研修   
  平成 25 年 4 月 10 日           約 80 名参加 
③平成 24 年度  医療安全事務研修              622 名参加 

※上記①～③研修の担当者 
・苦情・クレームへの対応について  （小田倉） 
・暴言・暴力対への応について (小室)  

    ④平成 24 年度護身術講習会・実技指導（小室）  
         平成 24 年 10 月 17 日～10 月 19 日  約 100 名参加 
           ＊全職員対象 

⑤平成 25 年度護身術講習会・実技指導（小室） 
平成 25 年 10 月 23 日～10 月 25 日     約 100 名参加 
＊全職員対象 

 
  (2) 患者満足度調査（隔年実施） 

①外来患者 
平成 23 年 4 月 19 日、4 月 21 日        回収数 1089 
平成 25 年 12 月実施       （TNP において集計中） 

②入院患者   
平成 23 年 5 月 18 日～7 月 1 日 回収数  408 

          平成 25 年 12 月実施       （TNP において集計中） 
 
  (3) 職員満足度調査結果（隔年実施） 

○平成 23 年 4 月 20 日～5 月 11 日           回収数  804 
      ○平成 26 年 2 月実施予定                            (実施予定) 
 
＜事業成果等の分析＞ 
（以下の別紙Ⅰ～Ⅲについては、「４．4-1 チーム１４【苦情・クレーム・暴力対応支援チ
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ーム】」の別紙Ⅰ～Ⅲを参照） 
 

(1) 患者満足度調査結果 
①外来患者 別紙 I 参照 
②入院患者 別紙Ⅱ参照 

 
(2) 職員満足度調査結果 別紙Ⅲ参照 

 
(3) 患者相談支援体制の整備 

 本院は、平成 24 年度に患者サービス向上の一環として、患者さんやその家族の方

からの疾病に関する医学的な質問、生活上及び入院上の不安など、様々な相談に対応

する窓口（患者相談窓口；一次対応）をけやき棟１階１１番に設置した。相談にあた

っては、院内の多職種各部門と密接に連携（二次対応）の上、患者さん等からの不満

や要望等の解決に当たっている（以下の「患者相談の主な依頼先（案）」参照）。 
また、同年度から「患者さんの声」の投書箱を院内 3 箇所から 15 箇所に増設する

とともに、患者・家族の不満等によりスピーディーに対応し、病院の対応状況を掲示

板で公開することにより、病院に対する不満等の軽減に努めている。 
 

 (4) まとめ 
患者サービス委員会を中心に実施したアンケート調査により、患者・家族等から多

くの意見や要望を集積することができた。また、本院で働く職員に対する職員満足度

調査からも多くの意見や要望を聞くことができた。 
これらは、関係する委員会や病院会議等に報告され、対応可能なものから順次改善

されている。また、「患者さんの声」については、各部門からの回答を My Web に掲

載し、本院職員の共通理解に努めた。 
さらに、各種研修会等を通して、苦情・クレーム対応や暴言・暴力への対応等につ

いて啓蒙を図ったが、医師に対する研修の機会を持てなかったのは少し残念であった。

今後は、レジデント採用時のオリエンテーション等を利用してもよいのではないか。 
患者さんの来院目的は、「苦痛を軽減し、病気を治す」ことである。しかし、病院

には病院のルールがあり、患者さんからの一方的な要求を受け入れることはできない。 
患者・家族の要望等にどこまで寄り添い、どこまで快適な療養環境を相互理解の上

に提供できるか、さらに検討が必要である。 
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ーム】」の別紙Ⅰ～Ⅲを参照） 
 

(1) 患者満足度調査結果 
①外来患者 別紙 I 参照 
②入院患者 別紙Ⅱ参照 

 
(2) 職員満足度調査結果 別紙Ⅲ参照 

 
(3) 患者相談支援体制の整備 

 本院は、平成 24 年度に患者サービス向上の一環として、患者さんやその家族の方

からの疾病に関する医学的な質問、生活上及び入院上の不安など、様々な相談に対応

する窓口（患者相談窓口；一次対応）をけやき棟１階１１番に設置した。相談にあた

っては、院内の多職種各部門と密接に連携（二次対応）の上、患者さん等からの不満

や要望等の解決に当たっている（以下の「患者相談の主な依頼先（案）」参照）。 
また、同年度から「患者さんの声」の投書箱を院内 3 箇所から 15 箇所に増設する

とともに、患者・家族の不満等によりスピーディーに対応し、病院の対応状況を掲示

板で公開することにより、病院に対する不満等の軽減に努めている。 
 

 (4) まとめ 
患者サービス委員会を中心に実施したアンケート調査により、患者・家族等から多

くの意見や要望を集積することができた。また、本院で働く職員に対する職員満足度

調査からも多くの意見や要望を聞くことができた。 
これらは、関係する委員会や病院会議等に報告され、対応可能なものから順次改善

されている。また、「患者さんの声」については、各部門からの回答を My Web に掲

載し、本院職員の共通理解に努めた。 
さらに、各種研修会等を通して、苦情・クレーム対応や暴言・暴力への対応等につ

いて啓蒙を図ったが、医師に対する研修の機会を持てなかったのは少し残念であった。

今後は、レジデント採用時のオリエンテーション等を利用してもよいのではないか。 
患者さんの来院目的は、「苦痛を軽減し、病気を治す」ことである。しかし、病院

には病院のルールがあり、患者さんからの一方的な要求を受け入れることはできない。 
患者・家族の要望等にどこまで寄り添い、どこまで快適な療養環境を相互理解の上

に提供できるか、さらに検討が必要である。 
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多職種 02【病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
時々刻々と変わる患者の病態をいち早く把握し、緊急性を含めて正しく判断し、適切な対

応を取ることは、医師でなくても、医療者にとっては必要な能力である。本プログラムで

は、以下の３つのスキルを修得することを目的とする。 
1. 診断およびトリアージのカギとなる病歴を的確かつ効率よく収集する能力 
2. すぐに医師に連絡すべき状態かどうかを判断する能力 
3. 病歴を簡潔に要領よくプレゼンテーションする能力 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
基礎コース（3 時間）：症候論、臨床推論、トリアージに関するレクチャー 
実践コース（3 時間×2 回）：実際の症例を多数呈示し、ケーススタディ方式で臨床判断の

実際のプロセスを繰り返し学ぶ。最後に主治医へのプレゼンテーションを行う。 
実務研修（3 か月）：受講者自身が働いている現場で臨床決断を行い、そのプロセスを症例

レポートにまとめて提出し、指導教員の評価を受ける。 
OSCE：コースの最後に模擬患者の参加する OSCE 方式で修了評価を行う。 
修了要件：全コースへの出席と、ケーススタディでの観察記録、症例レポートおよび OSCE
の評価が一定基準をクリアしていることを条件として修了認定を行う。 

 履修期間：基礎コース＋実践コース 9 時間、実務研修 3 ヵ月 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
総合臨床教育センターの専任教員で、臨床推論に関する教育経験を有する医師がコーディ

ネーターとなり、総合診療科と協力して年 3 回実施する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラム開発にあたっては、チーム医療教育推進室の支援を受け、職種ごとの readiness
と request を把握したうえで、実用性の高いプログラムを開発・実施する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
看護師 50 名、薬剤師 15 名、放射線技師 5 名、理学療法士・作業療法士 5 名、医事課職員

（窓口対応）5 名（いずれも 1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
教育プログラムの修了者数、受講者のフォローアップ評価、受講者のトリアージ能力に関
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多職種 02【病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
時々刻々と変わる患者の病態をいち早く把握し、緊急性を含めて正しく判断し、適切な対

応を取ることは、医師でなくても、医療者にとっては必要な能力である。本プログラムで

は、以下の３つのスキルを修得することを目的とする。 
1. 診断およびトリアージのカギとなる病歴を的確かつ効率よく収集する能力 
2. すぐに医師に連絡すべき状態かどうかを判断する能力 
3. 病歴を簡潔に要領よくプレゼンテーションする能力 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
基礎コース（3 時間）：症候論、臨床推論、トリアージに関するレクチャー 
実践コース（3 時間×2 回）：実際の症例を多数呈示し、ケーススタディ方式で臨床判断の

実際のプロセスを繰り返し学ぶ。最後に主治医へのプレゼンテーションを行う。 
実務研修（3 か月）：受講者自身が働いている現場で臨床決断を行い、そのプロセスを症例

レポートにまとめて提出し、指導教員の評価を受ける。 
OSCE：コースの最後に模擬患者の参加する OSCE 方式で修了評価を行う。 
修了要件：全コースへの出席と、ケーススタディでの観察記録、症例レポートおよび OSCE
の評価が一定基準をクリアしていることを条件として修了認定を行う。 

 履修期間：基礎コース＋実践コース 9 時間、実務研修 3 ヵ月 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
総合臨床教育センターの専任教員で、臨床推論に関する教育経験を有する医師がコーディ

ネーターとなり、総合診療科と協力して年 3 回実施する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラム開発にあたっては、チーム医療教育推進室の支援を受け、職種ごとの readiness
と request を把握したうえで、実用性の高いプログラムを開発・実施する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
看護師 50 名、薬剤師 15 名、放射線技師 5 名、理学療法士・作業療法士 5 名、医事課職員

（窓口対応）5 名（いずれも 1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
教育プログラムの修了者数、受講者のフォローアップ評価、受講者のトリアージ能力に関

する医師の観察記録評価 
看護部を対象として、病棟での意識障害患者への対応に関するケーススタディ方式の講習

会を 2 月 27 日に実施予定。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
病棟で意識障害が起こったときに、的確な初期評価とトリアージおよび初期対応が実施で

きる。また、医師に適切なプレゼンテーションができるようになることで、チーム医療の

質の向上につながる。 
同時に、臨床推論の基本的な考え方を学ぶことで、看護師の病歴聴取能力、アセスメント

能力の向上を図ることができる。 
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多職種 03【フィジカルアセスメント能力教育プログラム】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
患者の病態評価には、バイタルサインをはじめとするフィジカルアセスメントはきわめて

重要であり、これは医師以外にも必要なスキルである。本プログラムでは、身体所見の取

り方だけではなく、病態整理の深い理解に基づく所見の解釈および緊急度の判断ができる

ようになることを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
講義および実習を通して、以下の各項目における測定法、所見の意義、緊急度の解釈につ

いて学ぶ。（いずれも各 2 時間）胸部に関しては、シミュレーターを活用する。 
バイタルサイン、頭頚部、胸部（循環器系）、胸部(呼吸器系)、腹部、筋骨格系、神経学的

診察 
修了要件：コース受講後、OSCE 方式で修了評価を行う。 

 履修期間：各ユニット 2 時間×7 回（ユニット単位での受講も可とする） 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
総合臨床教育センターの専任教員で、身体診察の教育に関する教育経験を有する医師がコ

ーディネーターとなり、総合診療科および各科専門医と協力して年 3 回実施する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
教育の実施に当たっては、シミュレータを用いた教育をはじめ、医学教育に関して専門的

なノウハウを持つ医学群医学教育企画評価室の支援を受けて実施する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
看護師 50 名、薬剤師 15 名、診療放射線技師 5 名、理学療法士・作業療法士 5 名（いずれ

も 1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
教育プログラムの修了者数、受講者のフォローアップ評価 
看護部を対象として、病棟での意識障害患者への対応に関するケーススタディ方式の講習

会を 2 月 27 日に実施予定。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
病棟で意識障害が起こったときに、的確な初期評価とトリアージおよび初期対応が実施で
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多職種 03【フィジカルアセスメント能力教育プログラム】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
患者の病態評価には、バイタルサインをはじめとするフィジカルアセスメントはきわめて

重要であり、これは医師以外にも必要なスキルである。本プログラムでは、身体所見の取

り方だけではなく、病態整理の深い理解に基づく所見の解釈および緊急度の判断ができる

ようになることを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
講義および実習を通して、以下の各項目における測定法、所見の意義、緊急度の解釈につ

いて学ぶ。（いずれも各 2 時間）胸部に関しては、シミュレーターを活用する。 
バイタルサイン、頭頚部、胸部（循環器系）、胸部(呼吸器系)、腹部、筋骨格系、神経学的

診察 
修了要件：コース受講後、OSCE 方式で修了評価を行う。 

 履修期間：各ユニット 2 時間×7 回（ユニット単位での受講も可とする） 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
総合臨床教育センターの専任教員で、身体診察の教育に関する教育経験を有する医師がコ

ーディネーターとなり、総合診療科および各科専門医と協力して年 3 回実施する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
教育の実施に当たっては、シミュレータを用いた教育をはじめ、医学教育に関して専門的

なノウハウを持つ医学群医学教育企画評価室の支援を受けて実施する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
看護師 50 名、薬剤師 15 名、診療放射線技師 5 名、理学療法士・作業療法士 5 名（いずれ

も 1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
教育プログラムの修了者数、受講者のフォローアップ評価 
看護部を対象として、病棟での意識障害患者への対応に関するケーススタディ方式の講習

会を 2 月 27 日に実施予定。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
病棟で意識障害が起こったときに、的確な初期評価とトリアージおよび初期対応が実施で

きる。また、医師に適切なプレゼンテーションができるようになることで、チーム医療の

質の向上につながる。 
同時に、急変時のバイタルサインの解釈や必要な身体所見の取り方について学ぶことで、

看護師のフィジカルアセスメント能力の向上を図ることができる。 
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多職種 04【病院経営・医療経済制度教育プログラム】 
担当者（所属）：池田 一郎（病院総務部 経営管理課） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
チーム医療は様々な制度の上に成り立つものであり、また、現在の医療制度では知らない

と自分たちの行為が評価されない（報酬にならない）ことが多い。また、正しい行為をし

なければ評価につながらないものも多い。こうした知識を学ぶ機会はとても少ない。体系

的に知識を学ぶことにより、日々のチーム医療に生かすことを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
レクチャーや DVD 教材を開発して用いる。近隣病院の勉強会、院内講習会も積極的に活用

する。 
履修回数と修了レポートにより修了を判定する。 

 履修期間：2 ヵ月 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
病院総務部が総合臨床教育センターと連携しながら推進する。診療報酬改定に合わせて、

外部講師を招き講習をする。近隣病院の勉強会なども活用して、より実践に近い学習をす

る。  
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
集合教育だけでなく、e-learning システムを活用して、いつでも学習できるようなリソース

を準備する。全職種が対象である。 
⇒ 「多職種 18【DPC 教育プログラム、DPC 専門プログラム】」と合同で実施 
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多職種 04【病院経営・医療経済制度教育プログラム】 
担当者（所属）：池田 一郎（病院総務部 経営管理課） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
チーム医療は様々な制度の上に成り立つものであり、また、現在の医療制度では知らない

と自分たちの行為が評価されない（報酬にならない）ことが多い。また、正しい行為をし

なければ評価につながらないものも多い。こうした知識を学ぶ機会はとても少ない。体系

的に知識を学ぶことにより、日々のチーム医療に生かすことを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
レクチャーや DVD 教材を開発して用いる。近隣病院の勉強会、院内講習会も積極的に活用

する。 
履修回数と修了レポートにより修了を判定する。 

 履修期間：2 ヵ月 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
病院総務部が総合臨床教育センターと連携しながら推進する。診療報酬改定に合わせて、

外部講師を招き講習をする。近隣病院の勉強会なども活用して、より実践に近い学習をす

る。  
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
集合教育だけでなく、e-learning システムを活用して、いつでも学習できるようなリソース

を準備する。全職種が対象である。 
⇒ 「多職種 18【DPC 教育プログラム、DPC 専門プログラム】」と合同で実施 
 
 
  

多職種 05【感染予防教育のための基礎研修】 
担当者（所属）：堤 徳正（感染管理部／看護部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
外来、病棟、検査部門等で、不特定の患者および臨床材料に接触する業務に従事している

職員が、感染防止の知識・技術を習得し、その内容を他の人に教育・啓発する方法を学習

する．これにより、院内の全ての職員が同じ感染防止の視点を持つことができ、また、患

者とその家族にも教育・啓発を行うことが可能となる． 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 標準予防策 
 当院の院内感染対策マニュアルに則った感染管理に関する全ての講義を聴講するこ

とが修了要件である。 
 履修期間：1 日間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
感染管理を専門とする医師、看護師、及び、教育を専門とする筑波大学の教員が行う。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 

 教育プログラムの内容については、希望を幅広く募集する。 
 教育プログラムは、総合臨床教育センターと感染管理部が共同で運営する。 

 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
20～30 人 
  
＜評価指標＞ 

 院内感染の発生数、血液・体液曝露事例数の減少 
  
＜事業成果等の分析＞ 
・院内感染の発生数 
新規 MRSA 検出数 

 
 
 
 
 

 

0
50

100
150
200



202

 
・アウトブレイク数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・血液・体液曝露事例数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
院内感染の発生数，血液・体液曝露事例数ともに本事業開始前（H22 年度）と比べ、減少

していた。本事業における研修が、減少に少なからず寄与したものと考える。 
 
尚、研修会の内容については、以下の平成 24 年度の「新規採用者を対象とした院内感染対

策研修会」報告を参照。 
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新規採用者を対象とした院内感染

対策研修会を実施し、2 回の研修会に

計 61 名の新規採用職員が参加しまし

た。 
 
日時：平成 年 月 日（水）

： ～、 ： ～

テーマ：筑波大学附属病院の感染対策

場所：筑波大学附属病院 階 特別第 会議室

対象：平成 ・ 年度採用で、新規採用者研修を未受講の筑波大学附属病院職員

 

研修会の目的

筑波大学付属病院の感染対策について、院内の全ての職員が、職種に関わらず基礎的な

知識を得ることで、感染防止について同じ視点を持つことを目的としました。 
 

研修会の内容

毎年 4 月１日採用の新規採用の職員に対しては、入職当日に行われる新人研修の中で、

感染対策についても研修が行われてきましたが、それ以降に採用となった職員には、これ

まで研修の機会がありませんでした。昨年度からは、この方達を対象とした本研修会が実

施されることとな

り、全ての職員が感

染防止について、同

じ視点を持てるよ

うになります。 
参加者全員が、真

剣に研修に取り組

みました。参加者数

の職種ごと内訳は、

医師：5 名、看護職：
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8 名、その他の専門職：13 名、技術・技能系職員：21 名、事務系職員：14 名でした。 
 
研修会では、感染管理部の堤副部長が講師となり、附属病院の感染対策

が説明されました。 
まず、感染管理体制の紹介とともに、院内専用ホームページに掲載され

て い る 「 院 内 感 染 対 策 マ ニ ュ ア ル 」

（http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/~infctl/manual/mokuji.htm）が紹介さ

れ、マニュアルに沿って病院全体で対策を実行することが大変重要なので、

必ず目を通すよう説明がありました。 
 

入職時の抗体検査とワクチン接種

入職時の健康調査は、事務職を含めたすべての職員に義務づけられており、このことが

院内感染の予防に役立つとされました。 

院内感染対策の基本は、標準予防策

続いて、附属病院における院内感染対策基本は、標準予防策であると述べられ、標準予

防策の原則について説明がありました。標準予防策の原則「血液・体液・排泄物・粘膜・

創部などには伝播しうる感染性微生物が含まれているかもしれない」を念頭に置き、診療・

看護などの際、標準予防策を行うことが重要であるとされ、具体的な予防策（手指衛生、

防護具、血液・体液曝露、咳エチケット）が示されました。 
手指衛生の基本は、「一処置一手指衛生」とされ、手洗い

と擦式消毒薬による手指消毒の方法について紹介されました。 
個人防護具（PPE：Personal Protective Equipment）は、

感染性物質に対する防御のために着用する、特殊な衣服や器

具のことを指します。着脱の方法が紹介され、PPE 表面は汚

染されている可能性があるので、表面に触れないよう脱ぐよ

う 指 導 が あ り ま し た （ 参 考 URL ：

http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/~infctl/manual/bougogu-n
ugikata.pdf）。 
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血液・体液曝露については、附属病院での 2011 年の報告件数は、針刺し切創 80 件、曝

露 5 件であり、直接患者に接する機会の多い医師・看護師で多く発生していることが報告

されました。防止策として、注射針等を使用する際は、耐貫通性

容器を持参する、リキャップはしない、ことなどが説明されると

ともに、発生時の対応についても紹介されました。 
咳エチケットでは、ティッシュペーパーで口と鼻を覆い使用

したティッシュペーパーは速やかに廃棄し手指衛生をすること、

咳嗽がある場合はサージカルマスクを着用すること、突然の咳嗽

時は上腕で口鼻を覆い飛沫の拡散を防止すること、院内で咳嗽の

ある人を見かけたらマスクの着用を促すこと、が説明されました。 
 

ゴミの分別

附属病院で行われているゴミ分別についても紹介され、分別を徹底してほしいと述べら

れました。

「院内感染対策マニュアル」手洗いの方法 
（http://www.s.hosp.tsukuba.ac.jp/~infctl/manual/tearai.pdf）より転載 
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最後に、今回の基礎研修を足掛かりに、１人 1 人の職員が感染防止に取り組み、附属病

院の院内感染発生を防いでいくことを参加者全員で確認し、研修会を終えました。 
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ユニット２：多職種連携型教育（チーム医療構成力）

 
多職種 06【チーム医療のためのリーダーシップ研修】 

担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
チーム医療を発展させ、協働・連携の文化を根付かせるためには、リーダーの役割は重要

である。本プログラムは、各職種のリーダーを対象として、以下を目的とする。 
 多職種連携チームにおけるリーダーシップの重要性についての理解。 
 多職種連携チームにおける討論において、各職種の視点のちがいを意識したファシ

リテートの方法について学ぶ。 
 

＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
各職種のリーダーを対象として、以下の内容で実施する。 
レクチャー（1 時間）：多職種連携チームにおけるリーダーシップの基礎となる概念につい

て講義形式。 
ワークショップ（2 時間）：多職種連携チーム討論におけるファシリテーターの役割につい

て実践的に学ぶ。 
 履修期間：3 時間。年 2 回開催 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
レクチャー：チーム医療教育で実績のある他大学より外部講師を招聘。 
ワークショップ FD を受けたチーム医療教育推進室委員が担当。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラムの運営についてはチーム医療教育推進室が統括する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 30 名、看護師 30 名、各職種 10 名以上（1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
プログラム参加人数。プログラム前後における参加者のリーダーシップに関する理解度の

評価。部下からの評価。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
 講習会の開催： 
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タイトル：チーム医療教育・ワークショップ 2013 冬「チームが活きる，リーダーシップ

で活きる！」 
日時：2013 年 2 月 21 日 
参加者数：28 名 
講師：日野欣治先生（マネジメントサービスセンター・シニアコンサルタント） 
 
タイトル：医療現場におけるチームビルディング＆コミュニケーション 
日時：2013 年 3 月 27 日 
参加者数：初期研修医 87 名 
講師：早川裕子先生（フォーコンパス ラーニングファーム） 
 
タイトル：チーム・ビルディング研修『最高の医療チームをつくるために』 
日時：2013 年 9 月 26 日 
講師：守屋文貴先生（アクリートワークス） 
参加者数：22 名 
 
タイトル：会議の進め方研修会『～チームがまとまる、活性化する～ファシリテーショ

ンの表技・裏技』 
日時：2013 年 11 月 14 日 
講師：守屋文貴先生（アクリートワークス） 
参加者数：19 名 
 
タイトル：～信頼される研修医になるために～チーム仕事術 
日時：2014 年 3 月 31 日 
講師：守屋文貴先生（アクリートワークス） 
参加者数：初期研修医 70 名（予定） 
 

医療界以外の講師を招聘して、チームビルディング・リーダーシップに関する研修を行っ

た。他業種からの視点はきわめて新鮮で、参加者の評価も高く、日常の業務にも応用可能

という意見が多かった。 
今後、さらにノウハウを集積し、医療者用に最適化したプログラムを導入する必要性を強

く認識することが出来た。 
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多職種 07【チーム医療のためのチームビルディング研修】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
チーム医療を発展維持させるためには、チームダイナミクスがプラスに働くチームビルデ

ィングが重要である。本プログラムは、各職種のチームリーダーを対象として、グループ

ダイナミクス、チーム形成について理解し、効果的なチームビルディングについて探索で

きるようになることを目的とする。  
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
レクチャー（1 時間）：チーム、グループダイナミクス、チーム形成の基礎となる理論につ

いて 
チーム形成の体験（1 時間）：多職種小グループ討論を行い、チーム形成を体験する。 
振り返り（1 時間）：討論終了後、多職種混成チームビルディングについて、どのような要

素があればチーム形成が促進されるのか、あるいは、どのような要因が障害となるのかに

ついて振り返りを行う。 
 履修期間：3 時間。年 2 回開催。 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
レクチャー：チーム医療教育で実績のある他大学より外部講師を招聘し実施。 
小グループ討論および振り返りのファシリテート：チーム医療教育推進室委員。学群にお

けるチーム医療教育で実績のある医学教育企画評価室教員がノウハウを提供する。小グル

ープ討論のファシリテーターにはＦＤを実施し、プログラムの質を担保する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
チーム医療教育推進室がプログラムの運営を統括する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 30 名、看護師 30 名、各職種 10 名以上（1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
プログラム参加人数。 
  
＜事業成果等の分析＞ 
平成 25 年 9 月 26 日にチームビルディング研修「最高の医療チームをつくるために」を開
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催した。プログラム参加者は全体で２２名。内訳は医師５名、看護師４名、事務職員６人、

管理栄養士３名、その他４名であった。ワークショップを中心としたプログラムで、良好

なチームビルディング構築のための具体的な事例を学習した。参加者の満足度は高く、通

常業務への実践が期待される。 
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多職種 08【チームマネジメント教育プログラム・TQM 教育プログラム】 
担当者（所属）：池田 一郎（病院総務部 経営管理課） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
治療や診療はある程度数字などのエビデンスがあるが、チームの推進マネジメントは定性

的なものが多くいあいまいである。そこで、チーム医療を実質的に推進するために、チー

ムをマネジメントするための手法、分析の手法、課題解決の具体的な手法について学ぶ。

これにより、医療職がマネジメントの視点をもって、チームメンバーならびに支援チーム

の質を向上させ、チームを推進できるようになる。その結果チームにおける課題解決が進

み、改善につながる効果が期待できる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
マネジメント、TQM(total quality Management)手法についての知識を体系的に学ぶ。レ

クチャーと、ワークショップなどの手法を用いて履修する。 
修了要件は、出席回数とレポートによる。 

 履修期間：2 ヵ月間 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
総合臨床教育センターと病院総務部で企画運営をする。まず 指導者（リーダー）養成を

進め、メンバーの養成に移る。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
本プログラムは全職種対象にする。レクチャーだけでなく、現場の実際の課題を用いなが

ら進める。経営理論を実践で活用できるスキルを修得できるようにプログラムする。 
⇒ 「多職種 06【チーム医療のためのリーダーシップ研修】」、「多職種 07【チーム医療の

ためのチームビルディング研修】」、「多職種 09【チーム医療のためのコミュニケーション研

修】」によってスキルを修得 
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多職種 09【チーム医療のためのコミュニケーション研修】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
質の高い医療を目的として職種間で連携しチーム医療を実践するためには、背景の異なる

職種間でのコミュニケーション能力の向上が必須となる。本プログラムは、ケアに関わる

各職種を対象として、以下を目的とする。 
 異なる職種の視点を尊重したコミュニケーション 
 専門の異なる職種間において、他職種に伝わるコミュニケーション 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
模擬ケース討論（2 時間）：各専門職がケアに関わる模擬ケースをもとに、多職種でのチー

ム討論を行う。 
振り返り（1 時間）：討論終了後、多職種チームにおいてどのようなコミュニケーションが

伝わりやすいのか、振り返りを行う。 
 履修期間：3 時間。年 2 回開催。 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
模擬ケース作成および討論のファシリテート：チーム医療教育推進室委員。医学群におけ

るチーム医療教育で実績のある医学教育企画評価室教員がノウハウを提供する。小グルー

プ討論のファシリテーターにはＦＤを実施し、プログラムの質を担保する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
チーム医療教育推進室がプログラムを統括する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 30 名、看護師 30 名、各職種 10 名以上（1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
プログラム参加人数。 
 
＜事業成果等の分析＞ 

 タイトル：医療現場におけるチームビルディング＆コミュニケーション 
日時：2013 年 3 月 27 日 
参加者数：87 名 
講師：早川裕子先生（フォーコンパス ラーニングファーム） 
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多職種 09【チーム医療のためのコミュニケーション研修】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
質の高い医療を目的として職種間で連携しチーム医療を実践するためには、背景の異なる

職種間でのコミュニケーション能力の向上が必須となる。本プログラムは、ケアに関わる

各職種を対象として、以下を目的とする。 
 異なる職種の視点を尊重したコミュニケーション 
 専門の異なる職種間において、他職種に伝わるコミュニケーション 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
模擬ケース討論（2 時間）：各専門職がケアに関わる模擬ケースをもとに、多職種でのチー

ム討論を行う。 
振り返り（1 時間）：討論終了後、多職種チームにおいてどのようなコミュニケーションが

伝わりやすいのか、振り返りを行う。 
 履修期間：3 時間。年 2 回開催。 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
模擬ケース作成および討論のファシリテート：チーム医療教育推進室委員。医学群におけ

るチーム医療教育で実績のある医学教育企画評価室教員がノウハウを提供する。小グルー

プ討論のファシリテーターにはＦＤを実施し、プログラムの質を担保する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
チーム医療教育推進室がプログラムを統括する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 30 名、看護師 30 名、各職種 10 名以上（1 年あたり） 
  
＜評価指標＞ 
プログラム参加人数。 
 
＜事業成果等の分析＞ 

 タイトル：医療現場におけるチームビルディング＆コミュニケーション 
日時：2013 年 3 月 27 日 
参加者数：87 名 
講師：早川裕子先生（フォーコンパス ラーニングファーム） 

 
タイトル：～信頼される研修医になるために～チーム仕事術 
日時：2014 年 3 月 31 日 
講師：守屋文貴先生（アクリートワークス） 
参加者数：初期研修医 70 名（予定） 

 
今回は、外部講師を招聘してチーム医療に役立つコミュニケーションについての研修を行

った。現場ですぐに役立つ実践的なスキルを修得でき、参加者からの評価も高かった。 
ケースに基づく多職種カンファレンスは実施できなかったが、学生を対象とした多職種ケ

ースカンファレンスの導入が進んでおり、今後卒後教育にも反映させていきたいと考えて

いる。 
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多職種 10【多職種連携新人研修】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
附属病院全職種の新人職員を対象とし、多職種連携の導入教育として、チーム医療、各専

門職の役割の理解および専門の異なる職種による小グループ討論により、職種をこえたコ

ミュニケーション、人間関係構築を目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
職種ごとに行っていた新人オリエンテーションの一部を多職種共同プログラムとし、全職

種の新人職員の参加を義務づけ、以下の内容で実施する。 
レクチャー（1 時間）：本院が目指すチーム医療、チーム医療実施体制、各専門職の役割に

ついて講義形式。 
小グループ討論（2 時間）：多職種で構成される小グループで、どのようにすればチーム医

療をよくすることができるか、討論を行う。 
 履修期間：新人オリエンテーション時 3 時間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
レクチャー：病院長、チーム医療教育推進室の各職種委員 
小グループ討論のファシリテート：チーム医療教育推進室委員、医学教育企画評価室教員 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラムの運営についてはチーム医療教育推進室が統括する。学群におけるチーム医療

教育で実績のある医学教育企画評価室教員がノウハウを提供する。小グループ討論のファ

シリテーターには FD を実施し、プログラムの質を担保する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
全職種新規採用者（平成 22 年度実績：研修医 70 名、看護師 106 名、助産師 6 名、薬剤師

6 名、臨床工学技士 2 名、臨床検査技師 2 名、診療放射線技師 3 名、理学療法士 2 名、視

能訓練士 1 名、社会福祉士 1 名、臨床心理士 2 名、その他 6 名） 
  
＜評価指標＞ 
研修参加人数、プログラム前後におけるチーム医療・各職種の理解度についての評価 
  
＜事業成果等の分析＞ 
事業初年度より実施に向けた準備を行い、予定通り 24 年度の新人職員オリエンテーション
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多職種 10【多職種連携新人研修】 
担当者（所属）：前野 哲博（総合臨床教育センター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
附属病院全職種の新人職員を対象とし、多職種連携の導入教育として、チーム医療、各専

門職の役割の理解および専門の異なる職種による小グループ討論により、職種をこえたコ

ミュニケーション、人間関係構築を目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
職種ごとに行っていた新人オリエンテーションの一部を多職種共同プログラムとし、全職

種の新人職員の参加を義務づけ、以下の内容で実施する。 
レクチャー（1 時間）：本院が目指すチーム医療、チーム医療実施体制、各専門職の役割に

ついて講義形式。 
小グループ討論（2 時間）：多職種で構成される小グループで、どのようにすればチーム医

療をよくすることができるか、討論を行う。 
 履修期間：新人オリエンテーション時 3 時間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
レクチャー：病院長、チーム医療教育推進室の各職種委員 
小グループ討論のファシリテート：チーム医療教育推進室委員、医学教育企画評価室教員 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラムの運営についてはチーム医療教育推進室が統括する。学群におけるチーム医療

教育で実績のある医学教育企画評価室教員がノウハウを提供する。小グループ討論のファ

シリテーターには FD を実施し、プログラムの質を担保する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
全職種新規採用者（平成 22 年度実績：研修医 70 名、看護師 106 名、助産師 6 名、薬剤師

6 名、臨床工学技士 2 名、臨床検査技師 2 名、診療放射線技師 3 名、理学療法士 2 名、視

能訓練士 1 名、社会福祉士 1 名、臨床心理士 2 名、その他 6 名） 
  
＜評価指標＞ 
研修参加人数、プログラム前後におけるチーム医療・各職種の理解度についての評価 
  
＜事業成果等の分析＞ 
事業初年度より実施に向けた準備を行い、予定通り 24 年度の新人職員オリエンテーション

時から実施できた。「多職種コミュニケーション」と銘打った研修には、病院内の全部署か

ら新人職員全員（毎年 200 名前後）が参加し実施している。アンケート結果からは、それ

まで他職種と接してきた経験のない新人の姿が浮かび上がり、この研修により、他者理解

等が進んだことが明らかになりました（詳細は、以下の「新人職員合同研修会『多職種コ

ミュニケーション』」実施報告ならびに「新人職員合同研修会 参加者アンケート 集計結

果」の報告を参照）。 
今後もこの取組みを通して、人間関係構築につながる職種をこえたコミュニケーションの

推進に取り組みます。 
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新人職員合同研修会『多職種コミュニケーション』を実施しました

 
 

平成24年度新人職員合同研修会で

は、チーム医療教育の導入として、『多

職種コミュニケーション』を開催しま

した。研修医を含む新人職員 189 名を

はじめとした、211 名の附属病院関係

者が参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（月） ～

テーマ：『多職種コミュニケーション』

場所：筑波大学医学専門学群棟臨床講堂

対象：筑波大学附属病院全新人職員

プログラム：

11:45～ 開会挨拶      （白川洋子副病院長） 
11:50～ 本研修の目的と研修内容説明 （チーム医療教育・稲葉めぐみｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

アイスブレイク     （全参加者） 
12:20～ 映画「ハッピー✈フライト」とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの説明（PCME・前野貴美講師） 
12:30～ 映画視聴とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ・発表 （チーム医療教育推進室メンバー + 全参加者） 
13:15～ まとめ        （松村明副病院長） 

 

研修会の目的

これから同じ職場で働く仲間

との職種をこえたコミュニケー

ション、人間関係の構築を目的

としました。 
 

研修会の内容

研修会は、24 年度新採用の職

員が正式に職員となった当日の

4 月 2 日に行われました。研修前アンケートへの記入の後、筑波大学附属

病院の白川洋子副病院長の挨拶で開会しました。参加した新人職員は緊張
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新人職員合同研修会『多職種コミュニケーション』を実施しました

 
 

平成24年度新人職員合同研修会で

は、チーム医療教育の導入として、『多

職種コミュニケーション』を開催しま

した。研修医を含む新人職員 189 名を

はじめとした、211 名の附属病院関係

者が参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（月） ～

テーマ：『多職種コミュニケーション』

場所：筑波大学医学専門学群棟臨床講堂

対象：筑波大学附属病院全新人職員

プログラム：

11:45～ 開会挨拶      （白川洋子副病院長） 
11:50～ 本研修の目的と研修内容説明 （チーム医療教育・稲葉めぐみｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） 

アイスブレイク     （全参加者） 
12:20～ 映画「ハッピー✈フライト」とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの説明（PCME・前野貴美講師） 
12:30～ 映画視聴とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ・発表 （チーム医療教育推進室メンバー + 全参加者） 
13:15～ まとめ        （松村明副病院長） 

 

研修会の目的

これから同じ職場で働く仲間

との職種をこえたコミュニケー

ション、人間関係の構築を目的

としました。 
 

研修会の内容

研修会は、24 年度新採用の職

員が正式に職員となった当日の

4 月 2 日に行われました。研修前アンケートへの記入の後、筑波大学附属

病院の白川洋子副病院長の挨拶で開会しました。参加した新人職員は緊張

した様子で、白川副病院長からのチーム医療についての話に聞き入っていました。 
参加者数の職種ごと内訳は、研修医（医科+歯科）：43 名、看護師・助産師：98 名、そ

の他の医療専門職：30 名、事務系職員：18 名の計 189 名でした。 
 

アイスブレイク

筑波大学附属病院 チーム医療教育推進室・稲葉めぐみコーディネーターによる本研修の

目的と研修内容説明の後、全参加者が 7
～8 名の多職種混成の小グループに分か

れ、昼食を共にしながら、エニアグラム

を利用した自己紹介を行いました。ほと

んどの参加者が初対面でしたが、約 20
分間のアイスブレイクを終える頃には、

多くのグループで打ち解けた様子が見受

けられました。 
 

映画視聴とグループワーク

続いて、筑波大学医学専門学

群  医 学 教 育 企 画 評 価 室

（ Planning and Control for 
Medical Education：PCME）・

前野貴美講師により、映画「ハッ

ピー✈フライト」とグループワー

クの説明がありました。今回の研

修では、一機の飛行機が安全に飛

び立ち着陸するまでの様子を描

いた映画の一場面を視聴した後に、チーム

医療のあり方について、考えたこと、感想

などをグループで話し合い、共有しました。

グループワークでは、総合臨床教育センタ

ーとチーム医療教育推進室のメンバーが中

心となって、ファシリテーター役を果たし、

それぞれのグループで活発な話し合いが行

われました。 
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成果発表

27 グループを代表して、5 つのグループから発表がありました。限られた時間でしたが、

飛行機の運航と病院の医療活動を重ね合わせて考え、チームワークや信頼関係がどうすれ

ば構築できるか、そしてそれをどうやって患者さんのために活かすか、話し合えたグルー

プが多かったようです。 

 
 
 

 
最後の松村副病院長のまとめでは、問題を自分一人で抱え込まないこと、

それぞれが自らの役割を果たしつつチームとして患者さんの治療にあた

ることの大切さなど、本研修で学んだことの重要性が話されました。研修

後アンケートへの記入をすませ、新人職員合同研修会を終えました。 
これからの皆さんの活躍が楽しみな、24 年度新人職員合同研修会とな

りました。 
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成果発表

27 グループを代表して、5 つのグループから発表がありました。限られた時間でしたが、

飛行機の運航と病院の医療活動を重ね合わせて考え、チームワークや信頼関係がどうすれ

ば構築できるか、そしてそれをどうやって患者さんのために活かすか、話し合えたグルー

プが多かったようです。 

 
 
 

 
最後の松村副病院長のまとめでは、問題を自分一人で抱え込まないこと、

それぞれが自らの役割を果たしつつチームとして患者さんの治療にあた

ることの大切さなど、本研修で学んだことの重要性が話されました。研修

後アンケートへの記入をすませ、新人職員合同研修会を終えました。 
これからの皆さんの活躍が楽しみな、24 年度新人職員合同研修会とな

りました。 
 

  

新人職員合同研修会 参加者アンケート
集計結果をご報告します

 
アンケートには、189 名の新人職員の参加者全員にご回答いただき

ました。新人職員ならびに研修の運営にご協力いただいた教職員のみ

なさまには、この場を借りて御礼申し上げます。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

アンケートの内容について

多職種連携に関する意識や経験を、研修前・後に回答していただくとともに、本研修に

対する感想・意見を自由に記載していただきました。質問項目は以下の 4 問です。 
 

【研修前調査】

設問１．これまでに異なる職種（専門）の方と話し合った経験はありますか。 
① 全くなかった ② あまりなかった ③ 少しあった ④ 十分にあった 

設問２．職種（専門）を超えた話し合いや共同作業について、意義を感じますか。 
① 全く感じない ② あまり感じない ③ 少し感じる ④ 十分に感じる 

【研修後調査】

設問３．職種の異なるメンバー同士で交流できましたか。 
① 全く交流できなかった ② あまり交流できなかった 
③ 少しは交流できた  ④ 十分に交流できた 
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設問４．職種を超えた話し合いや共同作業について、意義を感じましたか。 
① 全く感じなかった  ② あまり感じなかった 
③ 少し感じた   ④ 十分に感じた 
 

回答の集計結果について

選択式の質問項目への回答結果は以下の通りでした。 
【研修前調査】

設問１の「これまでに異なる職種間で話し合った経験」では、77 人

（40.7％）が「なかった」としていました。 

 
また、職種別では、研修医でそうした経験が「なかった」人が半数以上（51.2％）で、最も

高い割合でした。 

 

 
設問２では、155 人（82.0％）が「職種を超えた話し合いや共同作業の意義」を「十分

に感じる」としていました。 
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設問４．職種を超えた話し合いや共同作業について、意義を感じましたか。 
① 全く感じなかった  ② あまり感じなかった 
③ 少し感じた   ④ 十分に感じた 
 

回答の集計結果について

選択式の質問項目への回答結果は以下の通りでした。 
【研修前調査】

設問１の「これまでに異なる職種間で話し合った経験」では、77 人

（40.7％）が「なかった」としていました。 

 
また、職種別では、研修医でそうした経験が「なかった」人が半数以上（51.2％）で、最も

高い割合でした。 

 

 
設問２では、155 人（82.0％）が「職種を超えた話し合いや共同作業の意義」を「十分

に感じる」としていました。 
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【研修後調査】

設問３では、本設問へ回答した 188 人全員が、「職種が異なるメンバー同士で交流」が

「できた」としていました。 

 
 

設問４の「職種を超えた話し合いや共同作業の意義」については、173 人（91.5％）が

「十分に感じた」とし、研修前調査より１割近く増えました。 

 
 

自由記載意見より

次に、自由記載の意見・感想をご紹介します。参加者の９割にあたる 171 名という多く

の方から、貴重なご意見をいただきました。その中から代表的な意見・感想をご紹介しま

す。 
 
まず今回の研修全般については、肯定的に受け

止められていました。志を強くして医療現場に赴こ

う、という気概が感じられる感想も寄せられていま

した。 
・チーム医療と多職種間の連携について改めて

考え直す良い機会となりました。今回話し合

ったことを忘れずに心に留めて、働いていこ

うと思います。

・入職した時に、このように、他職種の方と意

見交換をすることはとても有意義でした。同

じ時期に入職した方々を知る機会になりまし
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た。今後、勤務する中で、今日出会えた方々とは、すぐに、声をかけ合うことができ

そうです。

・短い時間でしたが、とても考えさせられる内容でした。コミュニケーション、信頼関

係、普段からの危機管理、冷静さなど、医療者として働いていく上で、大切なことに

改めて気付かされました。また、他職種と関わる機会をいただいて”つながり”を意

識していかなければいけないと感じました。

一方で、研修会の運営に関しては、要望や今後の企画の参考になる建設的な意見が寄せ

られました。 
・医療においても多職種間のコミュニケーションはとても大切だと思う。今後もこのよ

うな機会があればとても良いと思う。

・今日１回で終わらず、年に ， 回こういうワーキングがあるともっと相手のことを

知っていけるし、知ってもらえるなと思った。意見としては、話し合い配置（座席が

階段教室の上下の座席）だったので、次回改善できたらしてほしいと思います。

・大変有意義な研修だと思います。もっとプログラムの時間を長くとってほしかった。

・それぞれの考えを他職種間で話し合うことは、とても楽しいことだと感じた。このよ

うな交流の場は今後も大切ではないかと考える。

 
また、多くの方の回答が、「職種」を基点としたものでした。 
・多職種コミュニケーションで初めて知った職種があり、勉強になった。

・色々な職種の人がいて１つのチームを作っているのだと改めて感じた。

・多職種の方々とのコミュニケーションという点でも、危機管理に対するディスカッシ
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た。今後、勤務する中で、今日出会えた方々とは、すぐに、声をかけ合うことができ

そうです。

・短い時間でしたが、とても考えさせられる内容でした。コミュニケーション、信頼関

係、普段からの危機管理、冷静さなど、医療者として働いていく上で、大切なことに

改めて気付かされました。また、他職種と関わる機会をいただいて”つながり”を意

識していかなければいけないと感じました。

一方で、研修会の運営に関しては、要望や今後の企画の参考になる建設的な意見が寄せ

られました。 
・医療においても多職種間のコミュニケーションはとても大切だと思う。今後もこのよ

うな機会があればとても良いと思う。

・今日１回で終わらず、年に ， 回こういうワーキングがあるともっと相手のことを

知っていけるし、知ってもらえるなと思った。意見としては、話し合い配置（座席が

階段教室の上下の座席）だったので、次回改善できたらしてほしいと思います。

・大変有意義な研修だと思います。もっとプログラムの時間を長くとってほしかった。

・それぞれの考えを他職種間で話し合うことは、とても楽しいことだと感じた。このよ

うな交流の場は今後も大切ではないかと考える。

 
また、多くの方の回答が、「職種」を基点としたものでした。 
・多職種コミュニケーションで初めて知った職種があり、勉強になった。

・色々な職種の人がいて１つのチームを作っているのだと改めて感じた。

・多職種の方々とのコミュニケーションという点でも、危機管理に対するディスカッシ

ョンという点でも有意義だと感じました。

・普段他職種の人との交流はあまり無いので、人脈が広がったようで良かった。

・他職種の方々と話し合いを仕事を始める前にすることで、今後の仕事においても良好

なコミュニケーションを築けると思った。

 
職種や年齢、個々人によって物事を見る視点が異なることに気付いた方も多かったよう

です。 
・学生の時こうして、多職種の方々と話す機会は少なく、卒後早期から、多職種と交わ

れる時間があったことはとても良かったな、と思いました。また、グループメンバー

も年齢層が異なり、すぐに自分で気づかなかったことばかりだったので、とても刺激

になりました。

・多職種の方々、年令の違う方々の視点や考えを知る機会が与えられ有意義と思います。

・一緒に働いていく上での価値観や考え方の違い（人としても、職業的にも）を感じる

ことができたのは面白かった。

・互いに違った考え方だからこそ、多角的な考えができ、上手く連携することが大事だ

と思いました。

本研修が目的としていた多職種でのコミュニケーションは、新鮮な体験と受け止められ

たようです。 
・一つの題に対してグループワークを行う事でもよりコミュニケーションが深められる

ことを改めて感じた。

・自分自身が考えている以外に、いろいろな意見を聞くことができ新鮮でした。
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・さまざまな職種の方々と交流できて、職や年齢にかかわらず仲良くなれて良かったで

す。

・これまで医師・歯科医師のレジデント間でのオリエンテーションしかなかったので、

今回看護、技師の方々と交流を持てたことは新鮮で貴重な体験だったと思います。

名近い同期の数に多少の驚きと、心強さを感じました。

さらに、考えを一歩進めて、これからの職業生活や医療現場でこの研修の成果をどう活

かすか考えた方達もありました。 
・様々な職種との意見交換を通し、自分にはなかった考え方や見方を吸収することがで

きた。チーム医療の一員として、これから自分に何ができるのかを常に考えながら働

いていきたいと感じた。

・自分だけでなく他の意見を聞くことで視野が広がり、１つの事に対して様々な方法を

導き出せる、そうすれば患者さんの選択肢が広がり、よりよい医療が提供できるので

はないかと思います。

・医療の現場に携わる方々を事務の面から支えて、病院の発展のためにがんばろうと思

った。医師やナースは人の命をあずかる現場で大変な思いをしていると思うので、事

務的なことはなるべく簡潔に、でも正確に手続きできるよう工夫していきたい。

・患者さんの命を守るために多くの職種が自分の仕事をしっかりと果たすこと、そして

職種間のつながりが大切なのだと思った。少人数ではあるが、他職種の人と仲良くな

れて良かった。

最後に・・・

新人職員のみなさんが、本研修の成果をこれからの病院業務に活かされることを願いま

す。医療現場で問題を抱えた時にも、最初に感じた思いや一緒に研修を受けた仲間達のこ

とを、どうぞ思い出してください。 
みなさんが、附属病院で働く仲間とともに課題

を一つ一つ解決し、より良い医療の実現に貢献し

てくださることを期待しています。
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・さまざまな職種の方々と交流できて、職や年齢にかかわらず仲良くなれて良かったで

す。

・これまで医師・歯科医師のレジデント間でのオリエンテーションしかなかったので、

今回看護、技師の方々と交流を持てたことは新鮮で貴重な体験だったと思います。

名近い同期の数に多少の驚きと、心強さを感じました。

さらに、考えを一歩進めて、これからの職業生活や医療現場でこの研修の成果をどう活

かすか考えた方達もありました。 
・様々な職種との意見交換を通し、自分にはなかった考え方や見方を吸収することがで

きた。チーム医療の一員として、これから自分に何ができるのかを常に考えながら働

いていきたいと感じた。

・自分だけでなく他の意見を聞くことで視野が広がり、１つの事に対して様々な方法を

導き出せる、そうすれば患者さんの選択肢が広がり、よりよい医療が提供できるので

はないかと思います。

・医療の現場に携わる方々を事務の面から支えて、病院の発展のためにがんばろうと思

った。医師やナースは人の命をあずかる現場で大変な思いをしていると思うので、事

務的なことはなるべく簡潔に、でも正確に手続きできるよう工夫していきたい。

・患者さんの命を守るために多くの職種が自分の仕事をしっかりと果たすこと、そして

職種間のつながりが大切なのだと思った。少人数ではあるが、他職種の人と仲良くな

れて良かった。

最後に・・・

新人職員のみなさんが、本研修の成果をこれからの病院業務に活かされることを願いま

す。医療現場で問題を抱えた時にも、最初に感じた思いや一緒に研修を受けた仲間達のこ

とを、どうぞ思い出してください。 
みなさんが、附属病院で働く仲間とともに課題

を一つ一つ解決し、より良い医療の実現に貢献し

てくださることを期待しています。

 
 

多職種 11【患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニケーション教育プ

ログラム】 
担当者（所属）：濱野  淳（地域医療連携・患者相談支援センター／総合診療グループ）

（25 年度） 
木澤 義之（医療福祉支援センター／総合診療グループ）（23～24 年度） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
高齢化社会の到来により、病気を持って生きる市民が増え、治癒しない疾患を持った患者

や、意思決定能力がない患者に対して、家族や医療者が医療上の方針決定に苦慮する機会

が増えている。そのような状況に置かれても、いつでも、どのような場合でも『患者の意

向を尊重した』医療を行うために『アドバンスケアプランニング（Advance Care Planning:
以下 ACP と略）』の概念が、英国、米国、豪州を中心として始まり、各国に広がりつつあ

るが、わが国ではその対応が十分ではない。 
ACP とは、将来起こりうる病状の変化に備えて、医療従事者が患者と家族とともに、患者

の医療上の希望、生命維持治療に対する意向、医療に関する代理意思決定者の選定などを

行うプロセスを指す。ACP を実施することにより患者の医療に関する満足度が向上し、家

族の心理的負担や抑うつ、不安が改善することが明らかとなっている。ACP とその実践に

必要なコミュニケーションを教育することにより、どんな時でも患者の意向を尊重し、家

族を支援する医療を実践することが可能となる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

1. 米国、豪州、ドイツ、スペイン、シンガポール、香港で普及している ACP の教育

プログラムである Respecting Choices プログラムを本院に導入する。 
2. 対象者：MSW、看護師、医師、地域の医療従事者 

 履修期間：12 時間 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 

 Respecting Choices プログラムの公認ファシリテーターである本学教員（医師）が、

日本語版のプログラムを翻訳、改訂し実施する。 
 緩和ケアチームの医師と看護師がファシリテーターを行う。 
 初回は、米国から同プログラム開発者を招請したワークショップを実施する。 

 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
本プログラムの実施は、わが国で初めての ACP の組織的な教育プログラムであり非常に革

新的なものである。 
⇒ 「多職種 09【チーム医療のためのコミュニケーション研修】」と合同で実施 
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ユニット３：多職種連携型教育（多職種連携力）

 
多職種 12【せん妄の勉強会】 

担当者（所属）：長岡 広香（緩和ケアセンター／総合診療グループ） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
せん妄の原因をアセスメントし、可逆的かどうかの査定を行い、適切に対処することがで

きる。また、家族に適切に説明し、心理的ストレスの軽減を図る。  
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
せん妄対策チームが企画（年 3 回程度開催）する、せん妄の勉強会への参加。 
ほかに、認知症の勉強会や緩和ケアの勉強会（年 6 回程度開催：終末期にはせん妄が必発

のため）の受講も必修とする。 
 履修期間：約 1 年間（年 2 回から 3 回に分けて、受講する。） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
精神科医、緩和ケア専門医、緩和ケア認定看護師などによる講義など。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
せん妄対策チームが企画運営を行う。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
各病棟の看護師 2 名ずつ、医師も各科から 2 名程度。薬剤師も数名（服薬指導にあたるも

の）。 
  
＜評価指標＞ 
プログラム履修者の数、履修者のいる病棟数（すべての病棟に配置することを目標とする。） 
せん妄の発症率や重症化率の低下。 
せん妄チームのコンサルト数。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
年１回、精神科医師によるせん妄の多職種勉強会を実施した（以下の「『≪せん妄に気付

く≫診断と対応のポイント』勉強会」報告参照）。 
年１回の緩和ケア勉強会、年１回の ELNEC-J（看護師緩和ケア研修会）では、52 人の

医師（他の病院へ移動している人数含まず）と、15 人の看護師が受講を終了した。 
また、すべての病棟の看護師 1 名以上を緩和ケアリンクナースとし配置し、緩和ケアリ
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ユニット３：多職種連携型教育（多職種連携力）

 
多職種 12【せん妄の勉強会】 

担当者（所属）：長岡 広香（緩和ケアセンター／総合診療グループ） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
せん妄の原因をアセスメントし、可逆的かどうかの査定を行い、適切に対処することがで

きる。また、家族に適切に説明し、心理的ストレスの軽減を図る。  
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
せん妄対策チームが企画（年 3 回程度開催）する、せん妄の勉強会への参加。 
ほかに、認知症の勉強会や緩和ケアの勉強会（年 6 回程度開催：終末期にはせん妄が必発

のため）の受講も必修とする。 
 履修期間：約 1 年間（年 2 回から 3 回に分けて、受講する。） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
精神科医、緩和ケア専門医、緩和ケア認定看護師などによる講義など。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
せん妄対策チームが企画運営を行う。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
各病棟の看護師 2 名ずつ、医師も各科から 2 名程度。薬剤師も数名（服薬指導にあたるも

の）。 
  
＜評価指標＞ 
プログラム履修者の数、履修者のいる病棟数（すべての病棟に配置することを目標とする。） 
せん妄の発症率や重症化率の低下。 
せん妄チームのコンサルト数。 
 
＜事業成果等の分析＞ 

年１回、精神科医師によるせん妄の多職種勉強会を実施した（以下の「『≪せん妄に気付

く≫診断と対応のポイント』勉強会」報告参照）。 
年１回の緩和ケア勉強会、年１回の ELNEC-J（看護師緩和ケア研修会）では、52 人の

医師（他の病院へ移動している人数含まず）と、15 人の看護師が受講を終了した。 
また、すべての病棟の看護師 1 名以上を緩和ケアリンクナースとし配置し、緩和ケアリ

ンクナースに対しては、月１回の勉強会を実施した。 
せん妄患者のアセスメント強化により、事業開始時よりコンサルト依頼件数も上昇した。 

2011 年度  7 人 
2012 年度 6 人 
2013 年度 13 人 
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附属病院の医師（レジデント）・看護師・

薬剤師等、多職種の医療スタッフを対象

とした「せん妄の勉強会」を実施し、10
名（医師 9 名、事務職員 1 名）の病院ス

タッフが参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（火） ： ～ ：

場所：筑波大学附属病院 第 会議室

講師：精神神経科 佐藤 晋爾 先生

対象：医師（レジデント）・看護師・薬剤師、多職種の医療スタッフ

 

勉強会の目的

多職種の医療スタッフがともに、せん妄の診断と対応のポイントについて学び、せん妄

に適切に対処できることを目的としました。 
 

勉強会の内容

病院内では頻繁に発生しているのに、

そのことへの認知度が低いのが「せん妄」

かも知れません。「病院でせん妄はどの程

度起きていると思う？」という佐藤先生

の問いかけから、勉強会が始められまし

た。解答：ICU の患者さんの約 80％は

せん妄と言われているそうです。これに

は、参加者一同驚いた様子でした。 
それほど頻発しているのに、「せん妄」はなぜ医療者に意識されていないのでしょうか？

「ハイパーアクティブな状態の他に、それとは反対の意識状態（以下「寝ぼけたような」

と記載します）のものがあり、この寝ぼけたような状態のものは見逃されているかも知れ
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附属病院の医師（レジデント）・看護師・

薬剤師等、多職種の医療スタッフを対象

とした「せん妄の勉強会」を実施し、10
名（医師 9 名、事務職員 1 名）の病院ス

タッフが参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（火） ： ～ ：

場所：筑波大学附属病院 第 会議室

講師：精神神経科 佐藤 晋爾 先生

対象：医師（レジデント）・看護師・薬剤師、多職種の医療スタッフ

 

勉強会の目的

多職種の医療スタッフがともに、せん妄の診断と対応のポイントについて学び、せん妄

に適切に対処できることを目的としました。 
 

勉強会の内容

病院内では頻繁に発生しているのに、

そのことへの認知度が低いのが「せん妄」

かも知れません。「病院でせん妄はどの程

度起きていると思う？」という佐藤先生

の問いかけから、勉強会が始められまし

た。解答：ICU の患者さんの約 80％は

せん妄と言われているそうです。これに

は、参加者一同驚いた様子でした。 
それほど頻発しているのに、「せん妄」はなぜ医療者に意識されていないのでしょうか？

「ハイパーアクティブな状態の他に、それとは反対の意識状態（以下「寝ぼけたような」

と記載します）のものがあり、この寝ぼけたような状態のものは見逃されているかも知れ

ない」と佐藤先生から説明があり、この勉強会の重要性が参加者に認識さ

れました。 
 

意識障害は「意識がない」ではない！

「せん妄」とは、清明度は比較的保たれているが意識野が狭く、起きて

いるけれどもはっきり覚醒していない、注意力が狭まった状態を指すそう

です。せん妄は、軽度の意識障害でわかりづらい、よって、いかに気づくかがポイントに

なることが示されました。 
せん妄は、清明度が変動する特徴があ

り、日に 3 度は患者さんの様子をみるよ

うにしたいとされました。医師が行けな

い場合は、看護師が様子をみていくなど

のチームワークが、「せん妄」に気付くた

めには必要です。1 日を通した状態がわか

らないと、認知症などの他の疾患のせい

だと考え、せん妄を見過ごしてしまうこ

とがあります。 
 

注意が持続しない

せん妄と認知症の患者さんはどう違うのでしょうか？ どちらもテストに間違えること

はありますが、その間違え方が異なるそうです。「100 を逆さまに数えてもらう」のが良い

方法の一つとして示されました。せん妄の患者さんは、例えば 10 の位が変わるところやナ

ースコールの音など、何かをきっかけにして間違えが起こることが特徴です。つまり、注

意が持続しないのです。 
 

夜間のせん妄は夜間に始まらない！

 日中寝ぼけたような状態だった患者さ

んが、夕方しっかり起きたりしたら要注

意！ 認知症では「Sundown Syndrome」
が知られていますが、せん妄でも昼過ぎか

ら夕方の 3－5 時ころにすでに意識の変容

が始まっていることが多いので、これを見

逃さずに早めの対応をとることが大切であ

ることが説明されました。夜になってから

では薬が効きにくいこともあるそうです。 
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原因は一つではない

せん妄の原因は様々で、中枢神経系に問題があるなどの直接の要因のほかに、薬物の中

毒症状、アルコール依存症の退薬症状、入院や手術、ICU の夜間照明などでもせん妄にな

るそうです。 
 

心因性と即断しない！

精神科の基本は、器質的要因をまず重

視することです。器質的要因があれば、

命にかかわることもあるし、逆に治療で

きることもあります。 
器質的要因が見つからなくても、ヒス

テリーと断定してはいけないというお

話では、ヒステリーの鑑別診断について、

実演を交えた説明がありました。 
また、平常時の患者さんの意識レベル

が確認できていなければ、例え脳波などで正常下限の数値（8Hz）が出ても、「意識障害で

ははない」とは断定できないことが示されました。

 
治療は難しい

せん妄の 20％は、2 週間程度で回復しますが、回復までの期間は１週間未満から 2 か月

を超えるものまで幅広くあるそうです。回復率は、約 70％とされる報告が多いものの、せ

ん妄自体が生命予後不良因子となるため、せん妄になった患者さんはそうでない患者さん

に比べると、死亡リスクが 2 倍になるそうです。 
治療では次の方法が有効ですが、治療が難しいのも事実だそうです。 
環境調節：家に似た環境をつくる、ベッドは窓側で日光を浴びられるよう

にする、患者さんが見やすい時計やカレンダーを置く、家族を呼ぶ、など 
点滴：BUN／Cre ＞ 20 の「脱水」のお年寄りには特に有効 
 

内服薬は適量の設定が難しい

内服薬は、まずは「ほどほど」になるまで毎日こまめに用量

を変え、「ほどほど」になったら、数日から 1 週間は様子をみる。

激しい興奮状態なら用量を増やすが、落ち着いたらゆっくり減

らし、いつかは薬をやめて欲しいと述べられました。 
抗不安薬・睡眠薬として使われる BZD（ベンゾジアゼピン）

系薬剤は、それ自体がせん妄の原因になりえるので、せん妄な

らまず中止する。ただし 3 か月以上使用している場合、離脱症
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原因は一つではない

せん妄の原因は様々で、中枢神経系に問題があるなどの直接の要因のほかに、薬物の中

毒症状、アルコール依存症の退薬症状、入院や手術、ICU の夜間照明などでもせん妄にな

るそうです。 
 

心因性と即断しない！

精神科の基本は、器質的要因をまず重

視することです。器質的要因があれば、

命にかかわることもあるし、逆に治療で

きることもあります。 
器質的要因が見つからなくても、ヒス

テリーと断定してはいけないというお

話では、ヒステリーの鑑別診断について、

実演を交えた説明がありました。 
また、平常時の患者さんの意識レベル

が確認できていなければ、例え脳波などで正常下限の数値（8Hz）が出ても、「意識障害で

ははない」とは断定できないことが示されました。

 
治療は難しい

せん妄の 20％は、2 週間程度で回復しますが、回復までの期間は１週間未満から 2 か月

を超えるものまで幅広くあるそうです。回復率は、約 70％とされる報告が多いものの、せ

ん妄自体が生命予後不良因子となるため、せん妄になった患者さんはそうでない患者さん

に比べると、死亡リスクが 2 倍になるそうです。 
治療では次の方法が有効ですが、治療が難しいのも事実だそうです。 
環境調節：家に似た環境をつくる、ベッドは窓側で日光を浴びられるよう

にする、患者さんが見やすい時計やカレンダーを置く、家族を呼ぶ、など 
点滴：BUN／Cre ＞ 20 の「脱水」のお年寄りには特に有効 
 

内服薬は適量の設定が難しい

内服薬は、まずは「ほどほど」になるまで毎日こまめに用量

を変え、「ほどほど」になったら、数日から 1 週間は様子をみる。

激しい興奮状態なら用量を増やすが、落ち着いたらゆっくり減

らし、いつかは薬をやめて欲しいと述べられました。 
抗不安薬・睡眠薬として使われる BZD（ベンゾジアゼピン）

系薬剤は、それ自体がせん妄の原因になりえるので、せん妄な

らまず中止する。ただし 3 か月以上使用している場合、離脱症

状を引き起こすので漸減するとの注意がありました。 
また、患者さんがアルコール依存症の場合は、離脱せん妄のこともあります。手が震え

ているなどの症状がある場合、例外的にアルコールと交叉耐性のある催眠鎮静剤：diazepam
を用い、ビタミン B 群や葉酸の補充、補液も併行して行う、脱水にも注意するように、と

の注意がありました。 
 

多くの選択肢を持とう

患者さんの状態に沿った薬を使うために、

選択肢は多くあったほうが良いとされ、

様々な薬剤の特徴や禁忌が紹介されました

（参考文献（「せん妄の治療指針」（2005、
星和書店））。 

 
インフォームド・コンセント

認知症の患者さんの場合などは、悪くなる可能性もあるので、必ずきちんとしたインフ

ォームド・コンセントをする必要があることが述べられました。 
 

抗精神病薬の副作用などにも気を付けよう

高熱、意識障害、頻脈などの悪性症候群が起きたら、すぐに投薬を中止し、輸液をする

などの対応が必要であることも説明されました。 
アカシジア（静座不能症）は、抗うつ薬や一部の胃腸薬などでも起きる副作用で、体や

足がソワソワしたりイライラして、じっとしていられなくなります。この状態を言語化で

きない患者さんもいるので、やた

らに体位を変えたりする場合、

「足がムズムズしませんか？」な

どと聞くとよいそうです。 
また、RLS（レストレス（レッ

グ）症候群）の場合は、抗精神病

薬と真逆の薬を出す必要があり

ます。 
 

勉強会のまとめ

 軽度の意識障害「せん妄」を見つけたら ⇒
まず環境調整「家族は良いお薬」

 「脱水」がありそうなら ⇒ 点滴
 内服で睡眠・覚醒のリズムを作る。
 「心因」の罠に注意しよう！
 日中いかに目を覚まさせるかが勝負です！

「せん妄」は、病院スタッフにすらあまり認知されないまま、

多くの患者さんがかかっている意識障害です。

正しい診断や対応が、患者さんの予後不良を防ぎます

チームの力でまず「せん妄」を発見しよう！
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多職種 13【外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤に関する共通教育プロ

グラム】 
担当者（所属）：入江 佳子（総合がん診療センター外来化学療法室／看護部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
外来化学療法室における、がん化学療法に携わる多職種それぞれがお互いの専門分野を学

び、知識を共有することで連携を強化、専門的知識の向上を図り、患者に質の高い化学療

法と化学療法を受けることによる生活の変化に対するサポートの充実を図る。さらに、化

学療法の静脈注射、ミキシングを看護師、薬剤師が行えるようにトレーニングすることに

より業務の効率化を図る。このことにより各専門職がそれぞれの専門性を活かすことが可

能となり、より質の高いサービスを患者に提供することが可能となる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
化学療法の基礎（講師：医師） 
化学療法の薬理（講師：薬剤師） 
化学療法中の患者の特徴（副作用含む）と指導（講師：看護師） 
演習 1 化学療法のミキシング（薬剤師対象） 
演習 2 化学療法の静脈注射（看護師、研修医対象） 
上記すべてを履修することに加え、ミキシング、静脈注射に関しては OSCE に合格するこ

とが修了要件である。 
 履修期間： 3 日間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
がん治療を専門とする医師、及び外来化学療法室における看護を熟知した、認定看護師や

専門看護師、薬剤師が中心となり、教育プログラムを作成、実施、評価を行う。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
なし 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
5～10 名程度/年 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 

 患者待ち時間の調査 
 認定を受けた職員の満足度調査 
 プログラム修了者数 
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 患者満足度 
 副作用出現率及びそれに対する対処の適切性 

 
＜事業成果等の分析＞ 
待ち時間調査の結果では、合計待ち時間平均値 2012 年度 45.02 分→2013 年度 52.11 分

と長くなる傾向が見られたが、患者数の増加とミキシングにかかる時間が 16.2 分→20.53
分と長くなる傾向があったことが要因と考えられる。しかし、穿刺待ちの時間は 20.12 分

→16.54 分と短縮傾向であり t 検定において有意差が見られた。 
 
 CIN（Chemotherapy Infusion Nurse：抗がん剤静脈注射看護師）の院内認定コース受

講者はこれまでに 6 名であり、うち 4 名が CIN 認定を受け活動している。また、がん看護

専門看護師、およびがん化学療法看護認定看護師各 1 名を含め、現在 6 名が CIN 認定を受

け、現在 5 名が外来化学療法室で活動している。CIN として活動しているスタッフの反応

としては、専門性が高いスキルを身につけられ、モチベーションの向上や学習意欲の向上

などを評価している。 
 患者満足度調査においても、外来での治療における安心感や穿刺技術を高く評価する結

果が得られており、また血管外漏出の発生が少ないことやインフュージョンリアクショ

ン・薬剤過敏反応などが起こった場合にも適切に対処し重篤な症例は発生していない。以

上のことから、看護師のスキルアップが患者のケアの質向上につながっていると考えるの

で、継続した教育を行っていくことが必要であると考える。 
 薬剤師対象の研修に関しては、業務内での OJT により行われており、徐々にスキルが向

上してきているので、今後も待ち時間短縮も含め継続した教育が必要であると考える。 
 患者満足度調査のコメントや患者からの反応として、入院中の治療の苦痛が多く挙げら

れている。今後はレジデントを含む、医師の抗がん剤静脈注射のスキルを向上できるよう

な取り組みが求められる。また、入院中の治療において血管外漏出の発生に気づかれてい

ないケースも数例あるため、院内全体の血管外漏出対応の教育が必要であると考える。 
 
CIN 導入による効果ならびに患者満足度調査の詳細は、「４．4-1 チーム 06【外来化学療法

チーム】」を参照。 
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多職種 14【摂食嚥下研修】 
担当者（所属）：岩部 博子（病態栄養部 栄養管理室） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
摂食嚥下にかかわるスタッフは非常に多いが、基礎的な知識や技術を習得することなく実

務にあたっていることも多い。そこで、摂食嚥下を専門とする言語聴覚士や摂食嚥下認定

看護師等により看護師、看護補助者、医師、ボランティアスタッフなどを対象に幅広く教

育を行い、摂食嚥下に関する知識、技術を共有し、それらに関連する医療の質の向上を図

る。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 摂食嚥下に関連する解剖学、生理学 
 摂食障害、嚥下障害の病態生理学 
 食品物性評価、食形態ガイドライン 
 嚥下困難患者に対するアプローチ、食事介助の手法 

以上の講義、演習を含めた 2 日コースの受講。 
 履修期間：2 日間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
摂食嚥下障害認定看護師養成課程を持つ茨城県立医療大学と協力して、多職種により行わ

れる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
具体的な教育内容は茨城県立医療大学と連携して、作成する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
80 人 
  
＜評価指標＞ 

 嚥下訓練食の活用度 
 喫食率 
 誤嚥性肺炎発生率 

  
＜事業成果等の分析＞ 
評価指標に基づく成果分析については、「４．4-1 チーム 11【摂食・嚥下サポートチーム】」

参照  
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多職種 14【摂食嚥下研修】 
担当者（所属）：岩部 博子（病態栄養部 栄養管理室） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
摂食嚥下にかかわるスタッフは非常に多いが、基礎的な知識や技術を習得することなく実

務にあたっていることも多い。そこで、摂食嚥下を専門とする言語聴覚士や摂食嚥下認定

看護師等により看護師、看護補助者、医師、ボランティアスタッフなどを対象に幅広く教

育を行い、摂食嚥下に関する知識、技術を共有し、それらに関連する医療の質の向上を図

る。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 摂食嚥下に関連する解剖学、生理学 
 摂食障害、嚥下障害の病態生理学 
 食品物性評価、食形態ガイドライン 
 嚥下困難患者に対するアプローチ、食事介助の手法 

以上の講義、演習を含めた 2 日コースの受講。 
 履修期間：2 日間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
摂食嚥下障害認定看護師養成課程を持つ茨城県立医療大学と協力して、多職種により行わ

れる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
具体的な教育内容は茨城県立医療大学と連携して、作成する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
80 人 
  
＜評価指標＞ 

 嚥下訓練食の活用度 
 喫食率 
 誤嚥性肺炎発生率 

  
＜事業成果等の分析＞ 
評価指標に基づく成果分析については、「４．4-1 チーム 11【摂食・嚥下サポートチーム】」

参照  

多職種 15【急性期リハビリテーション、離床に関する多職種合同研修会】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
チーム医療を円滑に推進するためには、職種間での業務内容を把握した上で、専門性を発

揮することが有用である。本教育プログラムでは各職種の持つ専門的知識を共有すること

により、最適なリハビリテーション、安全な離床を行うことを目的とする。各専門職の知

識を得ることにより患者の評価の幅が広がり、また、円滑なコミュニケーションにも繋が

る。  
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
院内研修および、各部門での研修を実施する。 
自分の専門以外のリハビリテーションに関する研修を受講し、すべて受講すると修了とな

る。 
医師：医学的な問題に関して教授する。 
看護師：モニタリング、ラインやドレーンの取り扱いに関して教授する。 
リハビリテーションスタッフ：筋力の評価、具体的な介助法に関して教授する。 

 履修期間：おおむね数日程度 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
急性期を専門とする医師、看護師、リハビリテーションの専門職により行われる。PT・OT・
ST の養成課程を有する茨城県立医療大学とも連携し、教育内容の検討を行う。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
プログラムは急性期領域に関わるすべてのスタッフを対象にする。  
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
急性期病棟に関わる職員 80 名程度 
  
＜評価指標＞ 
人工呼吸器装着日数 
リハビリテーション部門へのコンサルテーション数 
車椅子乗車までの期間 
転倒、転落の減少 
職員の満足度評価 
患者・家族の満足度評価 
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＜事業成果等の分析＞ 
現在周術期を主に担当する療法士３名と心臓内科を担当する療法士２名がBLS:一次救命

処置(Basic Life Support)の研修を受講済みである。来年度も引き続き、BLS 研修の受講者

を増やし、急性期リハビリテーション中の事故を未然に防ぐよう努める。 
人工呼吸器装着日数や離床までの期間、ICU 滞在日数にどの程度関与できたかは、客観

的な数値を示すことはできない。但し、看護ケアの一員としての認識度は確実に上がって

いる。日によって違いはあるが、ICU の 20 から 30％、HCU の 50％以上にリハビリテー

ションが介入している。 
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＜事業成果等の分析＞ 
現在周術期を主に担当する療法士３名と心臓内科を担当する療法士２名がBLS:一次救命

処置(Basic Life Support)の研修を受講済みである。来年度も引き続き、BLS 研修の受講者

を増やし、急性期リハビリテーション中の事故を未然に防ぐよう努める。 
人工呼吸器装着日数や離床までの期間、ICU 滞在日数にどの程度関与できたかは、客観

的な数値を示すことはできない。但し、看護ケアの一員としての認識度は確実に上がって

いる。日によって違いはあるが、ICU の 20 から 30％、HCU の 50％以上にリハビリテー

ションが介入している。 
 
  

多職種 16【非がんに対する緩和ケア教育】 
担当者（所属）：長岡 広香（緩和ケアセンター／総合診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
基本的な緩和ケアの理論、アセスメント、マネージメントの実際などを学習することで主

治医や病棟スタッフが、非がんの患者に対しても緩和ケアの実践を行うことができる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
緩和ケア研修会（既存の PEACE 緩和ケア研修会）への参加。 
年 2～3 回の緩和ケア勉強会への参加。 

 履修期間：緩和ケア研修会は 2 日間コースへ参加。 
年 2 回の緩和ケア研修会への参加。この両者をもって修了要件とする。 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
緩和ケア医、緩和ケア認定看護師、専門看護師による研修会、勉強会の開催。 
緩和ケア勉強会も、緩和ケアチームにより主催。 
場合によっては他院の緩和ケア医や看護師へ講義を依頼することもある。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
すでに全国で開催されている、がん患者に対する緩和ケア研修会（PEACE）に準拠する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師：腫瘍医以外の医師で、各科から 2 名程度。 
看護師：各病棟から 2 名程度。 
  
＜評価指標＞ 
教育プログラム受講者数、医療従事者への学習達成度等アンケート調査、患者の満足度調

査結果 
 
＜事業成果等の分析＞ 
「緩和ケア研修会」を年１回開催し、全体で 52 名の医師が受講を終了した。非がんの診

療科の医師（講師）の参加はまだないが、研修医は３名が受講した（以下の平成 24 年度の

「がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール」勉強会報告を参照）。 
「終末期のケアの勉強会」についても年１回開催し、医師６名、看護師３名が受講した。 
リウマチ膠原病内科、神経内科、脳外科の医師、病棟看護師に対し、緩和ケア勉強会、

緩和ケアマニュアルの説明、看取りのケア勉強会を診療科別に個別に実施した結果、３つ

の診療科の講師、看護師にはほぼご参加いただくことができ、着実に取組みが進んでいる。 
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チーム医療教育プログラム「非がんに対する緩和ケア勉強会」

「がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール」

勉強会を実施しました

 
多職種の医療スタッフを対象とした疼痛コ

ントロール勉強会を実施し、計 19 名の職員

が参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（火）

： ～ ：

テーマ：がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール

場所：筑波大学附属病院 第１会議室

対象：筑波大学附属病院の医師、看護師、薬剤師、多職種の医療スタッフ

 

研修会の目的

疼痛コントロールの基本について、多職種の医療スタッフが学習することで、緩和ケア

の実践に結び付けることを目的としました。 
 

研修会の内容

節電の関係で冷房が切れた会議室の中、参加者全員汗

だくになりながらも、熱気あふれる勉強会が実施されま

した。参加者数の職種ごと

内訳は、医師：7 名、看護

職：10 名、事務系職員：2
名でした。 

 
 一昔前までは、疼痛コン

トロール  ⇒  末期がん患

者、というイメージが強か

がん、非がんの患者

に対する

疼痛コントロール
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チーム医療教育プログラム「非がんに対する緩和ケア勉強会」

「がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール」

勉強会を実施しました

 
多職種の医療スタッフを対象とした疼痛コ

ントロール勉強会を実施し、計 19 名の職員

が参加しました。 
 
日時：平成 年 月 日（火）

： ～ ：

テーマ：がん、非がんの患者に対する疼痛コントロール

場所：筑波大学附属病院 第１会議室

対象：筑波大学附属病院の医師、看護師、薬剤師、多職種の医療スタッフ

 

研修会の目的

疼痛コントロールの基本について、多職種の医療スタッフが学習することで、緩和ケア

の実践に結び付けることを目的としました。 
 

研修会の内容

節電の関係で冷房が切れた会議室の中、参加者全員汗

だくになりながらも、熱気あふれる勉強会が実施されま

した。参加者数の職種ごと

内訳は、医師：7 名、看護

職：10 名、事務系職員：2
名でした。 

 
 一昔前までは、疼痛コン

トロール  ⇒  末期がん患

者、というイメージが強か

がん、非がんの患者

に対する

疼痛コントロール

ったようですが、現在増加している高齢化に伴う病気には、完治しないものが多いため、

がん以外の病気でも、痛みをコントロールすることが重要になってきています。欧米では、

緩和ケア対象者の半分程度が非がんの患者さんだそうです。 
今回の勉強会は、緩和ケアセンターの木澤副部長が講師です。緩和ケアは、がんであっ

ても非がんであっても基本的には変わらないことから、今回のテーマとなったそうです。 
具体的な症例を基に、①痛みの評価、②薬、③薬以外のケア、の３つについて、参加者

からも意見を求めながら話されました。 
 

痛みの評価は曇りのない目で （☆ ☆）

がんの患者さんでも、痛みが別の原因（例えば、盲腸）か

らくることもあるので、痛みのアセスメントは曇りのない目

で見る必要があることが、まず説明されました。 
痛みがあると、その強さに関心が向きがちですが、それだ

けでなく、痛みの性質（どのような痛みなのか？）や、痛み

のパターン（どんな時に痛むのか？）など、複眼的にみて評

価することの大切さが述べられました。 
神経学的な分類では、下図のように侵害受容性疼痛（内臓

痛、体性痛）と神経障害性疼痛に分けられ、それぞれでどの

ような痛みかが異なるそうです。 
 

図．痛みの分類

 
痛みによって日常生活が障害されているようなら、すぐにケアが必要な

ので、まず「何の痛みなのか」あたりを付けそれによりケアを開始し、

検査や適切と思われる薬を使ってみた結果により、また対応していくこ

とになるそうです。 

知らずに使っている 薬の有効時間

分 類 痛 み 治療の特徴

侵害受容性疼痛

内臓痛
局在があいまいで、ズーンと

鈍い痛み

オピオイドが効きやすい

体性痛
局在のはっきりした、ズキッ

とする明瞭な痛み

頓用薬が必要となることが多い

神経障害性疼痛
しびれる、電気が走るような

ジンジンする痛み

オピオイドが効きにくく、鎮痛

補助薬が必要になることが多い
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薬についてのセッションは、まず「ロキソプロフェンの Tmax（最高血

中濃度到達時間）は？（血中濃度）半減期は？」という質問から始まりま

した。睡眠導入剤を使う際には気にするこうした情報も、鎮痛薬だと、意

外と知らずに使われている例があるそうです。 
慢性の痛みには、どういう薬が適切なのか、薬の特徴を知っていなけれ

ば選べません。例えば、ロキソプロフェンでは、Tmax は 30 分と短いの

ですぐ効く一方、半減期も 75 分と短く、慢性の痛みには一日に三食飲ん

でも痛む時間帯ができてしまいます。「それでいいの？」との木澤先生の問いかけで、疼痛

の種類により薬剤を選ばなければ痛みは抑えられないことを学びました。 
薬の特徴や副作用を理解した上で、投薬治療を始めることの重要性が強調された後に、

実際に薬を使う場合には、WHO（世界保健機関）の三段階除痛ラダー（下図）に沿って、

痛みの強さに応じた薬を選択することが推奨されました。まず NSAIDs（非ステロイド性

消炎鎮痛薬）の副作用の少ない薬から始め、効果が十分でなければ、オピオイド（≒麻薬）

を副作用を抑える薬と一緒に、効果と副作用のバランスをみながら追加する。退院時など

には、痛みが悪化した時の次の手段（レスキュー・ドーズ）を用意し、患者さんにも伝え

ておくことで、患者さんが自ら痛みをコントロールできると述べられました。 
ただし、日本でオピオイドを投薬しようとすると、非がんでは４種類の選択肢しかなく

（欧米では何でも使

えるそうです）、さら

に中毒などの心配か

ら、投薬がためらわれ

ることもあるそうで

す。痛みがあるときは、

麻薬独特の快感など

が得られないので、中

毒にはならないとい

うことが、よく理解さ

れていないことがあ

るようです。実際に、

木澤先生の経験から

も、麻薬中毒になる疼

痛患者さんは、まずい

ないそうです。慢性疼

痛の場合、こうした誤

解をとき、適切に薬を

使うことも患者さん

三段階除痛ラダー（ 方式）

日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会編集 
『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン（2010 年版）』より転載 
（http://www.jspm.ne.jp/guidelines/pain/2010/chapter02/02_03_03.php） 
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薬についてのセッションは、まず「ロキソプロフェンの Tmax（最高血

中濃度到達時間）は？（血中濃度）半減期は？」という質問から始まりま

した。睡眠導入剤を使う際には気にするこうした情報も、鎮痛薬だと、意

外と知らずに使われている例があるそうです。 
慢性の痛みには、どういう薬が適切なのか、薬の特徴を知っていなけれ

ば選べません。例えば、ロキソプロフェンでは、Tmax は 30 分と短いの

ですぐ効く一方、半減期も 75 分と短く、慢性の痛みには一日に三食飲ん

でも痛む時間帯ができてしまいます。「それでいいの？」との木澤先生の問いかけで、疼痛

の種類により薬剤を選ばなければ痛みは抑えられないことを学びました。 
薬の特徴や副作用を理解した上で、投薬治療を始めることの重要性が強調された後に、

実際に薬を使う場合には、WHO（世界保健機関）の三段階除痛ラダー（下図）に沿って、

痛みの強さに応じた薬を選択することが推奨されました。まず NSAIDs（非ステロイド性

消炎鎮痛薬）の副作用の少ない薬から始め、効果が十分でなければ、オピオイド（≒麻薬）

を副作用を抑える薬と一緒に、効果と副作用のバランスをみながら追加する。退院時など

には、痛みが悪化した時の次の手段（レスキュー・ドーズ）を用意し、患者さんにも伝え

ておくことで、患者さんが自ら痛みをコントロールできると述べられました。 
ただし、日本でオピオイドを投薬しようとすると、非がんでは４種類の選択肢しかなく

（欧米では何でも使

えるそうです）、さら

に中毒などの心配か

ら、投薬がためらわれ

ることもあるそうで

す。痛みがあるときは、

麻薬独特の快感など

が得られないので、中

毒にはならないとい

うことが、よく理解さ

れていないことがあ

るようです。実際に、

木澤先生の経験から

も、麻薬中毒になる疼

痛患者さんは、まずい

ないそうです。慢性疼

痛の場合、こうした誤

解をとき、適切に薬を

使うことも患者さん

三段階除痛ラダー（ 方式）

日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン作成委員会編集 
『がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン（2010 年版）』より転載 
（http://www.jspm.ne.jp/guidelines/pain/2010/chapter02/02_03_03.php） 

の QOL の改善のために重要とされました。 
 

薬での緩和に限界はあっても、ケアの工夫には限界がない！

最後に、薬以外にも、人とのふれあい、睡眠、リラックス、マッサージなど、痛みを和

らげるケアが多くあることが示され、薬にはそれぞれに効果の限界があるが、ケアには限

界がないとされました（だからこそ、疼痛のケアは大変な仕事ともいえます）。 
痛みを伝えることは、患者さ

んにとって自分のネガティブな

側面に向き合わなければならな

いことでもあり、簡単ではないこ

とが説明された後、ケアの工夫が

できることを伝えることで、患者

さんを救うこともできるという

お話しで、勉強会が締めくくられ

ました。 
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多職種 17【血管造影シミュレーションを用いたメディカルスタッフの教育】 
担当者（所属）：中居 康展（脳神経外科診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
血管内治療は低侵襲医療として近年急速に発展、普及してきたが、その進歩に対応するた

め、医師だけでなく、看護師・診療放射線技師・臨床工学技師などで構成される医療チー

ムの教育が課題となってきた。そこで血管造影シミュレーターを用いた、血管内治療教育

プログラムを企画した。実際に行われている手技をシミュレーターで体験することによっ

て、単なる座学では学べない実践的手技を医師以外の職種が実際に自ら体験することが可

能となり、治療についてより深く理解することでより効果的な多職種連携が可能となる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
血管造影・血管内治療シミュレーションハンズオンコースの受講。 

 履修期間：1 日（年 4 回実施） 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
脳神経外科・循環器内科・放射線診断・IVR 科の指導医、血管造影について専門的知識を

持つ看護師・診療放射線技師・臨床工学技士によって構成する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
診断・治療手技教育のために血管造影シミュレーター(Vascular Intervention Simulation 
Trainer : VIST)を積極的に運用する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
10 名 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
シミュレーターを用いて、治療チームの習練度について指導者が到達度評価を行う。 
 
＜事業成果等の分析＞ 

チーム医療の重要な骨子は自身の職域だけを行っていれば良いという考えでなく、他職

種が行っている行為についても、自身が行っているかのように感じ、共感し、学習し、ま

た共感することによりお互いの信頼と協働が生まれ、そこにシナジー効果が発揮され患者

の利益につながる。今回、シミュレーター研修を行うことで普段、コメディカルが行うこ

とのできない医療行為を実際に経験し、手技方法、医師の配慮点や希望していることなど

が発見でき、実際の手技の際にも、こういう場面ではこのようにアシストすれば円滑に手
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多職種 17【血管造影シミュレーションを用いたメディカルスタッフの教育】 
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＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
診断・治療手技教育のために血管造影シミュレーター(Vascular Intervention Simulation 
Trainer : VIST)を積極的に運用する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
10 名 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
シミュレーターを用いて、治療チームの習練度について指導者が到達度評価を行う。 
 
＜事業成果等の分析＞ 

チーム医療の重要な骨子は自身の職域だけを行っていれば良いという考えでなく、他職

種が行っている行為についても、自身が行っているかのように感じ、共感し、学習し、ま

た共感することによりお互いの信頼と協働が生まれ、そこにシナジー効果が発揮され患者

の利益につながる。今回、シミュレーター研修を行うことで普段、コメディカルが行うこ

とのできない医療行為を実際に経験し、手技方法、医師の配慮点や希望していることなど

が発見でき、実際の手技の際にも、こういう場面ではこのようにアシストすれば円滑に手

技が行えるのではという違った目線で参加できるようになったという成果を実感した。ま

た、チームでの協働は自院での多職種協働に加え他施設との協働ネットワークの確立も必

要不可欠だと考える。実際に自院で行っている行為が多院ではより優れていたり、合理化

されていたりと気づかされることも多い。今回のプログラムではその観点からみても、聖

隷浜松病院、土浦協同病院など他施設からの参加もみられた。これらのプログラムの評価

は定性評価で効果的であったということになるが、インターベンションエキスパートナー

ス試験直前勉強会参加者の試験合格率は 100% (4/4名)という定量的な成果も得た（以下の

平成 24 年度の「インターベンションエキスパートナース試験直前勉強会」報告を参照）。 
 
 

 
「頭部血管造影のカテーテル手技をシミュレーターを用い体験する」研修会の様子 
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「インターベンションエキスパートナース試験直

前勉強会」を実施し、院内外から 6 名の看護師（附

属病院 4 名、関連病院 2 名）が参加しました。 
 

日時：平成 年 月 日（日） ： ～ ：

場所：筑波大学附属病院 地域医療システム研究棟遠隔教育討議室

対象：附属病院ならびに関連病院の医療関係者

 

勉強会の目的

同じ目標を持つ者同士が互いの知識

を高め、より良い血管造影室看護の実

践を目指しました。 
 

勉強会の内容

筑波大学附属病院看護部 梅津努・安島良輝子の両看護師（日本 IVR（インターベンショ

ン ラジオロジー）学会認定 IVR 看護師）の進行で、勉強会が始められました。院内外から、

3 月 16 日の第 1 回インターベンションエキスパートナース（以下、INE）試験の受験を控

える皆さんが参加されました。 
 

インターベンションエキ

スパートナースとは？

インターベンションでは、

心臓、血管、肝臓、脳、消化

器、泌尿器などの病気に対し

て、主に皮膚に開けた小さな

穴からカテーテルを血管に

挿入して治療を行います。他

の治療法と比べて患者さん

の負担が少ないことなどか筑波大学附属病院「けやき棟」紹介パンフレットより
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対象：附属病院ならびに関連病院の医療関係者

 

勉強会の目的

同じ目標を持つ者同士が互いの知識

を高め、より良い血管造影室看護の実

践を目指しました。 
 

勉強会の内容

筑波大学附属病院看護部 梅津努・安島良輝子の両看護師（日本 IVR（インターベンショ

ン ラジオロジー）学会認定 IVR 看護師）の進行で、勉強会が始められました。院内外から、

3 月 16 日の第 1 回インターベンションエキスパートナース（以下、INE）試験の受験を控

える皆さんが参加されました。 
 

インターベンションエキ

スパートナースとは？

インターベンションでは、

心臓、血管、肝臓、脳、消化

器、泌尿器などの病気に対し

て、主に皮膚に開けた小さな

穴からカテーテルを血管に

挿入して治療を行います。他

の治療法と比べて患者さん

の負担が少ないことなどか筑波大学附属病院「けやき棟」紹介パンフレットより

ら、近年注目されている治療法の一つです。

INE は、インターベンションの専門知識と看

護技術を兼ね備えたエキスパートに認定され

る資格で、“患者の皆様が最適なインターベン

ションを安心して受けられる”という目標にむ

かう看護師から目指される資格でもあります。 
 

熱気あふれる勉強会 
前半は解剖や治療手技の講義を中心に進行し、後半は出題想定問題を解いてゆくという

スタイルでした．参加者が皆、同じ分野に精通していたこともあり、終了予定時刻を過ぎ

た 18 時まで、参加者の意気込みが感じられる真剣なディスカッションが展開されました．

質問には、メールアドバイザー

のお一人の高橋信幸先生（筑波

大学附属病院 放射線診断・IVR
グループ）にご協力いただき、

当日の夜には詳細な解説が参加

者へメール送信されました（質

問と解説の一部を掲載します）． 
参加者のうち 4 名がインター

ベンションエキスパートナース

認定試験に臨みました． 
 

 
 
 
 
 
  

質問①

肺と肝の解剖について教えてください。

解説

肺と肝臓はとても似ている臓器です。
栄養血管（臓器そのものを維持するための血管）
が気管支動脈であり肝動脈で、肺動脈と門脈が機
能血管（臓器を働かせるための血管）です。
（肺では）気管支動脈と肺動脈が伴奏し、（肝臓
では）肝動脈と門脈が伴奏しています。

質問②

は、大腸癌の標準治療の１つと考えて
いいでしょうか。

解説

大腸癌にはまず手術を考慮します。
大多数の方にポートを入れるわけではな
く、転移症例だけということを考えると、
標準治療とは言えないかも知れません。

後日、 試験を受験した 名から、

『全員合格』のうれしいお知らせが届きました！

地域医療での皆さんの活躍が益々楽しみな、

インターベンションエキスパートナース

試験直前勉強会でした
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多職種 18【DPC 教育プログラム、DPC 専門プログラム】 
担当者（所属）：澤邊 康利（病院総務部 医事課） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
複雑で高度な知識を要する DPC について、医師や事務職員へ適切な教育を実施して、質の

向上を図る。また、より精度の高い診療報酬請求を実施するために、DPC の専門的な知識

を養い適正な DPC コーディングを習得することを目的とする。この教育を実施することに

より、効率よく知識を得ることができ、特に医師の DPC に関する事務的負担を軽減するこ

とが期待できる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
履修方法 DPC 研修会・勉強会の定例開催および講習会への参加。 
修了要件 レポートの提出による。 

 履修期間：約１年間 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
継続的・定期的に研修会や診療グループ単位での勉強会の開催、外部講師による講習会を

行う。また、医事課を中心として、現在のトピックス、変化点などの講義を開催する。ま

た、PFI 事業の SPC と連携して、より実践的なものとする 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
専門プログラムを履修した者をインストラクターに任命して、教育プログラムを実践する

ための循環型教育を実施する。このことでより知識と理解が深まり実践に移すことができ

る。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
DPC に携わる関係者 病棟担当診療情報管理士 1 名以上 事務職員 医事課全員 
医師 診療グループ 1 名以上 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
チームによる自己評価や診療報酬の請求金額の変化により成果等を分析する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
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行う。また、医事課を中心として、現在のトピックス、変化点などの講義を開催する。ま

た、PFI 事業の SPC と連携して、より実践的なものとする 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
専門プログラムを履修した者をインストラクターに任命して、教育プログラムを実践する

ための循環型教育を実施する。このことでより知識と理解が深まり実践に移すことができ

る。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
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チームによる自己評価や診療報酬の請求金額の変化により成果等を分析する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
 

 
 
チームにより、適正なコーディングの結果、表のように増収が図れており、適正なコーデ

ィングをしなければ、これだけの増収はなかったことになる。 
 
適正なコーディングを全員ができれば、この表の数字は０に近づくことになり、それが理

想ではあるが、現在では、適正なコーディングができているとは言い難いと判断できる。 
 
今後は、医師などへの勉強会など多職種を対象としたプログラムを作成し、適正なコーデ

ィングができること、医師補助者などの人材教育を実施していきたい。 
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多職種 25【造血幹細胞移植勉強会】 
担当者（所属）：横山 泰久（血液内科診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
長期間にわたる造血幹細胞移植の経過についての理解を深めるために、講義形式または討

論型・参加型の勉強会を開催し、移植の全体の流れを把握し、個々の症例への対応に還元

できるようにする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
年 4 回開催の勉強会に参加する。内容は以下を予定している。 
第 1 回：造血細胞移植の対象疾患、移植前処置 
第 2 回：造血幹細胞移植の種類と造血幹細胞輸注、生着前の合併症 
第 3 回：免疫抑制剤と GVHD 
第 4 回：生着後の合併症 

 履修期間：各回 1 時間程度、年 4 回。 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
血液内科専門医、造血細胞移植学会の講習を受けた看護師等による講義 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
具体的なスケジュールは今後、発表予定 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 10 名 
移植病棟看護師 20 名 
関連各科・部署から各 2 名 
  
＜評価指標＞ 
受講者への造血幹細胞移植についての理解度調査 
 
＜事業成果等の分析＞ 
造血細胞移植への理解を深めるため、看護師や理学療法士、臨床心理士など移植医療にか

かわる職種を対象に、勉強会を開催した。平成 25 年度には、移植のみでなく、各疾患につ

いても勉強したいとの要望があり、疾患各論も含めるため開催回数を増やした。 
3 者択一の設問形式により造血細胞移植についての理解度調査を行ったところ、正答率は

98%であり、非常に深い理解が得られていた。理解が深まったかどうかのアンケートには、
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多職種 25【造血幹細胞移植勉強会】 
担当者（所属）：横山 泰久（血液内科診療グループ） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
長期間にわたる造血幹細胞移植の経過についての理解を深めるために、講義形式または討

論型・参加型の勉強会を開催し、移植の全体の流れを把握し、個々の症例への対応に還元

できるようにする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
年 4 回開催の勉強会に参加する。内容は以下を予定している。 
第 1 回：造血細胞移植の対象疾患、移植前処置 
第 2 回：造血幹細胞移植の種類と造血幹細胞輸注、生着前の合併症 
第 3 回：免疫抑制剤と GVHD 
第 4 回：生着後の合併症 

 履修期間：各回 1 時間程度、年 4 回。 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
血液内科専門医、造血細胞移植学会の講習を受けた看護師等による講義 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
具体的なスケジュールは今後、発表予定 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
医師 10 名 
移植病棟看護師 20 名 
関連各科・部署から各 2 名 
  
＜評価指標＞ 
受講者への造血幹細胞移植についての理解度調査 
 
＜事業成果等の分析＞ 
造血細胞移植への理解を深めるため、看護師や理学療法士、臨床心理士など移植医療にか

かわる職種を対象に、勉強会を開催した。平成 25 年度には、移植のみでなく、各疾患につ

いても勉強したいとの要望があり、疾患各論も含めるため開催回数を増やした。 
3 者択一の設問形式により造血細胞移植についての理解度調査を行ったところ、正答率は

98%であり、非常に深い理解が得られていた。理解が深まったかどうかのアンケートには、

全員が「大きく深まった」または「やや深まった」と答えており、勉強会への参加によっ

て知識が向上したという実感が得られていると考えられた。 
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ユニット４：専門能力向上教育（専門能力拡大・向上）

 
専門 01【メディカル・クラーク養成プログラム】 

担当者（所属）：小澤 裕美子（病院総務部 総務課） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
メディカル・クラークの医療に対する知識を高め、事務スキルの向上を行うことで、より

効果的に医師の事務作業を軽減でき、そのことで医師の勤務状況が改善し、患者への安全

で質の高い医療サービスが維持できる。 さらに、これまでの研修、経験を生かして当院独

自のメディカル・クラーク養成講座を開発し、地域医療機関からの研修者を受け入れるこ

とで、地域医療に貢献する。   
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
[1] 日本病院会の「医師事務作業補助者コース」14h＋院内講習 3h、又は医師または外部講

師を招聘した院内講習会 17h を受講。 [2] 15h の実務研修、又はレポート提出。 ([1][2]
合わせて 32h 以上) 上記両者を終了し、かつ実務経験 2 年以上のものを「上級メディカル・

クラーク」として認定する。 ・上級メディカル・クラークは、新人研修会を企画運営し、

最終的に当院独自のメディカル・クラーク養成講座を立ち上げる。 
 履修期間：約１年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
当院医師を活用するほか、他病院にてメディカル・クラークの指導にあたっている者、診

断書を取り扱う保険会社の職員などの外部講師を活用する。また、上級メディカル・クラ

ークに認定された者が中心となって新人研修を行い、当院独自のメディカル・クラーク養

成講座を作成する。   
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
医師はじめ当院の全職員研修を総括する総合臨床教育センターが中心となってプログラム

の運営を行う。当院は、メディカル・クラークを 12 名擁し、診療報酬改定とチーム医療セ

ミナーや医師業務作業補助のシンポジウム等での発表を行うなど、以前よりメディカル・

クラークの教育に力を注いでおり、独自のメディカル・クラーク養成講座を作成する土台

を有している。   
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
12 名 
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ユニット４：専門能力向上教育（専門能力拡大・向上）

 
専門 01【メディカル・クラーク養成プログラム】 

担当者（所属）：小澤 裕美子（病院総務部 総務課） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
メディカル・クラークの医療に対する知識を高め、事務スキルの向上を行うことで、より

効果的に医師の事務作業を軽減でき、そのことで医師の勤務状況が改善し、患者への安全

で質の高い医療サービスが維持できる。 さらに、これまでの研修、経験を生かして当院独

自のメディカル・クラーク養成講座を開発し、地域医療機関からの研修者を受け入れるこ

とで、地域医療に貢献する。   
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
[1] 日本病院会の「医師事務作業補助者コース」14h＋院内講習 3h、又は医師または外部講

師を招聘した院内講習会 17h を受講。 [2] 15h の実務研修、又はレポート提出。 ([1][2]
合わせて 32h 以上) 上記両者を終了し、かつ実務経験 2 年以上のものを「上級メディカル・

クラーク」として認定する。 ・上級メディカル・クラークは、新人研修会を企画運営し、

最終的に当院独自のメディカル・クラーク養成講座を立ち上げる。 
 履修期間：約１年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
当院医師を活用するほか、他病院にてメディカル・クラークの指導にあたっている者、診

断書を取り扱う保険会社の職員などの外部講師を活用する。また、上級メディカル・クラ

ークに認定された者が中心となって新人研修を行い、当院独自のメディカル・クラーク養

成講座を作成する。   
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
医師はじめ当院の全職員研修を総括する総合臨床教育センターが中心となってプログラム

の運営を行う。当院は、メディカル・クラークを 12 名擁し、診療報酬改定とチーム医療セ

ミナーや医師業務作業補助のシンポジウム等での発表を行うなど、以前よりメディカル・

クラークの教育に力を注いでおり、独自のメディカル・クラーク養成講座を作成する土台

を有している。   
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
12 名 
  

＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 
上級メディカル・クラークの認定者数 ５名 → 研修プログラム修了者 ８名  
上級メディカル・クラークの設置フロア数 → ５フロア  
メディカル・クラークに対する医師の満足度調査 
→ 病棟医長 10 名、レジデント 23 名からアンケートの回答を得た。アンケート集計結果

は以下の別紙参照。  
 
＜事業成果等の分析＞ 

今回の事業で院内のメディカル・クラークの３２時間の研修プログラムが確立し、受講

修了者を８名輩出できた。受講修了者は３２時間研修修了者として、医師事務作業補助者

の加算の対象になる。また、今回認定された上級メディカル・クラークの中から今後は新

人研修を担当していただく者を出す予定となっている。 
今後３２時間講習を行うことで、 

・当院においては新人研修プログラムとして受講し、現場のメディカル・クラークの質の

向上を図る 
・HP 上にプログラム内容を公開し、需要に応じて他院の医師事務作業補助者の育成を受け

入れ、地域医療に貢献する 
ことが可能となった。 

今回の事業期間内には他院からの医師事務作業補助者の研修の受け入れはなかったが、

HP 上にプログラムを載せることは出来たので、今後需要があれば、研修を行う体制ができ

た。今後毎年３～９月に研修を行っていく予定である。 
 

また、今回の事業にて院内のメディカル・クラークが８名研修を受講した。医師の満足

度調査の結果、院内のメディカル・クラークの質の向上が図れたと考える。今後新人研修

として全員が受講することで、更なる質の維持・向上を図っていく。 
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別紙

病棟医長へのアンケート（回答者数： ）

 
 

 
 
  

とても軽減さ

れている 
60% 

まあ軽減され

ている 
40% 

あなた自身の事務作業はメディカル・クラーク 
配置により軽減されていますか？ 

とても軽減され

ている 
50% 

まあ軽減されて

いる 
40% 

レジデント 
いない 
10% 

あなたからみてレジデントの事務作業はメディカル・ 
クラーク配置により軽減されていると感じますか？ 
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別紙

病棟医長へのアンケート（回答者数： ）

 
 

 
 
  

とても軽減さ

れている 
60% 

まあ軽減され

ている 
40% 

あなた自身の事務作業はメディカル・クラーク 
配置により軽減されていますか？ 

とても軽減され

ている 
50% 

まあ軽減されて

いる 
40% 

レジデント 
いない 
10% 

あなたからみてレジデントの事務作業はメディカル・ 
クラーク配置により軽減されていると感じますか？ 

レジデントへのアンケート（回答者数： ）

 
→ 具体的にどのように軽減されているか？ 配置されて何がよかったか？ 

・研修に専念できるようになった 
・帰宅時間が早くなった 
・イライラしなくなった 
・ちょっとした雑務をやってもらうことでとても助かっている 

 

 
 
  

とても軽減され

ている 
83% 

まあ軽減されて

いる 
17% 

あなたの事務作業はメディカル・クラーク配置により軽減されていますか？ 

とてもよく行え

ている 
57% 

まあ行えている 
30% 

普通 
13% 

メディカル・クラークは医師との連携をスムーズに行えていますか？ 
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専門 02【第一種衛生管理者の免許取得教育プログラム】 
担当者（所属）：石塚 伸（病院総務部 総務課）（24～25 年度） 

岡島 隆治（病院総務部 総務課）（23 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
事務系職員へ第一種衛生管理者の免許を取得させるための教育プログラムを行う。この結

果、病院内の問題解決に事務系職員がより積極的に参加できるようになるとともに、医療

職の業務負担を軽減できる。 
また、事務系職員が第一種衛生管理者の免許を保有することにより、医師・看護師の診療

時間を減らすことなく、スピーディーに現場に出向き、作業環境の衛生上の調査、作業条

件、施設等の衛生上の問題確認と改善ができる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
事務職員等でも、1 年以上（大学又は高専卒）又は 3 年以上（高校）の労働衛生の実務経験

を有していれば受験資格が認められるため、労働安全衛生委員会の第一種衛生管理者が行

っている巡視に同行させ、実務経験をさせる。 
このほか、財団法人安全衛生普及センター等が実施している研修会にも参加させる。これ

らの研修を通して、労働衛生管理に必要な知識を習得し、自ら課題を抽出して問題解決に

あたるスキルを身につける。 
 履修期間：2 年間（実務経験期間を含む） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
第一種衛生管理者が行う巡視に同行させることにより、実務経験をさせる。 
第一種衛生管理者の免許保有者が受験対策への助言を行う。 
財団法人安全衛生普及センター等が実施している研修へ参加させる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
保健師や薬剤師は第一種衛生管理者の資格を有するので、病院内に免許保有者が多いこと

から、いつでも受験対策の助言が受けられる体制が確保できる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
3 名程度/年 
  
＜評価指標＞ 
免許取得実績  
平成２４年度１名 
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専門 02【第一種衛生管理者の免許取得教育プログラム】 
担当者（所属）：石塚 伸（病院総務部 総務課）（24～25 年度） 

岡島 隆治（病院総務部 総務課）（23 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
事務系職員へ第一種衛生管理者の免許を取得させるための教育プログラムを行う。この結

果、病院内の問題解決に事務系職員がより積極的に参加できるようになるとともに、医療

職の業務負担を軽減できる。 
また、事務系職員が第一種衛生管理者の免許を保有することにより、医師・看護師の診療

時間を減らすことなく、スピーディーに現場に出向き、作業環境の衛生上の調査、作業条

件、施設等の衛生上の問題確認と改善ができる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
事務職員等でも、1 年以上（大学又は高専卒）又は 3 年以上（高校）の労働衛生の実務経験

を有していれば受験資格が認められるため、労働安全衛生委員会の第一種衛生管理者が行

っている巡視に同行させ、実務経験をさせる。 
このほか、財団法人安全衛生普及センター等が実施している研修会にも参加させる。これ

らの研修を通して、労働衛生管理に必要な知識を習得し、自ら課題を抽出して問題解決に

あたるスキルを身につける。 
 履修期間：2 年間（実務経験期間を含む） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
第一種衛生管理者が行う巡視に同行させることにより、実務経験をさせる。 
第一種衛生管理者の免許保有者が受験対策への助言を行う。 
財団法人安全衛生普及センター等が実施している研修へ参加させる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
保健師や薬剤師は第一種衛生管理者の資格を有するので、病院内に免許保有者が多いこと

から、いつでも受験対策の助言が受けられる体制が確保できる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
3 名程度/年 
  
＜評価指標＞ 
免許取得実績  
平成２４年度１名 

 
＜事業成果等の分析＞ 

平成２４年度に１名の免許取得者があったが、取得直後、大学全体の人事異動により

附属病院外の部局に異動した。病院雇用職員以外の事務職員は全学的な人事異動の対象

となり、数年単位で部局間を異動することとなるため、免許取得の効果をどこまで反映

できるかが大きな課題となる。今回は免許取得の効果を反映する前に異動することとな

ったため、事業成果としては満足できるものには至らなかった。 
免許をできるだけ早期に取得すること又は病院雇用職員の中から免許取得候補者を選

考し取得に向けた教育プログラムを実施するなどの改善が必要と認める。 
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専門 03【薬剤師レジデントプログラム】 
担当者（所属）：本間 真人（薬剤部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
病院薬剤師としての基本的知識と技術を OJT で修得するとともに各種薬物療法における専

門性を高め、チーム医療に貢献する若手薬剤師を養成する。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
希望者を本院の薬剤師として雇用する。初年度は主として薬剤部内での基本業務（調剤、

情報提供、服薬指導など）を習得し、2 年目は希望する医療チームに参加し各種薬物療法に

おける専門性を高める専門研修を行う。専門研修には、各種がん薬物療法、妊婦授乳婦薬

物療法、緩和ケア、集中治療、小児薬物療法、糖尿病管理、栄養管理、感染管理、治験管

理などがある。専門研修では、課題研究にも取り組み、その成果の学会発表や論文発表を

修了要件とする。 
 履修期間：2 年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
日本医療薬学会指導・認定薬剤師、日本臨床薬理学会指導・認定薬剤師、がん薬物療法認

定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、日本臨床薬理学会認定 CRC、糖尿病療養指導

士などの専門資格を有する薬剤師と各診療科の専門医、専門ナースが指導にあたる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
研修中は本院薬剤部に所属し、既定の給与で薬剤部（または臨床研究推進支援センター）

の業務を行う。本院は、日本医療薬学会がん専門薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日

本臨床薬理学会認定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、栄養サポート専門療養士の

研修施設として認定されており、本研修プログラムはこれらの資格取得要件の一部として

も認められる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
毎年 3～4 名 
  
＜評価指標＞ 
院内の各種医療チームによる専門知識と技能の評価。関連学会での研究発表数、論文数 
認定・専門薬剤師の取得者数（プログラム開始 5 年以降） 
 
＜事業成果等の分析＞ 
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専門 03【薬剤師レジデントプログラム】 
担当者（所属）：本間 真人（薬剤部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
病院薬剤師としての基本的知識と技術を OJT で修得するとともに各種薬物療法における専

門性を高め、チーム医療に貢献する若手薬剤師を養成する。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
希望者を本院の薬剤師として雇用する。初年度は主として薬剤部内での基本業務（調剤、

情報提供、服薬指導など）を習得し、2 年目は希望する医療チームに参加し各種薬物療法に

おける専門性を高める専門研修を行う。専門研修には、各種がん薬物療法、妊婦授乳婦薬

物療法、緩和ケア、集中治療、小児薬物療法、糖尿病管理、栄養管理、感染管理、治験管

理などがある。専門研修では、課題研究にも取り組み、その成果の学会発表や論文発表を

修了要件とする。 
 履修期間：2 年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
日本医療薬学会指導・認定薬剤師、日本臨床薬理学会指導・認定薬剤師、がん薬物療法認

定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、日本臨床薬理学会認定 CRC、糖尿病療養指導

士などの専門資格を有する薬剤師と各診療科の専門医、専門ナースが指導にあたる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
研修中は本院薬剤部に所属し、既定の給与で薬剤部（または臨床研究推進支援センター）

の業務を行う。本院は、日本医療薬学会がん専門薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日

本臨床薬理学会認定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、栄養サポート専門療養士の

研修施設として認定されており、本研修プログラムはこれらの資格取得要件の一部として

も認められる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
毎年 3～4 名 
  
＜評価指標＞ 
院内の各種医療チームによる専門知識と技能の評価。関連学会での研究発表数、論文数 
認定・専門薬剤師の取得者数（プログラム開始 5 年以降） 
 
＜事業成果等の分析＞ 

成果指標 ① 院内の各種医療チームによる専門知識と技能の評価

② 関連学会での研究発表数、論文数

③ 認定・専門薬剤師の取得者数（プログラム開始 年以降）

【概要と実

施状況】

①

薬剤師レジデントプログラムの 年目（後期研修）に参加した 名は、それぞれ「循環系病態集

中コース」、「循環系病態・化学療法混合コース」を選択した。研修中には、病棟に常駐して服

薬指導、注射剤の混合調製、医師・看護師への情報提供などを通じて、専門知識を習得した。さ

らに各病棟におけるカンファレンスや における多職種連携回診へ参加することで医療チー

ム内でその知識や技術の提供を実践した。

②

研究発表数： 回、論文数： 報

薬剤師レジデントプログラムの 年目（初期研修）の 名および 年目（後期研修）の 名は、

関連学会・学術集会で研究発表（筆頭 名、連名 名）を行った。また学会参加（第 回茨城

県薬剤師学術大会： 名、日本病院薬剤師会関東ブロック第 回学術大会： 名、第 回日本

医療薬学会年会： 名、第 回薬剤師レジデント交流会： 名予定）を通じ、専門知識の習得を

行った。

③

認定・専門薬剤師の取得者数： 名（評価は 年目以降のため）

薬剤師レジデントプログラム参加者には、年間約 回の講義・学習会へ参加を義務付けている。

これらに参加することで、「日本医療薬学会がん専門薬剤師」、「日本医療薬学会認定薬剤師」、

「日本臨床薬理学会認定薬剤師」、「妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師」および「栄養サポート専

門療養士」取得のための研修要件がクリアーできる。 名の薬剤師レジデントにおける講義・学

習会への参加率は約 ％である。当プログラムに参加している 名については、学会が規定する

所定の期間（ ～ 年）経過後に各認定・専門申請のための試験を受験できる状況である。

【総括・改善

策の検討】

① 

後期研修に参加した 名は、病院薬剤師としての専門的知識と技術を概ね修得できている。それ

ぞれが参加した専門コースでは他職種と連携する機会が多く、自身の知識・技術を現場で実践で

きていた。一方で、調剤や医薬品管理などの基礎的な技術研修はプログラム 年目に行ったのみ

であり、これらの知識・技術定着のためにはプログラム 年目においても振り返りが必要と思わ

れる。

②

レジデントプログラムに参加している 名のうち 名が学会発表を経験し、また 名全員が学会

等へ参加できていた。情報を整理し、発表するための能力は一般職員と比べて十分に高いと評価

できる。一方で学会発表した研究テーマを論文化するためには、薬剤師レジデントおよび指導者

のさらなる努力が必要と思われる。

③

本指標である認定・専門薬剤師の取得者数はプログラム開始 年目のため 名である（開始 年

目以降に評価）。プログラムで提供している講義・学習会により各種認定・専門取得のための研

修要件はすべてクリアーできるようになっている。また各レジデントにおける参加率高く、問題

はない。

【到達度】
①

②
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【到達度】 

①   A 

②   A 

③   A 

到達度 A、B、Cの評価基準は次の通りとする。 

「到達度 A」：成果指標に対する到達が 80％以上と思われる場合 

「到達度 B」：成果指標に対する到達が 60-80％と思われる場合 

「到達度 C」：成果指標に対する到達が 60％未満と思われる場合 
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専門 04【学会認定・専門薬剤師養成プログラム】 
担当者（所属）：本間 真人（薬剤部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
各種チーム医療で求められる薬物療法に関する高い専門性（知識と技術）を備えた薬剤師

を養成する。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
医療チームでは、各種薬物療法における高い専門性を有する薬剤師が求められる。各種学

会認定の認定薬剤師、専門薬剤師の資格を取得することを修了要件とする。 
 履修期間：3～5 年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
日本医療薬学会指導・認定薬剤師、日本臨床薬理学会指導・認定薬剤師、がん薬物療法認

定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、日本臨床薬理学会認定 CRC、糖尿病療養指導

士などの専門資格を有する薬剤師と各診療科の専門医、専門ナースが指導にあたる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
本院は、日本医療薬学会がん専門薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本臨床薬理学会

認定薬剤師、妊婦授乳婦薬物療法認定薬剤師、栄養サポート専門療養士の研修施設として

認定されており、本研修プログラムはこれらの資格取得要件の一部としても認められる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
4～5 名/3 年間 
  
＜評価指標＞ 
院内の各種医療チームによる専門知識と技能の評価。関連学会での研究発表数と論文数 
認定・専門薬剤師の取得者数 
  
＜事業成果等の分析＞ 
成果指標 ① 院内の各種医療チームによる専門知識と技能の評価

② 関連学会での研究発表数と論文数

③ 認定・専門薬剤師の取得者数

【概要と実

施状況】
① 

学会認定・専門薬剤師養成プログラムに参加した薬剤師は、服薬指導、注射剤の混合調製、

医師・看護師への情報提供などを通じて、専門知識を習得した。さらに病棟・診療科等にお

けるカンファレンスや回診へ参加することで医療チーム内でその知識や技術の提供を実践し
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た。また薬剤部で開催しているセミナー（年間 回）において各専門領域に関する研究発表、

論文紹介等を実施した。

② 

研究発表数： 回、論文・総説・その他数： 報（ 年度実績）

各種認定・専門取得の要件の一つとして、学会・論文発表が求められるものが多い（例：学

会発表 回以上）。学会認定・専門薬剤師養成プログラムに参加した薬剤師は、関連学会（第

回茨城県薬剤師学術大会、日本病院薬剤師会関東ブロック第 回学術大会、第 回日本

医療薬学会年会、第 回日本臨床薬理学会年会、第 回日本薬学会）等において研究発表

を行い、これらの情報を英文・邦文の論文等にまとめた。

③ 

認定・専門薬剤師の取得者数： 名

日本医療薬学会認定薬剤師： 名、日本医療薬学会がん専門薬剤師： 名、日本臨床薬理学会

認定薬剤師： 名、日本糖尿病療養指導士： 名

認定・専門薬剤師取得には、薬剤師としての経験年数が求められるものが多い（例：薬剤師

経験 年以上）。薬剤部の職員のうち、経験年数 年未満が約半数を占めており、認定申請

のための要件を満たしている職員から順次資格を取得している状況である。一方で、経験年

数 年未満のスタッフの大部分は、各種認定取得のための研修履歴はクリアーできている。

【総括・改善

策の検討】

① 
本プログラム参加者は、病棟に常駐することで、医師・看護師等への専門的知識の情報提供、

技術指導等を実施できた。また本プログラム参加者には、薬剤部で実施しているセミナーに

おいて年間 回の専門領域に関する発表等が課せられており、専門知識を習得もできている。

② 

本プログラム参加者のうち、 名が筆頭発表者として学会発表を経験した（ 年度実績）。

発表者は現在もこれらの研究テーマを発展させ、来年度以降も学会等で発表予定である。一

方で、学会発表後に論文化されていないものもいくつかあるため、これらについては継続的

なバックアップが必要と思われる。

③

本プログラムにより、認定・専門薬剤師の取得者数の目標はクリアーできている。これに加

え、薬剤師経験年数が 年以上のスタッフについては順次認定・専門薬剤師取得申請ができ

る状況であるため、今後も認定・専門取得薬剤師を継続的に取得させることが可能と思われ

る。

【到達度】

①

②

③

到達度 、 、 の評価基準は次の通りとする。

「到達度 」：成果指標に対する到達が ％と思われる場合

「到達度 」：成果指標に対する到達が ％と思われる場合

「到達度 」：成果指標に対する到達が ％未満と思われる場合
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専門 05【リハビリテーションスタッフ向け超急性期における全身評価研修】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
超急性期にある患者に対しても早期に最適で安全なリハビリテーションを提供することは

重要である。本教育プログラムの目的は、リハビリテーションスタッフが医師、看護師と

連携し、フィジカルアセスメントも含めた全身状態の評価が可能となるように支援するこ

とである。その達成によりリハビリテーションスタッフの専門性の向上、活動範囲の拡大

が期待できる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 重症患者に対する中枢神経、呼吸、循環等の各システムに対するアセスメント 
 ベッドサイドにおける教育的カンファレンス 

以上すべて受講すると修了となる。 
 履修期間：おおむね 2 日間程度 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
急性期を専門とする医師、看護師により行われる。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
シミュレータによる演習やベッドサイドティーチングも含め、知識のみならず実践に応用

できるようカリキュラムを作成する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
20 名程度 
  
＜評価指標＞ 
人工呼吸器装着日数 
離床までの期間 
ICU 滞在日数 
修了者数 
  
＜事業成果等の分析＞ 
現在周術期を主に担当する療法士３名と心臓内科を担当する療法士２名がBLS:一次救命

処置(Basic Life Support)の研修を受講済みである。来年度も引き続き、BLS 研修の受講者

を増やし、急性期リハビリテーション中の事故を未然に防ぐよう努める。 
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人工呼吸器装着日数や離床までの期間、ICU 滞在日数にどの程度関与できたかは、客観

的な数値を示すことはできない。但し、看護ケアの一員としての認識度は確実に上がって

いる。日によって違いはあるが、ICU の 20 から 30％、HCU の 50％以上にリハビリテー

ションが介入している。 
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人工呼吸器装着日数や離床までの期間、ICU 滞在日数にどの程度関与できたかは、客観

的な数値を示すことはできない。但し、看護ケアの一員としての認識度は確実に上がって

いる。日によって違いはあるが、ICU の 20 から 30％、HCU の 50％以上にリハビリテー

ションが介入している。 
 
 
  

専門 06【臨床検査技師専門教育プログラム】 
担当者（所属）：南木 融（検査部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
近年の医療の高度化、専門化、多様化に対応するためには、臨床検査の分野においても高

度な専門的知識が要求される。本教育プログラムでは超音波検査師・排尿機能検査師・Ｐ

ＯＣＴコーディネータ認定・二級臨床病理技術士資格・認定臨床微生物検査技師制度・血

管診療技師認定試験の認定資格を取得し高度な技術と知識を習得し、高度な医療に対応で

きる人材育成を行うこと及び、資格の取得により臨床検査技師の新たな業務拡大を行うこ

とでチーム医療に貢献することを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 認定試験を受験するために必須となる講習会及び認定資格更新に必要となる講習会

の受講。 
 内部研修会の受講・認定試験の受験。 

 履修期間：12 ヵ月 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 

 筑波大学附属病院検査部と附属病院と産学連携事業として運用している「つくば臨

床検査教育研究センター」と連携し共同で指導体制の構築を行う。 
 附属病院検査部の臨床検査技師と医師、つくば臨床検査教育研究センターの臨床検

査技師が中心となり、循環器科・感染症科・泌尿器科・血液内科・代謝内科・消化

器科の医師および外部講師を参画し指導を行う。 
 関連学会が主催する講習会・研修会に参加し知識・技術の習得を行う。 

 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
「つくば臨床検査教育研究センター」と共同で本プログラムの運営にあたる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
毎年度 5 名程度 
  
＜評価指標（事業成果等の分析）＞ 

 認定資格の取得者数により評価する。 
 認定資格取得後の新たな検査業務への取り組み業況について調査する。 

  
＜事業成果等の分析＞ 
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本取組により、以下の通り、様々な認定検査技師の増加という成果が出た。今後も、高度

な技術と知識を習得し、高度な医療に対応できる人材育成を行うこと及び、資格の取得に

より臨床検査技師の新たな業務拡大を行うことでチーム医療に貢献することを目指したい。 
 

≪認定資格の取得者数≫ 
認定臨床染色体遺伝子検査師：3 名 
認定血液検査技師：1 名 
認定輸血検査技師：1 名 
認定一般検査技師：1 名 
排尿機能検査士：2 名 
日本心エコー図学会認定専門技師：1 名 
血管診療技師：3 名 
超音波検査士：6 名 
ACLS ケアプロバイダー：1 名 
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本取組により、以下の通り、様々な認定検査技師の増加という成果が出た。今後も、高度

な技術と知識を習得し、高度な医療に対応できる人材育成を行うこと及び、資格の取得に

より臨床検査技師の新たな業務拡大を行うことでチーム医療に貢献することを目指したい。 
 

≪認定資格の取得者数≫ 
認定臨床染色体遺伝子検査師：3 名 
認定血液検査技師：1 名 
認定輸血検査技師：1 名 
認定一般検査技師：1 名 
排尿機能検査士：2 名 
日本心エコー図学会認定専門技師：1 名 
血管診療技師：3 名 
超音波検査士：6 名 
ACLS ケアプロバイダー：1 名 

 
 
  

専門 07【診療放射線技師の読影力向上プログラム】 
担当者（所属）：横田 浩（放射線部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
放射線画像の出力方法は日々進歩し、患者の疾患、状態により撮影条件と画質調整を適切

にすることで、画像情報の質は劇的に向上する。本プログラムは、撮影条件の設定にあた

る放射線技師の画像診断能力を向上させ、より良い撮影条件の提案が出来るようにするこ

とで、放射線画像の質を向上させ、患者の診断率を高めることを目的とする。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
院内の放射線診断医、各診療科の専門医を講師とした、画像所見、疾患に関する放射線技

師向けの講習会を企画し、参加する 
撮影した画像と読影レポートを対比して自己学習する。週１回部門内カンファレンスに参

加して、画像診断能力を高める。 
 履修期間：１年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
院内の各診療科の専門医を講師とした、院内講習会を行う。 
読影能力向上を目的とした院外研修会に参加する。参加費については、当院の医療関係者

育成資金から補助が受けられることとする。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
放射線技師が中心となって、「放射線画像の情報向上チーム」と相談しながら、講習会の内

容について検討する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
30 名（放射線技師） 
  
＜評価指標＞ 
自己評価と部門責任者による段階的評価。 
  
＜事業成果等の分析＞ 
院内の放射線診断医や各診療科の専門医による講習会は企画できなかったが、毎週月曜

日の放射線科カンファランスに参加する事で画像診断能力の向上を図ることができた。 
さらに、茨城県診療放射線技師会の生涯教育プログラムの運営にも主体的に参画し、本

院だけでなく地域の技師教育にも貢献したことを初めとし、院外の技術学会等が企画する
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読影の補助に関する研修会に参加して読影力の向上にも努めたことは、本プログラムの成

果として評価できる（参加状況等詳細は、「３．3-4 各教育プログラムの実績報告」参照）。 
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読影の補助に関する研修会に参加して読影力の向上にも努めたことは、本プログラムの成

果として評価できる（参加状況等詳細は、「３．3-4 各教育プログラムの実績報告」参照）。 
 

  

専門 08【専門リハビリテーションセラピスト養成プログラム】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
腫瘍、難病、小児を対象としたリハビリテーションの事例が多い当院の特徴を生かしつつ、

他の特徴を有する特定機能病院（大学病院）や地域内のより一般的な疾患の多い病院の協

力も得ながら、広い視野の中でチームワークが実践できかつ高い専門性を持ったセラピス

トを養成する。 
このプログラムにより高度の専門性と応用力を備えた人材を育成することができる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
レクチャーと実習の一部は茨城県の事業として茨城県立医療大学付属病院等で行われてい

る研修会を活用しながら、当院および適宜他院を含むローテーション形式での実践を通じ

た研修を行う。研修会毎の修了要件を満たすとともに、目的とする疾患群について一定数

の症例（例：10 例）の要約と経験症例数（例：50 例）を報告書として書面により提出し、

指導者の評価を受け、合格水準とみなされれば修了とする。 
 履修期間：1～2 年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
PT・OT・ST の養成課程を有する茨城県立医療大学での研修を含めて、必要な内容のプロ

グラムを選択するとともに当院および連携する医療機関の指導責任者が臨床現場での指導

を行う。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
既存の研修会を活用するほか、講師陣との交流や講義の一部を担当するなどの協力を通じ

た院外機関との連携を行う。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
年間 1～2 人 
  
＜評価指標＞ 
専門療法士等の資格取得 
患者・家族満足度評価、他職員の満足度評価 
 
＜事業成果等の分析＞ 

3 学会合同呼吸療法認定士（特定非営利活動法人 日本胸部外科学会 一般社団法人 日本
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呼吸器学会 公益社団法人 日本麻酔科学会）を新たに 1 名取得した。 
患者満足度調査を実施し、概ね良好な結果が得られた。（詳細は、「４．4-1 チーム 08【地

域関係機関と連携した小児リハビリテーションチーム】」の「平成 25 年度リハビリテーシ

ョン部満足度調査 報告書」を参照） 
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呼吸器学会 公益社団法人 日本麻酔科学会）を新たに 1 名取得した。 
患者満足度調査を実施し、概ね良好な結果が得られた。（詳細は、「４．4-1 チーム 08【地

域関係機関と連携した小児リハビリテーションチーム】」の「平成 25 年度リハビリテーシ

ョン部満足度調査 報告書」を参照） 
  

専門 09【総合リハビリテーションセラピスト養成プログラム】 
担当者（所属）：石川 公久（リハビリテーション部） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
当院では、急性期から亜急性期のリハビリテーション（リハビリ）を経験できる反面、回

復期から維持期と呼ばれる医療のフェーズにおけるリハビリについて考慮する機会が乏し

い。他の施設でもこれらを見通せる人材は乏しいと考えられる。多彩な疾患についての知

識を持ちながら、急性期に慢性期を見越した長期的な展望にたったリハビリについて、助

言やコーディネートができる人材の育成を目的とする。ソーシャルワーカーとも協力しな

がらリハビリについて地域連携や社会復帰の促進・円滑化に貢献できることが期待される。  
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
座学的な研修は茨城県立医療大学付属病院等で行われている研修会を活用する。当院の他、

回復期病棟や介護保険の対象となる施設等をローテーションして、それぞれの場でのリハ

ビリの実践を経験する。研修会等はその修了要件を満たすこととし、臨床の実践について

は、施設間の連携上の問題点と解決策についての考察を加えた一定数の症例（例：10 例）

の要約と経験症例数（例：50 例）を報告書として書面により提出する。必要により他の研

修先のスタッフからの情報を収集しながら評価し、基本的には、当院の指導責任者が、報

告書に関する試問を行い、合格水準と見なされれば修了とする。 
 履修期間：1～2 年間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
PT・OT・ST の養成課程を有する茨城県立医療大学での研修を含めて、必要な内容のプロ

グラムを選択するとともに当院および連携する医療機関の指導責任者が臨床現場での指導

を行う。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
既存の研修会を活用するほか、講師陣との交流や講義の一部を担当するなどの協力を通じ

た院外機関との連携を行う。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
年間 1～2 名 
  
＜評価指標＞ 
既存の研修会で発行する資格があれば取得（希望によりケアマネージャー資格の取得も配

慮）。患者・家族満足度評価、他職員の満足度評価 



270

 
＜事業成果等の分析＞ 
 ケアマネージャーの資格を 1名が取得 

 県立医療大学で実施されている、地域コーディネーター研修を 1名が修了。1名が研修中 

 患者満足度調査は内容説明については良好な数値が得られたが、さらに日常生活動作練

習を入院中に希望する患者数が 30％程度いて、さらに生活に重きを置いたリハビリテーシ

ョンの必要性が示唆された（詳細は、「４．4-1 チーム 08【地域関係機関と連携した小児リ

ハビリテーションチーム】」「平成 25 年度リハビリテーション部 満足度調査 報告書」参

照）。 
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＜事業成果等の分析＞ 
 ケアマネージャーの資格を 1名が取得 

 県立医療大学で実施されている、地域コーディネーター研修を 1名が修了。1名が研修中 

 患者満足度調査は内容説明については良好な数値が得られたが、さらに日常生活動作練

習を入院中に希望する患者数が 30％程度いて、さらに生活に重きを置いたリハビリテーシ

ョンの必要性が示唆された（詳細は、「４．4-1 チーム 08【地域関係機関と連携した小児リ

ハビリテーションチーム】」「平成 25 年度リハビリテーション部 満足度調査 報告書」参

照）。 

  

専門 10【退院支援に関する専門ソーシャルワーク教育プログラム】 
担当者（所属）：塩崎 佳寿恵（地域医療連携・患者相談支援センター）（25 年度） 

廣瀬 久子（地域医療連携・患者相談支援センター）（25 年度） 
岩田 直子（地域医療連携・患者相談支援センター）（23～24 年度） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
急性期治療を終えた患者・家族が、退院後も切れ目なく必要な医療福祉の提供と在宅療養

生活支援を受けるためには、実際の退院支援に携わるソーシャルワーカー（社会福祉士）

には複雑な社会情勢や社会制度のみならず、患者個人の社会生活をアセスメントする能力

や、院内と地域機関との調整をおこなう上ではマネージメント・ファシリテートに関する

力を必要とする。院内外の多職種との関わりと独自の取り組みの中で退院支援に関する専

門知識の向上と技術の習得を目指す。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

1. 担当している診療科医師や看護師の業務を知る（見学・体験・講義にて行う） 
2. 当院患者の訪問診療、訪問看護への同行、在宅生活の評価 
3. 訪問看護事業所や居宅介護支援事業所との定期的なミーティング、モニタリングカ

ンファレンス、勉強会の開催 
4. 職能集団が開催する退院支援に関する研修の受講 
5. 所属機関におけるグループスーパービジョン 

上記を含めた包括的プログラムをすべて修了することが修了要件。 
 履修期間：3 ヶ月間のうちに上記すべてを受講できるようプログラミングする。 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
診療科医師、病棟看護師、リハビリ等チーム医療スタッフ及び地域連携機関の協力 
ソーシャルワーカー（社会福祉士）全体でのピアスーパービジョン 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
習得した知識及び技術は、現在院内で施行されている『つくば退院支援・調整プログラム』

に活用する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
ソーシャルワーカー現任者 9 名のうち病棟担当ソーシャルワーカー 
（現在の 2 名＋病棟担当予定者数名） 
  
＜評価指標＞ 
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患者満足度 退院支援に関する知識の向上 
退院支援に関する病院スタッフの関心度の上昇 
  
＜事業成果等の分析＞ 
SW にとって、患者を生活者として捉えアセスメントする力、院内外との調整を行うマネー

ジメント・ファシリテート力の向上は必須課題である。SW が担う心理社会的問題への相談

支援の中でも急性期治療後の療養生活上の相談に関する業務割合は高く、退院支援プログ

ラムの導入、病棟担当 SW の配置により患者・家族にとってシームレスな支援体制を構築

する上でも SW 教育プログラムは不可欠である。 
専門的知識・スキルの向上は、SW 各々が自己研鑽を行い、それぞれの段階に応じた研修の

受講及び伝達講習、日々のスーパービジョンを通じて一定の知識・スキルを担保している

（以下、「地域医療連携・患者相談支援センター 患者相談支援室員の資格取得・研修修了

状況一覧」参照）。 
習得した知識・技術を退院支援プログラムに活用した結果として、退院支援プログラム導

入期は 2 名の SW が病棟担当として配置されたが、現在では現任の SW７名全員が病棟担

当の経験を積んでいる。また、病棟看護師にアンケートを実施し、得られた回答の中に、

看護観や意識の変化があった群が 6 割強であったことや SW との関係性の改善が 7 割であ

ったことからも SW の病棟担当制の効果やその基軸となる専門知識・スキルの向上が有効

であったといえる（４．4-2 役割 05【ソーシャルワーカー病棟担当制による患者・家族へ

の支援】「つくば退院支援調整プログラムに関するアンケート集計結果」参照）。 
今後は患者・家族への満足度調査等を通じて、支援の質の評価・改善に努めていくととも

に、ケースワークからコミュニティワークまでを包含した教育プログラムの再編を進める。 
 
  



273

患者満足度 退院支援に関する知識の向上 
退院支援に関する病院スタッフの関心度の上昇 
  
＜事業成果等の分析＞ 
SW にとって、患者を生活者として捉えアセスメントする力、院内外との調整を行うマネー

ジメント・ファシリテート力の向上は必須課題である。SW が担う心理社会的問題への相談

支援の中でも急性期治療後の療養生活上の相談に関する業務割合は高く、退院支援プログ

ラムの導入、病棟担当 SW の配置により患者・家族にとってシームレスな支援体制を構築

する上でも SW 教育プログラムは不可欠である。 
専門的知識・スキルの向上は、SW 各々が自己研鑽を行い、それぞれの段階に応じた研修の

受講及び伝達講習、日々のスーパービジョンを通じて一定の知識・スキルを担保している

（以下、「地域医療連携・患者相談支援センター 患者相談支援室員の資格取得・研修修了

状況一覧」参照）。 
習得した知識・技術を退院支援プログラムに活用した結果として、退院支援プログラム導

入期は 2 名の SW が病棟担当として配置されたが、現在では現任の SW７名全員が病棟担

当の経験を積んでいる。また、病棟看護師にアンケートを実施し、得られた回答の中に、

看護観や意識の変化があった群が 6 割強であったことや SW との関係性の改善が 7 割であ

ったことからも SW の病棟担当制の効果やその基軸となる専門知識・スキルの向上が有効

であったといえる（４．4-2 役割 05【ソーシャルワーカー病棟担当制による患者・家族へ

の支援】「つくば退院支援調整プログラムに関するアンケート集計結果」参照）。 
今後は患者・家族への満足度調査等を通じて、支援の質の評価・改善に努めていくととも

に、ケースワークからコミュニティワークまでを包含した教育プログラムの再編を進める。 
 
  

地域医療連携・患者相談支援センター

患者相談支援室員の資格取得・研修修了状況一覧

（平成２６年１月１７日現在）

① 岩田直子（ソーシャルワーカーチーフ）：認定医療社会福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士

・神奈川県医療社会事業協会 医療ソーシャルワーカー新人研修修了（平成 年 月～平

成 年 月）

・リハビリテーションソーシャルワーク研究会 リハビリテーションソーシャルワーク基礎講座修

了（平成 年度）

・東京都医療社会事業協会 東京都医療社会事業協会新人研修修了（平成 年度）

・日本医療社会事業協会 初任医療ソーシャルワーカー講座修了（平成 年度）

・財団法人エイズ予防財団拠点病院の心理職・ ・自治体の派遣カウンセラー向け研修会

修了（平成 ７年度）

・日本医療社会事業協会 医療ソーシャルワーカー専門講座課程修了 修了検定合格。（平

成 ８年度）

・社会福祉士実習指導者講習会修了（平成 年度）

・第５期保健医療分野におけるソーシャルワーク専門研修修了（平成２１年度）

・相談支援センター相談員基礎研修会（１）（２）（３）修了（平成 年度）

② 塩崎 佳寿恵（ソーシャルワーカー）：社会福祉士

・日本医療社会福祉協会基幹研修Ⅱ修了（平成 年度）

・東日本大震災トラウマ対策技能研修修了（平成 年度）

・相談支援センター相談員基礎研修会（１）（２）修了（平成 年度）

③ 篠崎千春（ソーシャルワーカー）：社会福祉士

・茨城県ソーシャルワーカー協会初任者研修会修了（平成１５年度）

・相談支援センター相談員基礎研修会（１）（２）修了（平成 年度）

④ 長沢 順子（ソーシャルワーカー）：社会福祉士

・相談支援センター相談員基礎研修会（１）（２）（３）修了（平成２２年度）
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・がん化学療法医療チーム養成にかかる指導者研修修了（平成 年度）

・日本医療社会福祉協会基幹研修Ⅱ修了（平成 ４年度）

⑤ 板橋 辰哉（ソーシャルワーカー）：社会福祉士、精神保健福祉士

・茨城県ソーシャルワーカー協会中堅者研修修了（平成 年度）

⑥ 黒澤 裕子（ソーシャルワーカー）

・茨城県ソーシャルワーカー協会初任者研修会修了（平成 年度）

⑦ 村川 真衣子（ソーシャルワーカー）：社会福祉士

・茨城県ソーシャルワーカー協会初任者研修会修了（平成 年度）

・日本医療社会事業協会初任医療ソーシャルワーカー講座修了（平成 年度）

⑧ 塚田 麻紀（ソーシャルワーカー）：社会福祉士

・茨城県ソーシャルワーカー協会初任者研修会修了（平成 年度）

・日本医療社会事業協会初任者医療ソーシャルワーカー講座修了（平成 年度）

・厚生労働省特定疾患医療従事者研修〔難病相談・支援センター職員研修〕修了（平成 年

度）
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専門 11【日本初の医学物理士レジデント教育プログラム】 
担当者（所属）：磯辺 智範（放射線治療品質管理室） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
ここ数年、全国的に放射線治療関連の医療事故が多発し、放射線治療の潜在的危険性と放

射線治療の安全管理体制を確立する必要性が認知され始めた。医療事故防止はもちろんの

こと、患者に対して良質の放射線治療を提供するためには、装置や放射線量の quality 
control を実施する職種の養成が必要である。また、高精度な放射線治療として、陽子線治

療、定位放射線治療、強度変調放射線治療など、特殊な放射線治療が注目される中で、物

理工学の専門的知識を有する人材の養成も極めて重要である。これらの業務を担当する職

種として、医学物理士があげられるが、全国的にもその養成が遅れている。医学物理士の

資格を有するには、認定試験に合格するだけでなく、臨床経験が求められる。これまで、

物理工学出身の優秀な人材が試験に合格したものの、臨床経験がなく、医学物理士の認定

を受けられない例も数多くある。認定を受けるためには２年の臨床経験が必要なため、２

年間無報酬で臨床経験を積んでいる例もある。今回の GP において、医学物理士の認定試験

に合格した人材を対象としたレジデント制度である「医学物理士レジデント制度」が実現

すれば国内初の試みである。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
以下の 20 単位の取得を修了要件とする 

 講義：ハイブリッド e ラーニング（対面講義と e ラーニングを併用）により 5 単位 
 実習：実地研修（on the job training: OJT）により 10 単位 
 その他：症例カンファレンスへの参加と研修会への参加により 5 単位 

 履修期間：2 年間 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 

 教育素材：当大学はこれまで大学院教育の中で、医学物理分野で活躍する人材を育

成してきた実績がある。講義および実習テキスト、e ラーニングのコンテンツなど、

本 GP に必要な教育素材は十分に揃っている。 
 実習設備：一昨年の装置更新により、最新型の放射線治療装置が設置された。また、

当施設は、ハイパーサーミア、密封小線源治療装置などの他施設にはあまり設置さ

れていない装置も有している。さらに、全国数施設にしか設置されていない陽子線

治療装置も有している。 
 指導者数：医学物理グループ（医学物理の実務）、放射線腫瘍科グループ（医師）、

放射線生物グループ（研究）を合わせて 15 名を超える教員により指導を行う。 
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＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
放射線治療部門では、多職種によるカンファレンスが毎日実施されている。このカンファ

レンスへの参加は、チーム医療を学ぶ上で極めて重要であると考える。また、医師が行っ

ている放射線治療計画、診療放射線技師が行う照射業務、医学物理士が行っている品質管

理業務などへの参加は、実務経験という意味で重要である。医学物理グループ、放射線腫

瘍科グループ、放射線生物グループでは、単独および合同で定期的に研究勉強会を行って

いる。カンファレンスへの参加、実務、さらには、研究勉強会への参加を組み合わせるこ

とにより、「チーム医療・実務・研究」一体型のプログラムになる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
年間 2 名 
  
＜評価指標＞ 

 資格取得者の数 
 資格維持者数 

 
＜事業成果等の分析＞ 

 資格取得者の数：医学物理士 3 名 
 資格維持者数：医学物理士の資格更新は 5 年毎である。事業期間中に資格を取得し

た 3 名は更新時期を迎えていない。よって、資格維持者数は 0 名である。 
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＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
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ている放射線治療計画、診療放射線技師が行う照射業務、医学物理士が行っている品質管

理業務などへの参加は、実務経験という意味で重要である。医学物理グループ、放射線腫

瘍科グループ、放射線生物グループでは、単独および合同で定期的に研究勉強会を行って

いる。カンファレンスへの参加、実務、さらには、研究勉強会への参加を組み合わせるこ

とにより、「チーム医療・実務・研究」一体型のプログラムになる。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
年間 2 名 
  
＜評価指標＞ 

 資格取得者の数 
 資格維持者数 

 
＜事業成果等の分析＞ 

 資格取得者の数：医学物理士 3 名 
 資格維持者数：医学物理士の資格更新は 5 年毎である。事業期間中に資格を取得し

た 3 名は更新時期を迎えていない。よって、資格維持者数は 0 名である。 
 
  

ユニット５：多職種連携型教育（人材養成力）

 
多職種 19【人材養成プログラム：会議の進め方】 

担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 
山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 

 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
期待される効果：チームが民主的に運営され、メンバーの人間関係が継続的に改善される。 

 
目的：会議を介し、チームの業務課題をより良く解決するリーダーの力量を育成する。 

 会議の目的を理解する：課題を解決すること。 
 議長の役割を理解する 

会議前：課題を議題に据え、会議の日時、場所、所用時間をメンバーに事前周知し、

必要に応じて改題背景の調査をメンバーに依頼する。 
会議中：書記、タイムキーバーを決め、メンバーと事実背景を共有し解決案を問う。

案毎に、メンバーが好き・嫌いを述べ、利点・欠点を分析し、欠点を補う改善案を

案出することを促す（メンバー間の対立を解消しながら）。解決案一覧に対する優先

順位と会議アクション案を提示し、課題に対するメンバーの総意を合意に導く。 
会議後：議事録案を確定、アクション実行をメンバーに依頼し、完了を確認する。 

 メンバーの役割を理解する：1）書記、タイムキーパーを引き受ける、2）課題背景

となる事実を提供し、メンバーと共有する、3）自案を述べる、4）利点・欠点分析、

および改善案の案出に貢献する、5）会議アクションを履行する。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がロールプレー主体の

オンサイト講習（英語）を企画・調整し、（株）Phoenix Associates が講習を担当

する。講習終了時、担当講師は人材育成エキスパートの習熟度を評価しフィードバ

ックする。 
 修了要件：人材養成エキスパートは、TWI―JI に則り“会議の進め方”教育プログ
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ラムを開発する。 
 履修期間：2 日間 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
Phoenix Associates がオンサイト講習を担当  
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
経験豊富なビジネス講師を介し、アングロサクソン系の会議運営の基本戦略を会得する（英

語による講習だが、英語会議におけるパフォーマンス向上は目的ではない）。医療チームお

よび院内の一般業務会議の生産性向上への寄与も期待する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
人材養成エキスパート（単年度当たり 9 人程度） 
  
＜評価指標＞ 
人材養成エキスパート力量の評価指標は、TWI 訓練体系自体にはない。人材養成エキスパ

ートの態度能力（責任を果す、協力する、集中する、変革する、情熱を持つ、方針を守る、

成長を促す、良心に従う 等）を、無記名 WEB 入力法を介し、チーム医療教育推進室員、

同僚エキスパート、エキスパートがトレーニングを提供する医療チーム、および所属する

プロセス管理委員会メンバー等（最低 10 名）による 360 度評価を定期的に（少なくとも年

1 回）実施する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
Phoenix Associates の改組により当初の計画が進められなくなったため、チーム医療教育

推進室コアメンバーにより研修実施について改めて検討を行った。当初から英語会議にお

けるパフォーマンス向上は目的としていなかったことから、英語での研修から日本語での

研修に切り替え、医療現場にも精通したビジネス講師を招聘することでプログラムを実施

した。 
平成 25 年 11 月 14 日に人材養成プログラム「会議の進め方」を開催した。プログラム参加

者は全体で 19 名。内訳は医師 5 名、看護師 11 名、事務職員 3 人であった。ワークショッ

プを中心としたプログラムで、ファシリテーターとして会議を効率的に進めていくための

具体的な事例を学習した。開催後のアンケート「研修内容は業務を改善していく上で役に

立つと感じましたか」にはすべての参加者が「はい」と回答しており、通常業務への実践

が期待される。 
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成長を促す、良心に従う 等）を、無記名 WEB 入力法を介し、チーム医療教育推進室員、

同僚エキスパート、エキスパートがトレーニングを提供する医療チーム、および所属する

プロセス管理委員会メンバー等（最低 10 名）による 360 度評価を定期的に（少なくとも年

1 回）実施する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
Phoenix Associates の改組により当初の計画が進められなくなったため、チーム医療教育

推進室コアメンバーにより研修実施について改めて検討を行った。当初から英語会議にお

けるパフォーマンス向上は目的としていなかったことから、英語での研修から日本語での

研修に切り替え、医療現場にも精通したビジネス講師を招聘することでプログラムを実施

した。 
平成 25 年 11 月 14 日に人材養成プログラム「会議の進め方」を開催した。プログラム参加

者は全体で 19 名。内訳は医師 5 名、看護師 11 名、事務職員 3 人であった。ワークショッ

プを中心としたプログラムで、ファシリテーターとして会議を効率的に進めていくための

具体的な事例を学習した。開催後のアンケート「研修内容は業務を改善していく上で役に

立つと感じましたか」にはすべての参加者が「はい」と回答しており、通常業務への実践

が期待される。 
 

 
 

 

研修会の様子 
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多職種 20【人材養成プログラム：改善の手順】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室／消化器内科診療グループ）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
 期待される効果：医療チームメンバーが業務を介して患者と職員の期待により良く応える。 

 

目的：ISO9001 規格下での組織・チームの標準業務をメンバーが遵守する力量を育成する。 
1. 部局・組織が、誰のために何をする（＝業務目的）のかを文書化する。 
2. 年度毎に、組織が何を達成したいかを合意する。 
3. 業務目的に沿い、組織は人材を雇用・育成し、手順と環境を整備する。 
4. 組織は、業務の実行・結果を記録する。 
5. 組織は、業務をより良く行う上で有益な情報を組織職員に提供する。 
6. 組織は、組織業務に対する患者・職員の具体的な期待に耳を傾け、応える。 
7. 組織は、業務の質（患者と職員の期待に応える度合い、無駄とバラツキの度合い）

を測定して業務の質を反省する。 
8. 組織は、具体的な質の低下・悪化（＝問題）を認知して解決（改善）する。 
9. 組織は、自業務（上記 1～8）の的確さを評価し、必要に応じて目標と手順を改善し、

その結果をプロセス管理委員会に報告する。 
10. 1～9 を繰り返して、業務の質改善を継続する。 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がオンサイト講習を企

画・調整し、ISO 推進担当部署（ISO・医療業務支援部）が講習を担当する。講習

終了時、担当講師は人材養成エキスパートの理解度を評価しフィードバックする。 
 修了要件：担当講師が事前に設定する理解度基準に達していること。人材養成エキ

スパートが ISO 認証団体（BSI ジャパン等）の内部監査員養成コース受講を希望す

る場合、専任コーディネーターは資格取得調整に当たる。 
履修期間：改善の手順講習（1.5 時間） 

山下　慶三（ISO・医療業務支援部）（23 ～ 24 年度）
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多職種 20【人材養成プログラム：改善の手順】 
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＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がオンサイト講習を企

画・調整し、ISO 推進担当部署（ISO・医療業務支援部）が講習を担当する。講習

終了時、担当講師は人材養成エキスパートの理解度を評価しフィードバックする。 
 修了要件：担当講師が事前に設定する理解度基準に達していること。人材養成エキ

スパートが ISO 認証団体（BSI ジャパン等）の内部監査員養成コース受講を希望す

る場合、専任コーディネーターは資格取得調整に当たる。 
履修期間：改善の手順講習（1.5 時間） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
ISO・医療業務支援部専従部員（あるいは副部長）がオンサイト講習を担当 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
医療チームが ISO 企画を遵守することにより、医療チームはプロセス管理委員会からリソ

ースとインフラの支援を確保でき、業務を介して患者・職員の期待に応えることができる。 
⇒ 「多職種 23【人材養成プログラム：仕事の改善の仕方】」と合同で実施 
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多職種 21【人材養成プログラム：MBTI】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室／消化器内科診療グループ）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
期待される効果：チームが民主的に運営され、メンバーの人間関係が継続的に改善される 

 

目的：自他のタイプを認知し、ヒトのタイプの偏りに対応するリーダーの力量を育成する 
 自己の限界（外界認知・判断の偏り、価値観のタイプ、同僚・友人・家族との交渉

の質 等）をより良く認知し、今後の心の自己成長に道標を得る。 
 メンバーのタイプの偏りを活かすことにより、チームワークの質を改善する。（メン

バー間のより良い協力、より良い部下の育成、より良い会議の運営、より良い意思

決定 等） 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がオンサイト講習企画

を企画・調整し、（株）PDS 研究所（Institute of Psycological Development and 
Support System）が講習を担当する。講習終了時、担当講師は人材養成エキスパー

トの理解度を評価しフィードバックする（入門編）。人材養成エキスパートの求めに

応じ、専任コーディネーターは PDS 研究所によるグループコーチング（またはグ

ループ追加研修）を企画・調整する。 
 修了要件：PDS 研究所講師が事前に設定する理解度基準に達していること（入門編）。

人材養成エキスパートが MBTI 認定資格取得を希望する場合、専任コーディネータ

ーは資格取得調整に当たる。 
 履修期間：入門編：半日ｘ2 

グループコーチング：必要に応じて実施 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 

山下　慶三（ISO・医療業務支援部）（23 ～ 24 年度）
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多職種 21【人材養成プログラム：MBTI】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室／消化器内科診療グループ）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
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の質 等）をより良く認知し、今後の心の自己成長に道標を得る。 
 メンバーのタイプの偏りを活かすことにより、チームワークの質を改善する。（メン

バー間のより良い協力、より良い部下の育成、より良い会議の運営、より良い意思

決定 等） 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がオンサイト講習企画

を企画・調整し、（株）PDS 研究所（Institute of Psycological Development and 
Support System）が講習を担当する。講習終了時、担当講師は人材養成エキスパー

トの理解度を評価しフィードバックする（入門編）。人材養成エキスパートの求めに

応じ、専任コーディネーターは PDS 研究所によるグループコーチング（またはグ

ループ追加研修）を企画・調整する。 
 修了要件：PDS 研究所講師が事前に設定する理解度基準に達していること（入門編）。

人材養成エキスパートが MBTI 認定資格取得を希望する場合、専任コーディネータ

ーは資格取得調整に当たる。 
 履修期間：入門編：半日ｘ2 

グループコーチング：必要に応じて実施 
  
＜教育プログラムの指導体制＞ 

入門編・グループコーチング共に、園田由紀氏（PDS 研究所：代表取締役）がオンサイト

講習を担当 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
MBTI はカール・ユングのタイプ論に基づくヒトの心の働かせ方の偏りに関するモデル理論

で、世界的レベルの臨床的裏打ちを備え、ビジネス界での応用に富む、信頼性の高い実践

的心理体系である。プログラム履修により、チームワークの質向上だけでなく、履修者の

家族、友人、組織への対応の質向上にも良い影響が及ぶであろう。加えて、講師の園田由

紀氏は河合隼雄氏およびナオミ・L・クエンク氏の直弟子で、日本に於ける MBTI の第一人

者（日本 MBTI 協会代表理事）である。 ⇒ 24 年度には、園田氏が代表理事を務める日

本 MBTI 協会の理事でもある林田みか氏を招聘し、プログラムを実施した（24 年度新規参

加者数：14 名）。26 年 3 月には、さらに掘り下げた内容でのプログラム実施を予定してい

る。 
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多職種 22【人材養成プログラム：仕事の教え方】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
期待される効果：メンバーによる業務の標準手順遵守を確保する。 

 
目的：業務プロセスの科学的分析結果をメンバーが相互に共有する力量を育成する。 

 教える前に：ヒト毎に訓練予定表を作成でき、対象業務をサブプロセスの繋がりに

分解でき（作業分解シート）、業務実施上の急所（注意を要する点、患者・職員の安

全を確保する上で重要となる点 等）を適切に表現できる。 
 教える際に：作業場を整備して業務資材を調え、ヒトに業務の仕方を言い、業務を

やって見せ、メンバーに業務をやらせてみてその間違いを指摘し、やりながらメン

バーに急所を言わせるよう促せる。 
 教えた後に：教えた相手が単独で業務を正しくこなせるまで、フォローする。 

＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 
 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がロールプレー主体の

オンサイトのトレーナー養成講座を企画・調整し、日本産業訓練協会が講座を担当

する。講習終了時、担当講師は人材養成エキスパートの習熟度を評価しフィードバ

ックする（入門講座）。人材養成エキスパートの求めに応じ、専任コーディネーター

はグループコーチング（またはグループ追加研修）を企画・調整し、Patrick Graupp
氏（米国 TWI Institute）がコーチングを担当する。 

 修了要件：人材養成エキスパートは、TWI-JI に則り“仕事の教え方”教育プログ

ラム（医療版 TWI-JI 10 時間講習プログラム）を開発する。 
 履修期間：トレーナー養成講座（6 日間） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
トレーナー養成講座は、日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーが担当する。 
グループコーチングは、Patrick Graupp 氏（米国 TWI Institute マスタートレーナー）
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多職種 22【人材養成プログラム：仕事の教え方】 
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＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
TWI は、デミングの PDCA サイクルと Charles Allen の 4 段階指導法を基に、1940 年米

国戦時人事委員会（War Manpower Commission）が開発した企業内訓練体系で、1）仕事

の改善の仕方、2）仕事の教え方、3）ヒトの扱い方、4）安全な作業の仕方）で構成する。

45 年までの 5 年間、米国での受講は 300 万人規模に及び、徴兵され工員の減少した工場生

産の質を維持・向上する要として機能した。GHQ は、復興支援目的で TWI を日本に導入

し、1955 年以後日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーは 250 万人以上のトレーナ

ーを日本産業界に輩出している。トヨタ自動車は社員教育の礎に TWI を置く企業として世

界に知られる。近年、トヨタウェイ導入に熱心な米国医療界の一部は、TWI Institute の支

援を得て病院運営改善に TWI を利用し始めた（例：Verginia Mason Medical Center、シ

アトル）。他方、日本医療界には TWI 訓練体系の利用履歴は未だなく、現行の TWI トレー

ナー養成講座訓練マニュアルは、必ずしも医療職者の訓練に適すとは限らない。国内での

医療者トレーナー養成の便を図るため、筑波大学附属病院、日本産業訓練協会および TWI 
Institute は協働のうえ下記を実施・完了する（協働プランは、既に合意済み）。 

 医療版 TWI トレーナー養成講座マニュアルの作成 
筑波大学附属病院と日本産業訓練協会は協力して、TWI Institute（米国）の医療版

TWI マニュアルを基に日本版 TWI トレーナー養成講座マニュアルを改定する。 
 TWI Institute マスタートレーナーによる、日本産業訓練協会マスタートレーナー

の再訓練 
Patrick Graupp 氏（マスタートレーナー、TWI Institute：日本サンヨー勤務歴を

持ち、Verginia Mason Medical Center（シアトル：米国）での TWI 訓練を担当）

は、日本産業訓練協会のマスタートレーナーの再教育を担当する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
人材養成エキスパート（単年度当たり 9 人程度） 
  
＜評価指標＞ 
人材養成エキスパート力量の評価指標は、TWI 訓練体系自体にはない。人材養成エキスパ

ートの態度能力（責任を果す、協力する、集中する、変革する、情熱を持つ、方針を守る、

成長を促す、良心に従う 等）を、無記名 WEB 入力法を介し、チーム医療教育推進室員、

同僚エキスパート、エキスパートがトレーニングを提供する医療チーム、および所属する

プロセス管理委員会メンバー等（最低 10 名）による 360 度評価を定期的に（少なくとも年

1 回）実施する。  
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＜事業成果等の分析＞ 
日本産業訓練協会による TWI「仕事の教え方」研修会を開催し参加者は下記の通りである。 
平成 24 年度 参加者 19 名（医師：3 名、看護師：6 名、その他医療職：7 名、事務 3 名） 
平成 25 年度 参加者 13 名（医師：5 名、看護師：2 名、その他医療職：4 名、事務 2 名） 
（平成 25 年度はトレーナー講習も含む） 
研修会後のアンケートではほぼ全員が、研修内容は仕事を教えていくうえで役立つ、と回

答しており、満足度と有用性の高い研修であった（以下の「人材養成プログラム：仕事の

教え方」の研修会報告を参照）。 
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平成 24 年 5 月 26 日（土）・27 日（日）に仕事の教え方研修を実施しまし

た。 
参加者の職種別内訳は、医師 1 名、看護師 3 名、臨床心理士 2 名、理学療

法士 1 名、つくばネクストパートナーズ所属職員 1 名となり、計 8 名の多

職種の方が参加しました。 
 

研修会の目的

本研修の目的は、仕事の全体像と大切な点を理解させつつその仕事を確実に行えるよう

にヒトを導く手順を習得することです。 

 
 

研修会の内容
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職場問題の原因は、仕事を知らない・出来

ないことが大半です。“仕事の教え方”研修で

は、“相手が覚えていないのは自分が教えてな

かったのだ”をモットーに、ヒトに仕事を教

える確実な手順を体得する機会を参加者に提

供します。 
 
“仕事の教え方”手順は、１）習う準備を

させる、２）作業を説明する、３）やらせて

みる、４）教えたあとをみる、の４段階に分かれます。 
 
研修では、先ず講師が【電気コ

ード結び】作業をこの４段階に沿

って参加者の一人に一対一で教え

ます。“仕事の教え方”の２段階目

では作業ステップと重要な点を説

明しながら作業を実演し、３段階

目では生徒に作業ステップと重要

な点を実演させつつ理解させます。 
 
参加者は研修に参加する前に職

場でヒトを教える具体的なシナリ

オを考えておくのですが、研修の場でそれを別の参加者を相手に“仕事の教え方”の４段

階法に沿って実演します。実演の首尾を講師とその他の参加者が批評・改善することで、

どの参加者も“教え方”の手順と価値を体得する機会を得ることができるのです。 
 

研修参加者の声 

参加者からは、次のようなご意見をいただきました。 
 
 他部門の業務を知るうえでも自分の業務を見直すうえでも重要。 
 実践に役立てられる内容だったと思います。 
 明日からの仕事に活かせそうです。ありがとうございました。 
 TWI の他の研修にも興味があります。こういった研修が院内研修としてすべての職種

に、入職後 5 年目ぐらいの人に機会があると良いと思います。 
 本格的に導入するのであれば、教育を担当する部署での導入検討及び実施の検討をし

“仕事の教え方”の手順

）習う準備をさせる

）作業を説明する

）やらせてみる

）教えたあとをみる
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 他部門の業務を知るうえでも自分の業務を見直すうえでも重要。 
 実践に役立てられる内容だったと思います。 
 明日からの仕事に活かせそうです。ありがとうございました。 
 TWI の他の研修にも興味があります。こういった研修が院内研修としてすべての職種

に、入職後 5 年目ぐらいの人に機会があると良いと思います。 
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“仕事の教え方”の手順

）習う準備をさせる

）作業を説明する

）やらせてみる

）教えたあとをみる

 

ていただきたいと思った。 
 年齢や経験年数に関わらず、教育を行う立ち位置のものは皆が受講しても良いと思い

ます。個人的には、認定看護師のみなさんは受講すると良いかも。 
 非常に興味があったので、すごく勉強になりました。今まで、教える側としてこれま

でに準備をしていた事はありませんでした。逆に、事前レポートや課題を与える事ば

かりでした。「教え方」をスタッフに少しでも伝えられたらなぁ…と思いますが、まず

は、私が後輩に指導する所からはじめてみます。ありがとうございました。 
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多職種 23【人材養成プログラム：仕事の改善の仕方】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
期待される効果：メンバーによる業務の標準手順の継続的改善を確保する。 

 
目的：業務プロセスの科学的分析に依り、業務の無駄とバラツキを低減するアイデアを育

み、業務の方法・手順・施設を改善するメンバーの力量を育成する。 
 対象業務をサブプロセスの繋がりに分解して、作業分解シートを作成できる。 
 サブプロセス毎に作業の目的、何処で、誰が、何時、どんな方法で実施するのがよ

いかを自問できる。 
 サブプロセスの削除、並べ替え、代替等により、業務の無駄とバラツキを除く（低

減する）改善を考案できる。 
 改善案の実地検証を通して、業務手順の改善案に対するチームの承認を求めること

ができる。 
 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がロールプレー主体の

オンサイトのトレーナー養成講座を企画・調整し、日本産業訓練協会が講座を担当

する。講習終了時、担当講師は人材養成エキスパートの習熟度を評価しフィードバ

ックする（入門講座）。人材養成エキスパートの求めに応じ、専任コーディネーター

はグループコーチング（またはグループ追加研修）を企画・調整し、Patrick Graupp
氏（米国 TWI Institute）がコーチングを担当する。 

 修了要件：人材養成エキスパートは、TWI-JI に則り“仕事の改善の仕方”教育プ

ログラム（医療版 TWI-JM 10 時間講習プログラム）を開発する 
 履修期間：トレーナー養成講座（6 日間） 
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＜教育プログラムの指導体制＞ 
トレーナー養成講座は、日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーが担当する。 
グループコーチングは、Patrick Graupp 氏（米国 TWI Institute マスタートレーナー）

が担当する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
TWI は、デミングの PDCA サイクルと Charles Allen の 4 段階指導法を基に、1940 年米

国戦時人事委員会（War Manpower Commission）が開発した企業内訓練体系で、1）仕事

の改善の仕方、2）仕事の教え方、3）ヒトの扱い方、4）安全な作業の仕方）で構成する。

45 年までの 5 年間、米国での受講は 300 万人規模に及び、徴兵され工員の減少した工場生

産の質を維持・向上する要として機能した。GHQ は、復興支援目的で TWI を日本に導入

し、1955 年以後日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーは 250 万人以上のトレーナ

ーを日本産業界に輩出している。トヨタ自動車は社員教育の礎に TWI を置く企業として世

界に知られる。近年、トヨタウェイ導入に熱心な米国医療界の一部は、TWI Institute の支

援を得て病院運営改善に TWI を利用し始めた（例：Verginia Mason Medical Center、シ

アトル）。他方、日本医療界には TWI 訓練体系の利用履歴は未だなく、現行の TWI トレー

ナー養成講座訓練マニュアルは、必ずしも医療職者の訓練に適すとは限らない。国内での

医療者トレーナー養成の便を図るため、筑波大学附属病院、日本産業訓練協会および TWI 
Institute は協働のうえ下記を実施・完了する（協働プランは、既に合意済み）。 
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＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
人材養成エキスパート（単年度当たり 9 人程度） 
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ートの態度能力（責任を果す、協力する、集中する、変革する、情熱を持つ、方針を守る、

成長を促す、良心に従う 等）を、無記名 WEB 入力法を介し、チーム医療教育推進室員、
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1 回）実施する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
日本産業訓練協会による TWI「仕事の改善の仕方」研修会を開催し参加者は下記の通りで

ある。 
平成 23 年度 参加者 23 名（医師：6 名、看護師：7 名、その他医療職：7 名、事務 3 名） 
平成 24 年度 参加者 5 名（医師：2 名、看護師：1 名、その他医療職：1 名、事務 1 名） 
平成 25 年度 参加者 7 名（医師：2 名、看護師：2 名、その他医療職：1 名、事務 2 名） 
研修会後のアンケートではほぼ全員が、研修内容は仕事を改善するうえで役立つ、と回答

しており、満足度と有用性の高い研修であった（以下の「業務の改善の仕方研修の報告」

参照）。 
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平成 23 年度 参加者 23 名（医師：6 名、看護師：7 名、その他医療職：7 名、事務 3 名） 
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平成 25 年度 参加者 7 名（医師：2 名、看護師：2 名、その他医療職：1 名、事務 2 名） 
研修会後のアンケートではほぼ全員が、研修内容は仕事を改善するうえで役立つ、と回答

しており、満足度と有用性の高い研修であった（以下の「業務の改善の仕方研修の報告」

参照）。 
 
  

業務の改善の仕方研修の報告
 

平成 24 年 2 月・3 月に業務の改善の仕方研修を実施いたしました。 
本研修の目的は、職場のリーダーに必須である、仕事の改革・改善や設備の改良･改善の

手法を修得することであり、2 日間の研修を 23 名が受講しました。 
 
参加者の職種別内訳は医師 6 名、看護師 7 名、事務 2 名、薬剤師 1 名、診療放射線技師

1 名、歯科衛生士 1 名、理学療法士 1 名、臨床検査技師 1 名、臨床工学技士 1 名、管理栄

養士 1 名、メディカルクラーク 1 名という、多彩な顔ぶれです。 
 

 
受講者は、事前

に用意しておいた

自分の業務におい

て、今後改善した

いと思うことをそ

れぞれ発表しまし

た。まず、業務の

概略を説明し、今の手順を説明します。

次に、改善が必要だと思われるプロセス

について、多角的に改善案を考えます。

そして最後に、選択した改善案を説明し、

実演を行いました。 
 
 

【アンケート結果】
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て関心を持っており、この研修が今後も役に立つと感じる事ができる、大変内容の濃い研
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修になったことが分かりました。 
 
◆ 研修に参加される前に、業務改善について関心を持っていましたか。 

 
 
◆ 研修参加後、業務改善について関心を持ちましたか 

 
 
◆ 研修内容は、業務を改善していく上で役に立つと感じましたか。 
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【自由記載意見】

 初めは、作業を分解することが難しく、4 つにしか分けられなかったものが、研修を受

けていく中で、だんだんと理解ができ、9 つまで分解して考えられるようになりました。

これを繰り返していくことにより、改善の方法が身についてくるのだろうと、いうこ

とを実感しました。また別な意味で、普段接することのない部署の方達の業務内容を

知ることが出来て今回参加させていただいてとてもよかったです。 

 病院の中の色々な部署の人が混ざっていて部署同士の理解が深まるのでとても良いと

思いました。まさに、チーム医療の主旨にあったものだと思います。（ベスト人数より

も）人数が多いと時間が掛かり大変だが、部署同士の理解はかなり進みます。 

 改善の仕方を学ぶことで、今まで見えなかったものが見えるようになった。改善の余

地はないと思えた事も細目にしてみること、皆で話してみる事で思わぬ発見に結びつ

くことが分かった。乗り気でなかったが、大変有意義であった。参加者の発表時間を

もう少し少なくし、講義の時間を 2～3 時間増やしてもよいのでは。いずれにしても今

後に大変役立つと思います。ありがとうございました。 

 様々な職場、職種と一緒に研修を受けることによって問題意識を共有できてよかった

です。医療の世界にいるとこのような研修を受けるチャンスが少ないので（自ら進ん

で受けることも少ないので）とても充実した時間でした。 

 業務改善だけでなく、仕事の教え方、人の扱い方にも非常に興味があります。 

 少人数でしかできない研修であると思いますが、もっと多くのスタッフに参加しても

らいたい研修だと思いました。この研修に参加することで改善の見方、やる気もそな

わり、みんなが協力して行っていけると思いました。また、多職種が集まることで別

の意見をもらえ、そして共有して問題解決に当たれる「チャンスが生まれるとも思い

ました。 

どちらか

と言えば

短かった, 
4 

どちらか

と言えば

長かった, 
5 

適切だっ

た, 13 
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 いろいろな職種の方の仕事がわかり有意義でした。いろいろなケースを実際に扱って

みたので、理解しやすかったです。改善のためにはフロア内をこえてフロア間、職種

間のコミュニケーションが必要だと感じました。コミュニケーションのとれる医師の

養成も必要だと思いました。 
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多職種 24【人材養成プログラム：ヒトの扱い方】 
担当者（所属）：鈴木 英雄（医学教育企画評価室）（25 年度） 

山下 慶三（ISO・医療業務支援部）（23～24 年度） 
 
＜教育プログラムの目的・効果＞ 
期待される効果：チームが民主的に運営され、メンバーの人間関係が継続的に改善される。 
目的：メンバー間の人間的課題を事実分析と良い判断を介して解決するリーダーの力量を

育成する。 
 メンバーの人間関係上の問題に気付ける。 
 メンバーの人間関係上の問題の背後要因となる事実を調査できる。 
 処置を決めるに当たり、メンバーの個性や立場、チームの目的、病院理念は方針を

考慮できる。 
 処置後、処置の効果の調査を基に処理の適否を反省できる。 

 
＜教育プログラムの履修方法及び修了要件＞ 

 履修方法：専任コーディネーター（チーム医療教育推進室）がロールプレー主体の

オンサイトのトレーナー養成講座を企画・調整し、日本産業訓練協会が講座を担当

する。講習終了時、担当講師は人材養成エキスパートの習熟度を評価しフィードバ

ックする（入門講座）。人材養成エキスパートの求めに応じ、専任コーディネーター

はグループコーチング（またはグループ追加研修）を企画・調整し、Patrick Graupp
氏（米国 TWI Institute）がコーチングを担当する。 

 修了要件：人材育成エキスパートは、TWI-JI に則り“ヒトの扱い方”教育プログ

ラム（医療版 TWI-JR 10 時間講習プログラム）を開発する。 
 履修期間：トレーナー養成講座（6 日間） 

  
＜教育プログラムの指導体制＞ 
トレーナー養成講座は、日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーが担当する。 
グループコーチングは、Patrick Graupp 氏（米国 TWI Institute マスタートレーナー）

が担当する。 
 
＜教育プログラムの運営に関する特記事項＞ 
TWI は、デミングの PDCA サイクルと Charles Allen の 4 段階指導法を基に、1940 年米

国戦時人事委員会（War Manpower Commission）が開発した企業内訓練体系で、1）仕事

の改善の仕方、2）仕事の教え方、3）ヒトの扱い方、4）安全な作業の仕方）で構成する。

45 年までの 5 年間、米国での受講は 300 万人規模に及び、徴兵され工員の減少した工場生

産の質を維持・向上する要として機能した。GHQ は、復興支援目的で TWI を日本に導入
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し、1955 年以後日本産業訓練協会の TWI マスタートレーナーは 250 万人以上のトレーナ

ーを日本産業界に輩出している。トヨタ自動車は社員教育の礎に TWI を置く企業として世

界に知られる。近年、トヨタウェイ導入に熱心な米国医療界の一部は、TWI Institute の支

援を得て病院運営改善に TWI を利用し始めた（例：Verginia Mason Medical Center、シ

アトル）。他方、日本医療界には TWI 訓練体系の利用履歴は未だなく、現行の TWI トレー

ナー養成講座訓練マニュアルは、必ずしも医療職者の訓練に適すとは限らない。国内での

医療者トレーナー養成の便を図るため、筑波大学附属病院、日本産業訓練協会および TWI 
Institute は協働のうえ下記を実施・完了する（協働プランは、既に合意済み）。 

 医療版 TWI トレーナー養成講座マニュアルの作成 
筑波大学附属病院と日本産業訓練協会は協力して、TWI Institute（米国）の医療版

TWI マニュアルを基に日本版 TWI トレーナー養成講座マニュアルを改定する。 
 日本産業訓練協会マスタートレーナーの再訓練 

Patrick Graupp 氏（マスタートレーナー、TWI Institute：日本サンヨー勤務歴を

持ち、Verginia Mason Medical Center（シアトル：米国）での TWI 訓練を担当）

は、日本産業訓練協会のマスタートレーナーの再教育を担当する。 
 
＜教育プログラムの新規登録者数等の目標人数＞ 
人材養成エキスパート（単年度当たり 9 人程度） 
  
＜評価指標＞ 
人材養成エキスパート力量の評価指標は、TWI 訓練体系自体にはない。人材養成エキスパ

ートの態度能力（責任を果す、協力する、集中する、変革する、情熱を持つ、方針を守る、

成長を促す、良心に従う 等）を、無記名 WEB 入力法を介し、チーム医療教育推進室員、

同僚エキスパート、エキスパートがトレーニングを提供する医療チーム、および所属する

プロセス管理委員会メンバー等（最低 10 名）による 360 度評価を定期的に（少なくとも年

1 回）実施する。 
 
＜事業成果等の分析＞ 
日本産業訓練協会による TWI「人の扱い方」研修会を開催し参加者は下記の通りである。 
平成 24 年度 参加者 11 名（医師：3 名、看護師：4 名、その他医療職：3 名、事務 1 名） 
平成 25 年度 参加者 5 名（医師：2 名、看護師：2 名、その他医療職：0 名、事務 1 名） 
研修会後のアンケートではほぼ全員が、研修内容は人を扱ううえで役立つ、と回答してお

り、満足度と有用性の高い研修であった。 
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 ６. 事業成果の地域への還元  
 

本事業では、筑波大学附属病院においてチーム医療を担える人材の養成を目指

すとともに、茨城県あるいは全国の保健医療の現場においても、その成果が活

かされることを目指してきました。事業 HP での教育プログラムや研修内容の

公開だけでなく、実際の研修会や講演会も地域への公開が実現しました。また、

学会や専門誌でも事業成果を積極的に発信してきました。 

今後も本院がこうした取組みを継続することにより、種々の教育プログラムの

開発や運営が単独では困難な保健医療機関においても、スタッフが大学病院と

同じレベルの継続教育を受けることを可能にできればと考えています。 

 

 

6-1 研修会や講演会の公開 

 

チーム医療教育推進室が主催したシンポジウムやワークショップの一般への公開以外にも、

多くの研修会・講演会が外部に公開されました。事業最終年度の平成 25 年度に公開された

主な研修会等は以下の通りです。 

 

テーマ：患者さんの生活をいつ知るの？～患者さんの生活を知るための多職種協働とは 

担当チーム等：地域医療連携推進による高度医療を必要とする在宅患者等支援チーム 

日 時 ： 平成 25年 7月 12 日（金）17:00～18:30  

場 所 ： 筑波大学附属病院（Ａ棟３階）特別第三会議室  

開催趣旨 ： 入院前の生活の評価について理解し、退院に向けた多職種協働の支援に繋げ

ることを目指します。  

対 象 ： 筑波大学附属病院全教職員、地域の保健医療関係者 

演 者： 地域医療連携・患者相談支援センター 副部長 浜野  淳  病院講師 

リハビリテーション部 副部長       石川 公久 理学療法士 

患者相談支援室           廣瀬 久子 社会福祉士 

参加者数：57名 

 

テーマ：心臓リハビリテーション―実施するうえでの留意事項 

担当チーム等：急性期リハビリテーション、離床に関する多職種合同研修会 

日 時 ： 平成 25年 8月 21 日（水）17:30～18:30  

場 所 ： 筑波大学附属病院けやき棟 けやきプラザ  

開催趣旨 ： 心臓リハビリテーションで留意すべき事項について学び、今後の本院での取
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組みに活かすことを目的とします。  

対 象 ： 附属病院全教職員、地域の医療従事者  

講 師 ： 櫻田 弘治 

(公益財団法人心臓血管研究所付属病院 リハビリテーション室長・理学療法士) 

参加者数：71名 

 

テーマ：つくば在宅緩和ケアセミナー「がん患者の倦怠感のマネジメント」 

担当チーム等：地域医療連携推進による高度医療を必要とする在宅患者等支援チーム 

日 時 ： 平成 25年 9月 12 日（木） 18:30～20:00（18:00 開場）  

場 所 ： 筑波大学附属病院 けやき棟 1階 けやきプラザ  

開催趣旨 ： がん患者の症状管理等を中心とした、在宅緩和ケアに関して研修することを

目的とします。  

対 象 ： 地域の在宅医療・がん医療に携わる医師、看護師、メディカルスタッフ 等  

講 師 ： 浜野  淳（筑波大学附属病院 緩和ケアセンター） 

      志真 泰夫（筑波メディカルセンター病院 緩和医療科） 

参加者数：73名 

 

テーマ：不整脈を知る・第１回 市民公開講座「心臓突然死への挑戦」 

担当チーム等：血管内治療チーム 

日 時 ： 平成 25年 10 月 20 日（日）13:00～15:00  

場 所 ： つくば国際会議場２階 中ホール  

開催趣旨 ： 不整脈とその治療について知り、不整脈に遭遇した場合の対応について学ぶ

ことを目的とします。  

対 象 ： 不整脈やその治療に関心のある方 

講 師 ： 青沼 和隆（筑波大学医学医療系教授(循環器内科)） 

      縮   恭一（筑波大学附属病院 医療機器管理センター） 

梅津  努 （筑波大学附属病院 看護部） 

参加者数：166 名 

 

テーマ：IBD（炎症性腸疾患）患者さんのための食事療法教室 

担当チーム等：管理栄養士が中心となった患者のＱＯＬ向上チーム 

日 時 ： 平成 25年 10 月 26 日（土） 14:00～17:00  

場 所 ： 筑波大学附属病院 外来棟（Ａ棟）３階 食堂  

開催趣旨 ： 患者さんとご家族が食事療法の具体スキルを身に付け、医療従事者が患者さ

んの食・生活支援について学ぶことを目的とします。  

対 象 ： ①IBD の患者さん・ご家族（定員 30名） 
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組みに活かすことを目的とします。  

対 象 ： 附属病院全教職員、地域の医療従事者  

講 師 ： 櫻田 弘治 

(公益財団法人心臓血管研究所付属病院 リハビリテーション室長・理学療法士) 

参加者数：71名 

 

テーマ：つくば在宅緩和ケアセミナー「がん患者の倦怠感のマネジメント」 

担当チーム等：地域医療連携推進による高度医療を必要とする在宅患者等支援チーム 

日 時 ： 平成 25年 9月 12 日（木） 18:30～20:00（18:00 開場）  

場 所 ： 筑波大学附属病院 けやき棟 1階 けやきプラザ  

開催趣旨 ： がん患者の症状管理等を中心とした、在宅緩和ケアに関して研修することを

目的とします。  

対 象 ： 地域の在宅医療・がん医療に携わる医師、看護師、メディカルスタッフ 等  

講 師 ： 浜野  淳（筑波大学附属病院 緩和ケアセンター） 

      志真 泰夫（筑波メディカルセンター病院 緩和医療科） 

参加者数：73名 

 

テーマ：不整脈を知る・第１回 市民公開講座「心臓突然死への挑戦」 

担当チーム等：血管内治療チーム 

日 時 ： 平成 25年 10 月 20 日（日）13:00～15:00  

場 所 ： つくば国際会議場２階 中ホール  

開催趣旨 ： 不整脈とその治療について知り、不整脈に遭遇した場合の対応について学ぶ

ことを目的とします。  

対 象 ： 不整脈やその治療に関心のある方 

講 師 ： 青沼 和隆（筑波大学医学医療系教授(循環器内科)） 

      縮   恭一（筑波大学附属病院 医療機器管理センター） 

梅津  努 （筑波大学附属病院 看護部） 

参加者数：166 名 

 

テーマ：IBD（炎症性腸疾患）患者さんのための食事療法教室 

担当チーム等：管理栄養士が中心となった患者のＱＯＬ向上チーム 

日 時 ： 平成 25年 10 月 26 日（土） 14:00～17:00  

場 所 ： 筑波大学附属病院 外来棟（Ａ棟）３階 食堂  

開催趣旨 ： 患者さんとご家族が食事療法の具体スキルを身に付け、医療従事者が患者さ

んの食・生活支援について学ぶことを目的とします。  

対 象 ： ①IBD の患者さん・ご家族（定員 30名） 

 
 

②筑波大学附属病院ならびに地域の医療従事者（事前申込み不要） 

参加者数：35名 

 

≪講座広報用ポスターと地域情報紙（「常陽リビング」（平成 25 年 10 月 19 日））掲載記事≫ 
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4 
 

6-2 学会等での成果発表 

 

本事業では、成果を出したチームのメンバーの学会等での発表を奨励し、各チームのさらな

るステップアップにつながるよう支援した結果、多くの学会等での本事業の成果発表につな

がりしました。 

 

 

6-2-1 学会等での発表 

これまでは、同じ大学病院に勤務するスタッフであっても、職員には教員とは異なり研究

に対する支援が、積極的には行われていませんでした。個別の研究費の割り当ても無いこと

から、学会等には休暇をとっての自費での参加となることが多く、病院職員にとって参加費

や旅費が高額となる大きな学会での発表は、経済的にもハードルが高いものとなっています。

そこで、本事業では病院スタッフの学会発表についても総合的に支援してきました。 

関係の学会で自らが所属するチームの取組み成果について発表し、院外の専門家からご助

言・ご意見をいただいたことが、そのメンバーの成長につながっただけでなく、本院のチー

ム医療の推進のために有用な手段となり、何より、地域への事業成果の還元という点で有効

であったと考えられます。 

 

≪平成 24 年度の学会等発表一覧≫ 

時期 チーム・役割分担等名称 成果報告学会等名称 
発表資料

№ 

6 月 薬剤師病棟常駐 第 1 回日本小児診療多職種研究会  

7 月 多職種連携新人研修 第 44 回日本医学教育学会大会 1 

8 月 人材養成エキスパートチーム 
第 13 回日本医療マネジメント学会茨城

県支部学術集会 
2 

8 月 薬剤師病棟常駐 
日本病院薬剤師会関東ブロック第 42

回学術大会 
 

10 月 摂食・嚥下サポートチーム ＡＴＢＨ（All Together Better Health）Ⅵ 3 

2 月 外来化学療法チーム 第 22 回茨城がん学会  

2 月 ＤＰＣ検証チーム 
平成 24 年度大学病院情報マネジメント

部門連絡会議 
 

3 月 造血幹細胞移植チーム 第 35 回日本造血細胞移植学会総会 4 
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4 
 

6-2 学会等での成果発表 

 

本事業では、成果を出したチームのメンバーの学会等での発表を奨励し、各チームのさらな

るステップアップにつながるよう支援した結果、多くの学会等での本事業の成果発表につな

がりしました。 

 

 

6-2-1 学会等での発表 

これまでは、同じ大学病院に勤務するスタッフであっても、職員には教員とは異なり研究

に対する支援が、積極的には行われていませんでした。個別の研究費の割り当ても無いこと

から、学会等には休暇をとっての自費での参加となることが多く、病院職員にとって参加費

や旅費が高額となる大きな学会での発表は、経済的にもハードルが高いものとなっています。

そこで、本事業では病院スタッフの学会発表についても総合的に支援してきました。 

関係の学会で自らが所属するチームの取組み成果について発表し、院外の専門家からご助

言・ご意見をいただいたことが、そのメンバーの成長につながっただけでなく、本院のチー

ム医療の推進のために有用な手段となり、何より、地域への事業成果の還元という点で有効

であったと考えられます。 

 

≪平成 24 年度の学会等発表一覧≫ 

時期 チーム・役割分担等名称 成果報告学会等名称 
発表資料

№ 

6 月 薬剤師病棟常駐 第 1 回日本小児診療多職種研究会  

7 月 多職種連携新人研修 第 44 回日本医学教育学会大会 1 

8 月 人材養成エキスパートチーム 
第 13 回日本医療マネジメント学会茨城

県支部学術集会 
2 

8 月 薬剤師病棟常駐 
日本病院薬剤師会関東ブロック第 42

回学術大会 
 

10 月 摂食・嚥下サポートチーム ＡＴＢＨ（All Together Better Health）Ⅵ 3 

2 月 外来化学療法チーム 第 22 回茨城がん学会  

2 月 ＤＰＣ検証チーム 
平成 24 年度大学病院情報マネジメント

部門連絡会議 
 

3 月 造血幹細胞移植チーム 第 35 回日本造血細胞移植学会総会 4 
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≪平成 25 年度の学会等発表一覧≫ 

時期 チーム・役割分担等名称 成果報告学会等名称 
発表資料

№ 

7 月 チーム医療教育推進室 第 45 回日本医学教育学会大会 5 

9 月 摂食・嚥下サポートチーム 
第 19 回日本摂食・嚥下リハビリテーショ

ン学会学術大会 
 

11 月 人材養成エキスパートチーム 第 8 回医療の質・安全学会学術集会 6 

2 月 
管理栄養士が中心となった患

者の QOL 向上チーム 
第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 7 

2 月 摂食・嚥下サポートチーム 第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 8,9 

3 月 
管理栄養士が中心となった患

者の QOL 向上チーム 
第 33 回食事療法学会 10 

3 月 造血幹細胞移植チーム 第 36 回日本造血細胞移植学会総会 11 

 

管理栄養士が中心となった患者の QOL 向上チーム・清水管理栄養士の発表の様子 

（平成 26 年 3月 9日・長崎） 
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≪各チーム等の発表資料≫ 

 

 

 

６－2－１（その●●）のファイルを、●●の順番で挿入してくだ

さい。 

パワーポイントは 6 枚を 1 ページに、ポスターはそのまま 1 ペー

ジに印刷してください。 

 

 

 

  

新人職員の多職種連携に対する意識と
『多職種コミュニケーション』研修の試み

稲葉めぐみ*1*5、前野貴美*2*4、瀬尾恵美子*1*4、小川良子*1、
菊池晃子*1、讃岐勝*1*4、前野哲博*1*4、松村明*3*4

(*1筑波大学附属病院 総合臨床教育センター、*2 同 医学群、*3 同 附属病院、
*4 同 大学院 人間科学総合研究科、*5東京大学大学院 教育学研究科）

本研究は、文部科学省「チーム医療推進のための大
学病院職員の人材養成システムの確立」採択事業、
筑波大学「患者中心の医療を実践する人材養成の体
系化」の支援を受けて実施されました。

はじめに

この場をおかりして、

事業関係者の皆様に
御礼申し上げます。

 筑波大学附属病院では、チーム医療を推進する
人材教育の一貫として、新人職員が多職種との
意見交換を体験するアーリーエクスポージャー、
新人職員合同研修『多職種コミュニケーション』を
試みた。

 本研究では、新人職員の多職種連携の経験及
び研修前・後のチーム医療に対する意識の変化
を明らかにすることを目的とする。

目的

方法

新人職員合同研修

Program
・アイスブレイク
・映画視聴
・グループワーク

 平成24年度から、事務系職員も含めた全新人職
員を対象とした参加型の『多職種コミュニケーショ
ン』研修を、入職初日（4月2日）に実施した

 参加者189名⇒7～8名の多職種混成グループに
編成

新人職員合同研修会

23%

51%

16%
10%

研修参加者の内訳

エニアグラムによる

性格タイプ

（9タイプより一部を抜粋）

 研修目的の説明

 参加者各自が、エニアグ
ラムにより、性格タイプを
簡易判定

 アイスブレイク：グループ
ごとに昼食を共にしなが
ら、性格タイプの紹介を
交えた自己紹介

研修内容（１）

性格タイプ キャラクター

熱中する人 サザエさん

個性を求める人 スナフキン

達成する人 峰 不二子

挑戦する人 ジャイアン

平和を好む人 ドカベン

資料№ 1
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 映画視聴：一機の飛行機のトラブル発生と、多
職種でそれに対処する映画、『ハッピー・フライ
ト』の１シーンを、全員で視聴

 グループワーク：映画を見て考えたこと、感想な
どをグループで話し合い、報告書を作成⇒報告

研修内容（２）

 多職種連携に対する意識や経験を、研修前・後
に、4件法の質問紙で調査した（悉皆調査）

 本研修に参加して感じたこと、意見を、自由記載
で求めた

参加者アンケートの実施

筑波大学・チーム医療教育イメージ・キャラクター

ケイちゃん レンくん

マスター・ブライト

結果

研修前アンケート結果（１）

 職種を超えた話し合いや共同作業の意義

 これまでに異なる職種間で話し合った経験

23 31 155設問２

1.全く感じない 2.あまり感じない 3.少し感じる 4.十分に感じる

25 52 87 27設問１

1.全くなかった 2.あまりなかった 3.少しあった 4.十分にあった

研修前アンケート結果（２）：
職種別・異なる職種と話し合った経験

 研修医で経験が「なかった」人は半数以上
（51.2％）で、最も割合が高かった

Q1(研修医）

Q1（看護師・助産師）

Q1（その他の医療職）

Q1（事務職）

研修後アンケート結果

 職種が異なるメンバー同士で交流できたか？

 職種を超えた話し合いや共同作業の意義

22 12 173

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

設問４

1.全く感じなかった 2.あまり感じなかった 3.少し感じた 4.十分に感じた

00 52 136設問３
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 １７１件の自由記載意見をKJ法により分析

 研修で新たな発見

 （研修で）初めて知った職種があり、勉強になった。

互いに違った考え方だからこそ、多角的な考えがで
き、上手く連携することが大事だと思いました。

 多職種連携を考えるきっかけ

チーム医療と多職種間の連携について改めて考え
直す良い機会となりました。今回話し合ったことを忘
れずに心に留めて、働いていこうと思います。

自由記載意見より（１）

 研修での体験と肯定的意見
多職種間のコミュニケーションはとても大切だと思
う。今後もこのような機会があればとても良いと思
う。

 今後の業務に活かそうとする意見
 「医療の現場に携わる方々を事務の面から支えて、
病院の発展のためにがんばろうと思った。

様々な職種との意見交換を通し、自分にはなかった
考え方や見方を吸収することができた。チーム医療
の一員として、これから自分に何ができるのかを常
に考えながら働いていきたいと感じた。

自由記載意見より（２）

 新人職員は、多職種連携の意義は十分感じてい
る

 研修医を中心に、異職種とのコミュニケーション
の経験は十分にはなかった

 『多職種コミュニケーション』を経験し、多くの職種
が医療活動に携わっていることを知った

 自身の体験から、多職種連携の意義

への認識が高まった

結論

アンケート結果等詳細は、事業ＨＰでご確認いただけます。

http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/

ご清聴ありがとうございました。



307

TWI (Training Within Industry)
による病院医療と病院組織文化の改善

-筑波大学附属病院の試み-

筑波大学附属病院

山下慶三、平松祐司、玉岡晃、池田一郎、菊池晃子、野口健司、稲葉めぐみ、前野哲博、松村明、山本純偉

株式会社 ジェイ･エム･エス

根塚友章

D-II-41

TWI (Training within Industry)

• 実際知（全３）に習熟する non-technical skill 訓練

1. 仕事を教える

• Job Instruction

2. 仕事を改善する

• Job Methods

3. 部下に礼を尽くす

• Job Relations

J–programs
１０時間で学ぶ

“Learn by doing”

D-II-41

開発リーダー

• War Manpower Commission, USA (1940～1944)

3筑波大学附属病院とTWI

D-II-41

イノベーションの由来

• 1940 – 1944

– Channing Dooley
– Walter Dietz
– Mike Kane
– William Conover

Charles Allen 
OJT法の確立者（1917）

1. Preparation
2. Presentation
3. Application
4. Testing

Johan Herbart (1776-1841)

科学的教育学の確立者

1. 予備
2. 提示
3. 比較
4. 総括
5. 応用

一次大戦

2次大戦

5段階法

４段階法

D-II-41

紛れもない価値（米国）

• 全期間を通じ、TWIを受け容れた600組織のうち
– 86% が、生産性 を 25％以上向上

– 100% が、訓練時間 を 25％以上短縮

– 88% が、労働時間 を 25%以上短縮

– 55% が、不良品 を 25％以上低減

– 100% が、職員不満 を 25%以上低減

D-II-41

紛れもない価値（日本）

• “Japan as No.1”を生む礎

トヨタウェイ

継
続
的
改
善

人
間
尊
重

改善チャレンジ 現地現物 尊敬
チーム
ワーク

TWI
＆

PDCA

D-II-41

– マッカーサーが導入、日本人マスタートレーナー（35人）を育成

– 労働省・地方自治体が、TWI敷衍を公的支援

– 受講者 ＞ 250万人 （1955年～）

資料№ 2
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TWIと医療

• 医療界での実績
– 米国

• 大戦中

– Endorsed by Mayo Clinic
– Kenney treatment of infantile paralysis
– Maryland Workshop for the Blind
– Red Cross Home Nursing

» Numerous other hospitals across the U.S.

– 日本：無し（日本産業訓練協会による）

• 2001年～： “トヨタに学べ”
– Virginia Mason Medical Center
– Seattle Children’s Hospital
– Kaiser Permanente 他

• 医療者向けトレーニングを、 TWI Institute（米国）が提供

D-II-41

TWIと附属病院 ①

• TWI試行を、文科省GPの核に据える （昨年9月）
– “患者中心の医療を実践する人材養成の体系化” ＞申請採択

• Seattle Children’s Hospital 視察（2月）

– 医療者向けトレーニングを見学

D-II-41

TWIと附属病院 ②

• TWI-JIを使い、資材の一斉更新に備える

– セクショントレーナーに、業者トレーナーが教える （3週間：６時間/日）

• 総数161名 （医師：45名；看護師：111名；技師・薬剤師：5名）

– 全医療職者に、セクショントレーナーが教える （１ヶ月）

– マスタートレーナー選任：TWI-JI受講 （１ヶ月）

• 業者トレーナー：1名； 病院トレーナー：医師３名、看護師３名

• 作業分解シートを共同作成 （1ヶ月）

D-II-41

TWIと附属病院 ③

• 実施価値

– If the worker hasn’t learned, the Instructor hasn’t taught
• 仕事の教え方（Job Instruction）

– People must be treated as individuals
• ヒトの扱い方（Job Relations）

誇りと尊敬を、職員の心に届ける

D-II-41

University of Tsukuba Hospital-WayUniversity of Tsukuba Hospital-Way
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は じ め に

第35回 日本造血細胞移植学会総会 ( 2013.03.08. 金沢 )

リハビリテーション施行率向上に繋がる

多職種チームの連携と看護介入方法の試み

市来崎亜由実1) ,上野友之3),湯原民3),成松みき1),斎藤裕子1),小野寺彩花1),横山泰久2),栗田尚樹2),新井励4),四家広子1),久保はるか1),菊地雅人1)

1)筑波大学附属病院看護部,2)筑波大学医学医療系血液内科,3)筑波大学附属病院リハビリテーション部,4)筑波大学附属病院総合がん診療センター

造血幹細胞移植患者は、治療に伴う合併症状、療養環

境の制限などにより、臥床時間の増加、運動に対する意

欲の低下を来し、廃用症候群が進行する。これに対し、移

植前からの運動療法介入を行うことで、筋力の維持、日常

生活動作水準の維持、さらに、倦怠感、抑うつ気分などの

心理面への効果が報告されている。

当院においても、平成24年8月より移植患者へのリハビ

リテーション介入を開始した。導入初期においては、施行

率が上がらず、筋力、ADLの維持が困難となる症例が多

かった。このため、25年1月の新病棟開設に合わせ多職

種チームにて再検討を行い、リハビリ施行率向上のため、

新たな連携、介入が有効であったことを確認し報告する。

当院において、造血幹細胞移植治療患者のリハビリテーションを立ち上げる

にあたり、虎の門病院血液内科山本久史先生をはじめ移植チームの皆様より、

貴重なご意見を賜りました。この場をかりて、深く感謝いたします。

なお、本研究は、文部科学省大学改革推進事業・筑波大学「患者中心の医療

を実践する人材養成の体系化」の支援を受けて実施されました。

 30秒間椅子立ち上がり試験（CS-30）においては、全例にて低下がみられたが、

変化率では25.01以降患者群で減少率が低い傾向にあった（0.71 vs. 0.81：
p=0.19）。

握力については、ほぼ同等であった（0.94 vs. 0.98：p=0.58）。

患 者 背 景

リハ施行率の向上

謝 辞

多職種間でのリハ施行率向上のための取り組み

１．看護師による運動支援
 理学療法士（ＰＴ）によるリハ実技講

習会開催
 ＰＴより運動メニューを指導
 ＰＴ不在となる土日曜日に、ストレッチ、

筋力トレーニング等のセルフトレーニ
ングを支援（15分程度）

 体調に合わせて声かけを実施
 日常生活動作評価

２．理学療法士の介入

 血液内科病棟専属のＰＴを配置
生着までをベッドサイド、ならびに、
棟内廊下、生着後よりリハビリテー
ション室にて実施（20分～40分）

 セルフトレーニングメニューの作成
 運動メニューの検討、再評価

３．臨床心理士の介入

 WCCLコーピングスケールを使用し、
ストレス対処行動スタイルを評価

 体調不良時の対応、モチベーション
維持に反映

４．環境の整備

 病棟廊下まで、CL100000の環境
 病棟内に、リカンベント型エルゴメー

ター、および、ベッドサイド用として、
セラートレーナーを配置

 各々の運動メニューを病室内に掲示

５．移植チームカンファレンス
 多職種間カンファレンス（血液内科医師、看護師、移植コーディネーター、歯科衛生士、理学療法士、リハ科医師、臨床心理士、薬剤

師）を開催
 入院前情報も共有し、早期介入が可能に
 日常生活動作レベルまでを評価し、病棟内ADL、退院支援につなげる
 心理面への配慮を共有

運動機能評価

ま と め

患者自身で意欲を維持し運動を継続することは難しく、また体調は日内において

も大きく変化する。そのため看護師が患者の体調に合わせてリハ支援を行ったこと

で意欲の維持、施行率の向上が得られた。また、セラピストによるアンケート(ストレ

スコーピング)は体調不良時の負荷量の設定や、支援方法の検討にも役立った。

多職種チーム間での情報交換、共有、連携により、患者の状態変化に沿ったリハ

ビリテーションの介入が有効となった。本人の意欲や体調が整わないと実施できな

い状況ではあったが、看護師が立ち会うことで時間的にも柔軟に対応でき、運動意

欲の維持、運動療法の習慣化につながったと考えられる。

導入初期の問題点

特に、移植日から生着までのリハ施行率の低下

 リハスタッフの絶対的不足
 理学療法士のみでは、体調不良時の対応、

リスク評価が困難
 患者個人のストレス許容度の違い
 日内での変化に対応できない
 クリーンルーム内と外での心理的な壁
 運動療法に対する意識の低さ（患者、医療者）

理学療法士によるリハ実施は、25.01以降、全期間において実施回数は増加

した（1週間あたり施行日数 3.1日vs.4.2日）。特に、移植後生着までの期間で

の施行率が向上した（移植～生着まで 2.4日vs.3.9日）。

看護師によるリハ支援により、さらにリハ施行率は上積みされ、特に発熱時に

おいて、効果的であった（24.12以前：2.7日、25.01以降：PT介入4.2日、NS介
入1.7日、計5.9日）。また、生着後期間においても、有効であった（24.12以前：

3.9日、25.01以降：PT介入4.4日、NS介入1.8日、計6.2日） 。

図1. 1週間あたりのリハ実施日数 期間別、および、有症状時 図2. 30秒間椅子立ち上がり試験変化率 図3. 握力変化率

～24.12 25.01～ 合計
症例数 6 4 10
年齢 49.5 40.0 45.7
性比 男２：女４ 男３：女１ 男５：女５
疾患 AML　４ AML　２ AML　６

ALL　２ ALL　２
CML　１ CML　１
AA　　１ AA　　１

移植細胞ソース rBMT　１ rBMT　１
uBMT　４ uBMT　２ uBMT　６

rPBSCT　２ rPBSCT　２
CBT　１ CBT　１

在院日数 63.8 74.0 67.9
生着期間 24.0 20.0 22.4
GVHD発症 3 1 4

演題発表に関連し、開示すべきＣＯＩ関係にある企業などはありません。
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【実施例】脳梗塞の血栓溶解療法を来院1時間で行うために　(作成：医局)	
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本研究は、文部科学省大学改革推進事業・筑波大学	  
「患者中心の医療を実践する人材養成の体系化」の補助を受けて行われました。	
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【所在地】
茨城県つくば市
【許可病床数】

床
一般病棟 床、精神病棟 床

【診療科数】
診療科

当院における嚥下訓練食改定の適性評価
～多職種との取り組みと管理栄養士の役割～

浅見暁子 、戸塚久美子 、岩部博子 、川村美幸 、増本幸二

筑波大学附属病院 病態栄養部
筑波大学附属病院 看護部

筑波大学 医学医療系 小児外科

背景

当院の嚥下訓練食は、物性基準を設け
ていなかったため、嚥下機能評価・訓練
を行うことが困難であった。摂食嚥下認
定看護師、 リンクナース、言語聴覚
士、管理栄養士を中心に嚥下訓練見直し
のチームを立ち上げ、当院における嚥下
訓練食の改定をおこなった。

管理栄養士の視点から、嗜好性（味・飲
み込みやすさ・舌触り）、提供人数と食
事摂取量の調査を行い、嚥下訓練食改定
前後の比較評価をする。（表 ）

改定前後に、改定にあたっての周知・
評価を目的として、職員向けの試食会を
開催した。 写真 各職種間で、知識を高
めるため、情報交換を行った。
診療協議会や チーム内を通じて、

摂食嚥下障害に関わる職種を中心に参加
の呼びかけを行った。
試食会では被験者 図１ にわからないよ

うに料理名のみを記載し、味、飲み込み
やすさ、舌触りの三項目に分け、アン
ケートを５段階評価で点数をつけ、平均
点を比較しました。 表

その他の内訳 参加者の内訳
医師の診療科内訳

リハビリテー

ション 
14% 

呼吸器内科 
14% 

歯科口腔外

科 
29% 

耳鼻科 
29% 

脳外科 
7% 

未回答 
7% 

医師 
24% 
（14名） 

看護師 
39% 
（23名） 

その他 
32% 
（19名） 

未回答 
5% 
（3名） 

歯科衛生士 
5% 

理学療法士 
16% 

作業療法士 
11% 

言語聴覚士 
16% 

栄養士 
21% 

学生 
26% 

総務課職員 
5% 

嚥下訓練
開始食

嚥下訓練食
１度

嚥下訓練食
度

嚥下訓練食
度

改
定
前

改
定
後

ペースト状の
おかず

ゼリー状の
おかず

ジアスターゼ粥

全粥

キザミの
おかず

ペースト状の
おかず

同一の物性の
ゼリー２品

ゼリー１品
（複数種サイクルで提供）

嚥下評価に
適正な既製品の
ゼリー１種に統一

異なる物性
の食品２品

麦茶ゼリー

ソフト食

ゼリー粥

キザミの
おかず

ムース状の食品
移行食

ペースト状の
おかず

ソフト食

全粥

ゼリー状の
食品

ムース状の
食品

図 参加者の内訳 

写真１ 試食会の様子 

平均点数 ± 標準偏差 値（ 検定）

ジアスターゼ粥
（改訂前）

ゼリー粥

（改訂後）

味 ± ±

飲み込みやすさ ± ± ＜

舌触り ± ± ＜

総合評価 ± ± ＜

平均点数 ± 標準偏差 値（ 検定）

ペースト状の食品

（肉団子と野菜の煮物）

（改訂前）

ソフト食
（白身魚の照り焼き）

（改訂後）

味 ± ±

飲み込みやすさ ± ±

舌触り ± ± ＜

総合評価 ± ±

平均点数 ± 標準偏差 値（ 検定）

ペースト状の食品

（山芋の白煮）

（改訂前）

ソフト食
（インゲンとにんじん）

（改訂後）

味 ± ±

飲み込みやすさ ± ±

舌触り ± ±

総合評価 ± ±

【主食】改定前後の比較

【主菜】改定前後の比較

【副菜】改定前後の比較

＊：

＊：

＊：

主食では、改定前のジアスターゼ粥
は、食事回数を重ねることで、徐々に唾
液が入り、離水してくることが問題と
なっていた。改定後のゼリー粥の方が、
飲み込みやすさ、舌触りが有意に評価が
高く、総合評価も高かった。 表３
主菜では、改定後のソフト食の方が舌

触りが有意に高く、総合評価も有意に高
かった。 表４
副菜では、いずれの項目も有意差はみ

られなかった。 表５
見た目の評価は嚥下訓練Ⅱ･Ⅲ度食とも

改定後の方がよいと答えた職員が ％以
上を占めました。（図２、３）

結果

目的

表１ 嚥下訓練食の改定前後の内容

方法① 職員対象調査 

改定前

名

未回答

名

改定後
名（ ）

改定前

名

未回答

名

改定後
名（ ）

図２ 嚥下訓練Ⅱ度食 図３ 嚥下訓練Ⅲ度食

ムース状の食品

【見た目】改定前後の比較

表３

表４

表５

方法② 患者対象調査

改定前群 名 改定後群 名

【対象期間と人数】

n=67 

n=20 

n=33 

n=88 

改定前 改定後 改定前 改定後

【提供人数】

改定前 改定後 改定前 改定後

改定前 改定後 改定前 改定後

改定前 改定後

改定前 改定後 改定前 改定後

嚥下訓練開始食 嚥下訓練Ⅰ度食

嚥下訓練Ⅱ度食 嚥下訓練Ⅲ度食

【喫食量】

改定前 改定後 値（ 検定）

嚥下訓練開始食 ± ±

嚥下訓練Ⅰ度食 ± ±

嚥下訓練開始食 嚥下訓練Ⅰ度食（割） （割）

（人） （人）

（人） （人）

改定前 改定後 値（ 検定）

嚥下訓練Ⅱ度食（主食） ± ±

嚥下訓練Ⅱ度食（副食） ± ±

嚥下訓練Ⅱ度食 主食

改定前 改定後

改定前 改定後 値（ 検定）

嚥下訓練Ⅲ度食（主食） ± ±

嚥下訓練Ⅲ度食（副食） ± ±

嚥下訓練Ⅱ度食 副食

嚥下訓練Ⅲ度食 主食 嚥下訓練Ⅲ度食 副食

提供人数においては、特に活用度の低
かった嚥下訓練Ⅱ食では提供人数が 名
から 名と 倍以上に増えた。一方で、
他の食種では改定後の提供人数はやや減
少傾向であった。（図４）喫食量では、
全量摂取をどの食種においても、改定前
後で有意差はなかった。 （表６、図５）

点 点 点 点 点

・味
・飲み込みやすさ
・舌触り

表 アンケート内容

５段階で評価

嚥下訓練Ⅱ度食の提供人数は２倍とな
り、活用度は増したと考えられる。
「日本摂食・嚥下リハビリテーション学
会嚥下調整食分類 」の概説・総論
にもあるように、嚥下調整食は形態調整
に関する共通の理解を目指す物であり、
食事摂取量の増加を目指すことは嚥下調
整食を食する対象症例群が多岐にわたる
ため形態を調整するだけでは困難である
と考えられた。
今後は当院の入院患者における病態別

の嚥下調整食の適応物性評価を行うこ
と、また、嚥下調整食という形態が限ら
れた患者さんであっても嗜好に合わせた
援助が必要であるため、安全でおいしい
食事作りを管理栄養士の立場として行っ
て行きたい。

考察

改定日改定 ヶ月前 改定 ヶ月後

（割） （割）

（割） （割）

図４

表６、図５

全粥
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  糖尿病予防啓発イベントでの取り組み 
食事療法に対する意識の変化について 

筑波大学附属病院 栄養管理室1） 内分泌代謝・糖尿病内科2）  
○清水 紗弥香1） 小杉 文美1） 高橋 弘文1） 戸塚 久美子1） 松浦 成志1）  
藤原 剛司1） 浅見 暁子1） 岩部 博子1） 矢作 直也2） 鈴木 浩明2）  

【結果3】 行動変容のステージ変化 
栄養相談 
 
 
 

  
 
｢食事の習慣で気 をつ 
けていた｣が18名(75%)、 
気 をつ けて いないが6 
名(25%)であっ た。 
行動変容ステージに分 
類すると、｢食事の習慣に 
気 をつけていた｣の中で 

維持期が13名(72%)と半数を占め、｢食事の習慣で気をつ
けていない｣の中では無関心期が4名(67%)と半数を占めて
いた。 
栄養相談  
 
 

 
  
 

 栄養相談後、維持期、 
 実行期、準備期、関心 
 期については、意識の 
 変化はみられなかった。 
 無関心期については、 
 栄養相談前：4名(67%) 
 だったのが、準備期1名 
 (17%)、関心期2名(32%)、 
 無関心期1名(17%)に変  
 化がみられた。 

 

【病院概要】 
茨城県つくば市

病床数： 床 診療科： 診療科

大学病院の役割： 教育・研修 研究 医療

そのうちの 医療の中に地域医療に貢献することが挙げ
られている。

【はじめに】 
毎年、11月14日に糖尿病予防啓発を目的に｢世界糖尿病
デー｣のイベントが各地で行われている。 
当院でも近隣の住民を対象にイベントを開催し、糖尿病予
防啓発活動を行っている。 
しかし、イベントが参加者の行動変容を促すかどうかにつ
いては明らかではない。 
今回、参加者に対して栄養相談を行い、食事療法に対する
意識の変化を検討した。 

【方法】 
イベントは、新聞社3社、近隣のスーパーにポスターを配
布し、参加を呼びかけた。 
イベントには血液検査、Inbody計測、リハビリ・薬剤・栄養・
総合相談のブースを設置。各ブースの参加は自由参加とし
た。 
栄養相談のブースには、揚げ物、スナック菓子に含まれ
ている油の量やエネルギーダウンできる調理方法の工夫
などのポスター展示や資料を配布した。 
栄養相談前後にアンケートを実施。 
栄養相談参加者には、相談したい内容、食事内容および
嗜好の聞き取りを行い、食生活の改善点を提案した。 
アンケートは、健診/保健指導で使用されている行動変容、
関心確認表を基に図1を作成した。 

 

 
 
 
 

 
 

 

栄養指導前後のアンケート結果を用いて行動変容ステー
ジは、表1、2を作成した。 
表1 栄養指導前の行動変容ステージ 表2 栄養相談後の行動変容ステージ 

 

 
 
 

 

【結果1】 対象者背景 
イベント参加者185名に対し、栄養相談参加人数は24名
であった。 
アンケート回収24枚（100％） 
性別：男性7人、女性14人、未記入3人 
糖尿病の診断を受けている者は3名（11.4％）であった。 

年齢：平均62.5歳 糖尿病診断あり 

 
 
 
 

 
 
【結果2】 栄養相談の参加について 

    
 
  

本日は、栄養相談に参加して頂き、ありがとうございました。

今後の栄養相談の参考のためにアンケートのご協力をお願い致します。

栄養相談前にご記入下さい。

質問 、

今まで食事の習慣（食べる量、味付けなど）で気をつけているこ

とはありますか。当てはまるものに○をおつけ下さい。

はい ・ いいえ

質問 、

食事に気をつけてから、どのくらい

の期間が経っていますか。当てはま

るものに○をおつけ下さい。

半年以上 ・ 半年未満

質問 、

当てはまるものに○をおつけ下さ

い。

今すぐにで

も変えよう

と

思っている

変えたいと

思っている

が難しい

今までのま

まで良いと

思う

 

 

栄養相談に関するアンケート
通し番号

栄養相談後に裏麺の記入をお願いしま

栄養相談後にご記入下さい。

質問 、

栄養相談に参加して、感じたことを当てはまるもの つに○をお

つけ下さい。

所感

栄養相談の

参加について
積極的に参加 自主的に参加 言われて参加

気が進まないが

参加

栄養相談について
大変ために

なった
ためになった

分からな

かった

全く分からな

かった

展示物（ポスター）

について

大変ために

なった
ためになった

分からな

かった

全く分からな

かった

配付資料について
大変ために

なった
ためになった

分からな

かった

全く分からな

かった

食事の習慣

（食べる量、味付

けなど）について

今後も気をつ

けていきたい

と思う

今すぐにで

も変えよう

と思う

変えたいと

思うが

難しい

今までのまま

で良いと思う

質問 、栄養相談に参加して、感想など何かありましたら、自由に記入し

て下さい。

ご協力ありがとうございました。

筑波大学附属病院 栄養管理室世界糖尿病デー

質問4  
栄養相談に参加して、食事の習慣についてどのように思いますか 

質問1  
今まで食事の習慣（食べる量・味付け）で気をつけていることはあり
ますか  

187だよ。高いのか？ 
何を食べてきましたか？ 

お昼にあんまんを食べてきた。だから高いのか？ 

積極的に参加が14名
(59%)、 自主的に参加が
6名(25%)であり自らの意
志で参加した人が全体の
20名(84%)を占めていた。  

前 

後 

■ 

血糖値はいくつでしたか？ 

甘い物が好きなんですか？ 

そういうわけじゃないけど、ふかし芋とかはよくでるかもな。 

栄養士の発言 参加者の発言 

お芋は、ごはんと同じ仲間なんですよ。 

▼食生活の問題点 
食卓にふかし芋が出る頻度が高い。 
▼指導内容 
フードモデルを用いながら、薩摩芋などをご飯の量に置き
換えて提示。好んで食べていた薩摩芋や蓮根の適正な量
について指導を行った。 
▼意識の変化ときっかけ 
栄養士の参加への声かけ、指導により薩摩芋や蓮根がご
飯と同じ炭水化物であることを理解した。食生活の改善を
する意向がみられた。 
【考察】 
栄養相談に糖尿病の診断なしの割合が8割以上であり、
イベントの効果はあったと考えられる。 
栄養相談後に無関心期の割合が減り、関心期、準備期
の割合が増えたことは、食事に対する関心や食事習慣改
善の意欲が高まり、糖尿病予防啓発に繋がったと考える。 
症例でも普段何気なく食べている食品にどのぐらいのエネ
ルギーが含まれていることを知ることで食生活の振り返り
をすることが出来、食事に対する関心が高まったと考えら
れる。しかし、自ら栄養相談に参加した人は、もともと食事
療法に対する意識が高かったとも考えられる。 
そのため、食事療法に興味のない人に対してのアプロー
チの検討が必要である。 
【今後に向けて】 
イベントは年に1回の開催であり、継続した関わりは困難
である。院内で実施している糖尿病教室や、外来待ち時間
を利用した啓蒙活動、さらには、院外に向けてショッピング
モールや公共施設などで、外来通院していない一般住民
に対して活動の場を広げていきたい。 

年齢：62歳 性別：男性（食事担当：娘） 
血液検査：A1ｃ5.2%（随時血糖値：187mg/dl） 
親族のお見舞いで来院。時間つぶしに、イベントに参加。 
椅子に座り休憩しているところへ声をかけ、栄養相談に参加、
食生活の聞き取りを行った。 

栄養相談前｢今のままで良い｣（無関心期）から、 
栄養相談後｢今すぐにでも変えようと思う｣（関心期）へ変化した1例 

図3 参加者の平均年齢 図4 参加者の糖尿病診断の有無 

図1 アンケート用紙 

《栄養相談前の行動変容ステージ》 

《栄養相談後の行動変容ステージ》 

【 】 

▼栄養相談のやりとり 

資料№ 10
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筑波大学附属病院 １）リハビリテーション部 ２）血液内科 ３）看護部

○湯原 民1），上野 友之（MD）1） ，谷 詩織1） ，中川 のりこ1） ，高野 洋平1） ，横山 泰久（MD）2）

栗田 尚樹（MD）2），小野寺 彩花3） ，勝沼 瑛里3） ，石川 公久1） ，江口 清（MD）1）

結果

考察

対象と方法背景と目的

今後の展望

造血器腫瘍に対しては寛解維持のため複数回の化学療法が行われる.
当院においても造血幹細胞移植治療（以下：移植）中にリハビリを行っている

が，機能低下は避けられていない.

項目 握力※１

膝伸展筋力（μ-tas，ANIMA社製）※２

30秒椅子立ち上がりテスト（CS-30）※３

準動的バランステスト（重心動揺計，ANIMA社製）

これらを各年代健常者の平均下限値で除し,低下割合を示す

若年者ほど機能低下が明らかであった

健常者に対する，全年代の平均機能は握力65％，膝伸展筋力59％，CS-30 64％であった

IPSは健常者の基準値（1.98±0.52）との差はみられなかった

本来，活動量が多く，かつ１日あたりの必要カロリーが多い

若年者ほど繰り返す入院・治療の影響を受けたのでは

筋力低下と比し，バランス機能の低下はわずかであった

リハビリ内容はレジスタンストレーニングが
最優先！！

・・・しかし，入院中は積極介入は困難 機能低下の予防ががんリハの本質ではないか
介入時期による機能の差異を調べていく

造血幹細胞移植患者の治療前の筋力とバランス機能

-8

-6

-4

-2

0

2

移植前 生着後
-20

-15

-10

-5

0

5

10

移植前 生着後

バランステスト

移植前後での握力変化 移植前後での膝伸展筋力変化

第36回 日本造血細胞移植学会 2014.3.7 沖縄

 姿勢安定度評価指標（Index of 
Postural Stability:IPS）を用いた．この

評価法は望月ら※４によって考案さ
れ，後に鈴木ら※５によってその再現
性の高さが示された．

 転倒リスクが低く，時間・空間的にも
簡便に評価が可能．

※４ 望月久，他：理学療法学27：199-203，2000
※５ 鈴木康裕，他：PTジャーナル48：232-236，2014

当院での移植前後での筋力低下率は15～20％であり，退院後の社会復帰が
困難な例も多い．

移植治療後の運動耐用能の低下は無菌室滞在期間のみ影響しており，リハ
ビリ頻度の違いに効果はみられなかった．（八並ら，2005）

移植治療中に機能を維持・改善させることは難しい・・・

移植前の患者の機能低下率を調査し，移植治療における
リハビリ介入時期について考察する．

演題発表に関連し、開示すべきＣＯＩ関係にある企業などはありません

Ｋｇ 体重比(%)

期間 2012年8月～2013年8月

症例数 23

性別 男性12，女性11

年齢 46±11

疾患 AML 10，ALL 3，ATL 1，MDS 6，ML 2，MF 1

BMI 男性22.2±4.1，女性20.5±3.6

化学療法 5.3±6 コース

ALB 4±0.4 g/dl

※１ 文部科学省：体力・運動能力調査，平成23年度
※２ 平澤有里，他：PTジャーナル38：330-333，2004
※３ 中谷敏昭，他：臨床スポーツ医学20(3)：349-355，2003

Tsukuba University Hospital

2014.2.2 第23回 茨城がん学会

膝伸展筋力

健常者の基準値に対する移植前患者の膝伸展筋力
％
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Tsukuba University Hospital

2014.2.2 第23回 茨城がん学会

CS-30

健常者の基準値に対する移植前患者のCS-30
％

(n=3) (n=2) (n=8) (n=7) (n=2)
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6-2-2 招聘講演等 

 本事業関係者や各チームが、外部からの依頼により講演等を行いました。 

依頼を受けた講演テーマから、本事業全体やチーム医療そのものに対する関心とともに、

TWI などの産業界で行われているノンテクニカルスキル研修とその医療界への導入につい

ては、外部から特に高い関心が寄せられていることがわかりました。 

 

テーマ：筑波大学附属病院での TWI の試み 

演者（関係チーム等）： 山下 慶三（人材養成エキスパートチーム） 

日 時 ： 平成 24 年 7 月 19 日（木）  

場 所 ： 水戸協同病院  

 

テーマ：一緒に業務をカイゼンしよう（資料№１） 

演者（関係チーム等）： 五十野 博基（人材養成エキスパートチーム） 

日 時 ： 平成 25 年 1 月 23 日（水）  

場 所 ： 水戸協同病院  

 

テーマ：患者一人一人の期待に応えるためのプロジェクト 

演者（関係チーム等）： 山下 慶三（チーム医療教育推進室） 

日 時 ： 平成 25 年 2 月 2日（土）  

場 所 ： つくば国際会議場（日本放射線技術学会第 59 回関東部会研究発表大会 実行

委員企画医療職公開シンポジウム） 

 

テーマ：すべての医療職に求められる多職種連携のあり方（資料№２） 

演者（関係チーム等）： 前野 哲博（チーム医療教育推進室） 

日 時 ： 平成 25 年 2 月 2日（土）  

場 所 ： つくば国際会議場（日本放射線技術学会第 59 回関東部会研究発表大会 実行

委員企画医療職公開シンポジウム） 

 

テーマ：放射線治療におけるチーム医療とは 

―放射線治療品質管理における多職種横断的組織の役割 

演者（関係チーム等）： 磯辺 智範（放射線治療プロセス改善チーム） 

日 時 ： 平成 25 年 2 月 2日（土）  

場 所 ： つくば国際会議場（日本放射線技術学会第 59 回関東部会研究発表大会 実行

委員企画医療職公開シンポジウム） 
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6-2-2 招聘講演等 
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日 時 ： 平成 25 年 2 月 2日（土）  

場 所 ： つくば国際会議場（日本放射線技術学会第 59 回関東部会研究発表大会 実行

委員企画医療職公開シンポジウム） 

 

テーマ：放射線治療におけるチーム医療とは 

―放射線治療品質管理における多職種横断的組織の役割 

演者（関係チーム等）： 磯辺 智範（放射線治療プロセス改善チーム） 

日 時 ： 平成 25 年 2 月 2日（土）  

場 所 ： つくば国際会議場（日本放射線技術学会第 59 回関東部会研究発表大会 実行

委員企画医療職公開シンポジウム） 
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テーマ：力を発揮する医療チームはどう生まれるのか？ 

－多職種チームで活躍できる医療人材の養成（資料№３） 

演者（関係チーム等）： 稲葉 めぐみ（チーム医療教育推進室） 

日 時 ： 平成 25 年 8 月 5日（月）  

場 所 ： 島根県立中央病院（第 1回チーム医療推進研修会） 

 

テーマ：DPC チェックの体制と運用について（資料№４） 

演者（関係チーム等）： 澤邊 康利・浅野 恵美子・瀬尾 峰智子（DPC 検証チーム） 

日 時 ： 平成 25 年 8 月 29 日（木）  

場 所 ： 熊本大学医学部附属病院 

 

テーマ：チーム医療のためのコミュニケーション 

演者（関係チーム等）： 稲葉 めぐみ（人材養成エキスパートチーム） 

日 時 ： 平成 26 年 6 月 19 日（水）（予定） 

場 所 ： 東京大学伊藤国際研究学術センター・ホール 

（医療安全基礎講座 2014 ～医療安全の新たな人材育成～） 

 

 

チーム医療教育推進室・稲葉コーディネーターの講演の様子 

（平成 25 年 8月 5日・出雲） 
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合併症＆死亡症例検討会
[M＆M カンファレンス]

名大病院のもう一つの
医療事故調査の取り組み

25

M＆M カンファレンス
インシデント・アクシデント報告のあった 　
予期せぬ合併症や死亡症例を対象にする
毎週の安全管理部コア会議で報告を検討
医療事故の質的評価をする　

警鐘的事例や複数の診療科が関係した事例
院内体制の改善，再発予防策が主眼

安全管理部主導の合同検討会
平均して月に1回程度

26

警鐘事象
「医療における予期しない結果のうちで，死
亡または重篤な身体的/精神的傷害と，それら
の発生可能性」を指し，
「再発すれば有害事象がもたらされるプロセ
スのばらつき」をも含む．

 （JCAHO:  The Joint Commission of  
Accreditation of Healthcare Organizations, 　
医療施設合同認定機構 ）

27

M＆M カンファレンス
各診療科医師，看護師，臨床工学技士ほか
研修医の参加を義務化している：安全教育

根本原因分析
当該科から報告，院内複数科の参加のよる検討
責任追及ではない
公正な客観的評価を行う
システムとしての原因・問題点を究明する

再発防止策の提言
コンセンサスを得て， 院内ルールを策定
院内に周知徹底する

28

看護師さんが最後の砦

指示・処方間違い

指導医・同僚
薬剤師

看護師間のダブルチェック

実施した看護師

患者

スイスチーズモデル
日常診療：看護師の後には防護壁はない

29

コミュニケーション
チームプレイの基本
発声と応答
“阿吽の呼吸”・”以心伝心”も大事だが
声を出せば、複数の人に聞こえる
ダブル、トリプル、クアドラプル、・・チェック
自己確認もできる

「はい」ではなく、復唱すること
ファーストフード店では『ご注文を確認します』と必ず
言っている

理解したことを発声する
理解できていないことは、言葉にできない
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すべての医療職に求められる
多職種連携のあり方

筑波大学附属病院 総合臨床教育センター
前野 哲博

公益社団法人日本放射線技術学会第59回関東部会研究発表大会（2013.2.2.）

本日の内容
•なぜチーム医療？
•筑波大学でのチーム医療教育の取り組みについて

• 文部科学省大学改革推進事業について
• 事業の目的と概要
• 教育プログラムの構成
• 事業推進体制
• 事業成果の公開

•明日のチーム医療を担う人材に求められるスキルとは

なぜチーム医療？

こんな経験ありませんか？

医療の
高度化・複雑化

患者さんのことが
気がかりだけど、

当直の後に一日中手術。
子供も保育園で
待っているし・・・

すでに限界が近い医療現場！
あぁ、それなのに・・・

• 医療の高度化で医療費が高騰
• 国の医療費はすでに36兆円超＆国の財政は破綻寸前

⇒ 医療を担う人材は劇的には増えない
• 高齢化により患者さんはますます増加！
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医療を巡る社会の変化

�医療の⾼度化

�医療安全

�高齢社会

�価値観の多様化

�⼈⼿不⾜

�医療費削減

多様化する医療ニーズの中で、

⾼度複雑化する医療サービスを

人手不⾜・資源不⾜の中で、

安全に提供することが

求められている

既存の役割分担を超えた

新しいチーム医療の導⼊が必要

資料№ 2
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筑波大学におけるチーム医療教育の
取り組み
―「患者中心の医療を実践する
人材養成の体系化」事業について

筑波大学附属病院「患者中心の医療を実践する
人材養成の体系化」事業は・・・
• 平成23年度に全国国公私立52大学が申請した事業の
中から、8大学の一つとして採択された
大 学 名 事 業 名 称
• 東北大学 高度専門医療チーム活性化システムの開発
• 筑波大学 患者中心の医療を実践する人材養成の体系化
• 昭和大学 多職種協働の救急チーム人材養成システム
• 近畿大学 救急災害医療のためのチーム医療推進
• 岡山大学 岡山大学病院ペリオ人材育成研修センター
• 広島大学 高度急性期医療を支援する医療人教育モデル
• 九州大学 先進的チーム医療の推進とその安全性確立
• 産業医科大学 医療連携アドバイザー養成プログラム

事業の目的
• 既存の役割分担を抜本的に見直すとともに、多様化する医療
ニーズにいち早く対応できる医療チームを構築し、それを実践
できる人材の養成を目標とする

「互いに教え合う」文化を醸成する
• 高い専門能力を持つ病院職員が、職種の壁を越えて教育に
当たる

人材養成の体系化・標準化を図る
• 優れた人材が職種を超えて確実に育つ環境を実現する

人材養成の体系化・標準化
• 新しいチーム医療の業務を実践するために、「人」と「業務プロ
セス」をマネジメントするシステムをつくる

チーム医療の
実践

人材養成
TWI (Training 

Within Industry)医
療版の活用

事業の実践
・評価

病院のマネジメント
システムの活用

教 育 プ ロ グ ラ ム

本プログラムの構成
患者中心の医療
を実践する人材
養成の体系化

新たなチーム
の形成

病院内横断
的問題解決
チーム

人材養成エ
キスパート
チーム

新たな役割分担
の実施

医療経済・
制度サポー
トチーム

等 等

チーム医療教育推進室の設置と活動
• 附属病院の教育支援組織・総合臨床教育センターに設置
• 室長：総合臨床教育センター部長が兼務
• 室員：院内各部署より計13名（室長を含む）
• 推進室の活動

• チーム医療教育プログラムのコーディネイト
• 附属病院職員の教育・訓練の実施
• 教育資源の管理・運用
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教育プログラム 全体構成図 チーム医療教育プログラムの実施

多職種のスタッフ（医師・看護師・管理栄養士・言語
聴覚士 etc.)による新嚥下訓練食の評価と意見交換

「臨死期のケア～看護の視点から～」
勉強会に臨むスタッフの真剣な眼差し

• 新人職員合同研修会『多職種コミュ
ニケーション』では、他の職種との意
見交換を体験します。

チームの重要性を実感する合同新人研修 人材養成プログラム：ＴＷＩ医療版の開発
• 社会人として必須の「業務の改善の仕方」や「仕事の教え方」
などについて、少人数体験型研修会で、コンパクトに学べるプ
ログラムを実施

• 人を育成するためのスキルを基本から学ぶ研修会

こういう研修、
今までなかっ

たね！

事業成果の公開
• 25のチームと36の教
育プログラムの具体
的内容を、事業ホー
ムページで広く公開

• シンポジウムやワー
クショップなど、学外
の保健医療関係者が
参加できるイベントを
実施

これがE-ラーニングの
トップページじゃよ。 • 『こどもの食育支援チーム』は、入院小児と保護者の方々へ楽しみ

ながら学べる食育プログラムを提供

多職種チームの活動事例
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明日のチーム医療を担う人材
に求められるスキルとは

これからのチーム医療人材像
これまで

�業務を職種単位で考
え行動する人材

�職種に関連した業務
が中心の人材

�標準化されていない
人材養成プロセス

これから
�業務を職種を超えて全体的
視点から改善できる人材

�医療人として・社会人とし
て・組織の一員として行動
できる人材

�明文化・体系化により
�アウトカム保証
�共有化・効率化
�PDCAが機能

ご清聴ありがとうございました。

事業ＨＰで、研修会等の情報も公開しています。
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力を発揮する医療チームは 
どう生まれるのか？ 

－多職種チームで活躍できる医療人材の養成 

 
筑波大学附属病院 

総合臨床教育センター チーム医療教育推進室 

稲葉めぐみ 

島根県立中央病院第 回チーム医療推進研修会（ ）

本日の内容

 チーム医療とは？

 なぜチーム医療が注目されてきたのか？

 チーム医療は進展しているのか？

 チーム医療を実践できる人材の養成

―筑波大学附属病院でのチーム医療教育の取組みについて

 事業の目的と概要

 教育プログラムの構成

 事業の推進

 チーム医療教育で何が変わるのか？

チーム医療とは？ 

まず、お伺いします。 
 皆さんが考える医療チームのイメージに一番近いも
のは、次の中のどれですか？ 
① 同じ職種の複数人が協働するチーム 
② 多職種の医療職が協働するチーム 
③ 多職種の医療職に、事務職員、患者さんやご家族も加

わったチーム 

チーム医療とは？（1） 
 「医療従事者たちの声を聞いていると、「チーム医
療」とはそれを語る人の数だけ、いろいろな形があ
るのではないかという感覚を得て、万人が共通了解
できる「チーム医療」というものを同定することの困
難さを痛感した。」 

（細田満和子著、『チーム医療」とは何か』 、2012 より） 

チーム医療とは？（2） 
 「チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医
療スタッフが、各々の高い専門性を前提に、目的と
情報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補
完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提
供すること」と一般的に理解されている。」 
（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）」、2010 より） 
 

 
 

単なる分業になってはチームの真価を発揮できない 

資料№ 3
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「患者さん」とは、どういう存在か？ 
 医療の対象者「患者さん」について、考えてみましょう 
 「患者さん」：「患者さん」である前に「１人の人間」 
 「１人の人間（個人） 」：【英語】individual：ラテン語「（そ
れ以上）分けられない」の意（「新英和中辞典」研究社より） 

 少し哲学的になりますが・・・individual＝分割すれば、
社会的集団としてその性質を維持できない最小単位 
 
 
 
 

 「1人の人間」が、医療の対象「患者さん」となったときも、
これを分けて考え・扱えば、社会的性質を維持できない 

患者さんを中心にしたチームの考え方 
 

筑波大学附属病院チーム医療教育推進室ＨＰより転載 

患者さんやご家族も含めたチームの考え方 

 

チーム医療推進協議会ＨＰより転載 

なぜチーム医療が 
注目されてきたのか？ 

こんな経験ありませんか？ 

医療の 
高度化・複雑化 

患者さんのことが 
気がかりだけれど、 

当直の後に一日中手術。 
子供も保育園で 
待っているし・・・ 

 

日本の医療の現状 
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すでに限界が近い医療現場！ 
あぁ、それなのに・・・ 

 医療の高度化・ニーズの多様化で、現場は疲弊 
 団塊の世代の老齢化⇒患者さんはますます増加！ 
 国民医療費はすでに37兆円超 ＆ 国の財政は破綻
寸前 ⇒ 医療を担う人材は劇的には増えない 
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 医療の高度化
 医療安全
 高齢社会
 価値観の多様化
 人手不足
 医療費削減

多様化する医療ニーズの中で、
高度複雑化する医療サービスを
人手不足・資源不足の中で、
安全に提供することが
求められている

既存の役割分担を超えた
新しいチーム医療の導入が必要

医療を巡る社会の変化 

チーム医療は 
進展してきたのか？ 

では、お訊ねします。 
 皆さんが実際の業務で一番よく参加される医療チー
ムは、次の内のどれですか？ 
① 同じ職種の複数人が協働するチーム 
② 多職種の医療職が協働するチーム 
③ 多職種の医療職に、事務職員、患者さんやご家族も加

わったチーム 

チーム医療は進展してきたのか？ 

厚生労働省『平成20年ならびに平成23年受療行動調査の概況』
より 

 主治医に相談した受診者は、49.3％から40.0％に減少 
⇒ 相談の結果、「役立った」と感じた受診者の割合も減少 

 病院スタッフに相談した受診者でも同様 
 医療機関に不満を感じたときの相談相手とその結果

（単位％）

相談相手 相 談
し た

相談した結果

役立った
どちら
でもない

役立た
なかった

主治医
（Ｈ 年）
（Ｈ 年）

病院スタッフ
（Ｈ 年）
（Ｈ 年）

家族・友人・
知人

（Ｈ 年）
（Ｈ 年）

海外事情（１） 
 注意：国によって医療制度や経済・社会・歴史といっ
た背景が異なるので、単純に日本と比較できない 

 フランス 
 社会保険医療制度が日本と似ている 
 すべてのコメディカルに開業権がある⇒医師の処方に基
づいて、開業する多職種間でグループ医療を行う 

 在宅入院制度（Hospitalization a Domicile：HAD）＝患者
の居宅における入院制度 
 管理看護師（院内と院外を調整する専門家）がケアプランを作成し、
専門職集団を統合している 
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海外事情（２） 
 米国 
 多くの病院には、医師は常駐していない⇒医師不在時に
も診療の質を担保する必要があった 

 極めて分業が進んでいる社会⇒病院は急性期患者を主た
る対象とした現場で、役割が高度に細分化された組織 

 合理化・標準化されたクリティカルパスを基に、Non-
Physician Clinician（非医師高度診療師）がマネジメント 

 多職種間で連携をとることが必要であるが、簡単でなない 

「チームをつくり上げる」 
 組織は、うまくいけばいくほど、 

 チームをつくる必要がある。 
 非営利機関は、きわめてしばしばトップが有能で、ス
タッフも献身的に働いているにもかかわらず、チーム
づくりができないばかりに失敗し、道を間違う。 

 組織というものは、一人の人間の能力などはるかに
超えて成長する。 

 チームはひとりでには育たない。 
 系統立った苦しい作業を必要とする。 

（Ｐ．Ｆ．ドラッカー『非営利組織の経営』、1991 より） 

「医療チーム」も 
ひとりでには 
育たない！ 

チーム医療を実践できる人材の養成 
―筑波大学附属病院での 
チーム医療教育の取組みについて 

チーム医療教育の推進 
 平成23年度文部科学省大学改革推進事業「チーム医
療推進のための大学病院職員の人材養成システムの
確立」に、全国国公私立52大学の申請の中から、8大学
の一つとして採択された
大 学 名 事 業 名 称

 東北大学 高度専門医療チーム活性化システムの開発

 筑波大学 患者中心の医療を実践する人材養成の体系化

 昭和大学 多職種協働の救急チーム人材養成システム

 近畿大学 救急災害医療のためのチーム医療推進

 岡山大学 岡山大学病院ペリオ人材育成研修センター

 広島大学 高度急性期医療を支援する医療人教育モデル

 九州大学 先進的チーム医療の推進とその安全性確立

 産業医科大学 医療連携アドバイザー養成プログラム 

筑波大学附属病院「患者中心の医療を実践す
る人材養成の体系化」が目指すのは・・・ 
 既存の役割分担を抜本的に見直すとともに、多様
化する医療ニーズにいち早く対応できる医療チーム
を構築し、それを実践できる人材の養成を目標とす
る 

 

「互いに教え合う」文化を醸成する 
 高い専門能力を持つ病院職員が、職種の壁を越え
て教育に当たる 

人材養成の体系化・標準化を図る 
 優れた人材が職種を超えて確実に育つ環境を実現
する 
 

人材養成の体系化・標準化 
 新しいチーム医療の業務を実践するために、「人」と
「業務プロセス」をマネジメントするシステムをつくる 

チーム医療の

実践

人材養成

TWI (Training 
Within Industry) 
医療版の活用 

事業の実践
・評価

病院のマネジメント 
システムの活用 
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チーム医療教育プログラムの役割

患者中心の医療
を実践する人材
養成の体系化

新たなチーム
の形成

せん妄対策
チーム

人材養成エ
キスパート
チーム

新たな役割分担
の実施

管理栄養士が中
心となった患者
の 向上
チーム等 等

教育プログラム 全体構成図 

ユニット 医療人としての基本能力
• 全人的医療を実践する医療人として、必要な基礎能力を身につける

ユニット２ チーム医療構成力
• 必要に応じて柔軟に医療チームを組織し、協調できる

ユニット３ 多職種連携力
• 他職種の視点とスキルを学び、相互理解と連携を深める

ユニット４ 専門能力の拡大・向上
• 各職種のスキルを拡大・向上させ、新たな可能性を広げる

ユニット５ 人材養成力
• 人材養成のためのマネジメントおよび効果的な指導ができる

チーム医療教育プログラム一覧 

医療人として
の基本能力

診療における円滑・親切・安心プログラム

病歴聴取・トリアージ能力教育プログラム

フィジカルアセスメント能力教育プログラム

病院経営・医療経済制度教育プログラム

感染予防教育のための基礎研修

チーム医療
構成力

チーム医療のためのリーダーシップ研修

チーム医療のためのチームビルディング研修

チームマネジメント教育プログラム・ 教育プログ
ラム

チーム医療のためのコミュニケーション研修

多職種連携新人研修 
患者の意向を尊重した医療を行うためのコミュニケー
ション教育プログラム アドバンスケアプランニング

unit3 
多職種 
連携力 

せん妄の勉強会

外来化学療法に携わる医療従事者の抗がん剤に関
する共通教育プログラム

摂食嚥下研修 
急性期リハビリテーション、離床に関する多職種合同
研修会

非がんに対する緩和ケア勉強会

血管造影シミュレーターを用いたメディカルスタッフの
教育

ＤＰＣ教育プログラム、 専門プログラム

造血幹細胞移植勉強会 

unit4 
専門能力の
拡大・向上

メディカルクラーク（医師事務作業補助者 養
成プログラム
第一種衛生管理者の免許取得教育プログラ
ム

薬剤師レジデントプログラム

学会認定・専門薬剤師養成プログラム

リハビリテーションスタッフ向け超急性期に
おける全身評価研修

臨床検査技師専門教育プログラム

診療放射線技師の読影力向上プログラム

専門リハビリテーションセラピスト ・ ・
養成プログラム

総合リハビリテーションセラピスト（仮称）
・ ・ 養成プログラム

退院支援に関する専門ソーシャルワーク教
育プログラム

日本初の医学物理士レジデント教育プログ
ラム

unit5 
人材養成力 

人材養成プログラム：会議の進め方

人材養成プログラム：改善の手順

人材養成プログラム：

人材養成プログラム：仕事の教え方

人材養成プログラム：仕事の改善の仕方

人材養成プログラム：ヒトの扱い方

チーム医療教育推進室の設置と活動 
 附属病院の教育支援組織・総合臨床教育センター
に設置 

 室長：総合臨床教育センター部長が兼務 
 室員：院内各部署より計13名（室長を含む） 
 推進室の活動 
 チーム医療教育プログラムのコーディネイト 
 附属病院職員の教育・訓練の実施 
 教育資源の管理・運用 

教育プログラムへの参加者数（H24年度） 

ユニット名 プログラム数
内、始動できた
プログラム数

延べ参加者数
（ 年度末）

医療人としての基礎能力

チーム医療構成力

多職種連携力

専門能力拡大

人材養成力

合 計

：多職種合同のカンファレンス・回診や日常的な研修（ＯＪＴ等）については、対象者数を算入し、研修

会等は各回の参加者数を算入した。

筑波大学附属病院全教職員数：1569名（H24.4.1） 

全教職員が平均1.5回 
研修に参加した計算 

チーム医療教育プログラムの実施 

多職種のスタッフ（医師・看護師・管理栄養士・言語
聴覚士 etc.)による新嚥下訓練食の評価と意見交換 

「臨死期のケア～看護の視点から～」
勉強会に臨むスタッフの真剣な眼差し 
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チームの重要性を実感する合同新人研修 

 新人職員合同研修会『多職種コ
ミュニケーション』では、他の職
種との意見交換を体験します。 

人材養成プログラム：ＴＷＩ医療版の開発 
 社会人として必須の「業務の改善の仕方」や「仕事
の教え方」などについて、少人数体験型研修会で、
コンパクトに学べるプログラムを実施 

 人を育成するためのスキルを基本から学ぶ研修会 

 
 

 

多職種チームの活動事例 

 『こどもの食育支援チーム』は、入院小児と保護者の方々へ
楽しみながら学べる食育プログラムを提供 

チーム医療教育で 
何が変わるのか？ 

島根県立中央病院の医療理念はどちら？ 

Ａ県立中央病院の医療方針 

• 地域から信頼される、患者
さんと医療職員の人と人、 
心と心のふれ合いのある、 
患者さんサイド、県民サイド
の医療の実践 

Ｂ県立中央病院の理念 

• 私たちは、患者さんに優し
い、質の高い、県民に信頼
される医療を提供します。 
 

世間でよく言われる 
医療現場の階層（ヒエラルキー）構造 

医師 

医療 
専門職 

事務職 
診療 
部長 
各診療 
科長 

スタッフ 

看護 
部長 

看護師長 

スタッフ 

組織文化を改善し、 
多職種が協働して強い求心力

を持つ病院になる 
↓ 

どうやって？ 



338

 平成24年5月：事業開始半年後 
 始動できたチーム：41.7％ → 約6割が休眠状態に 
 担当者Ａ「他部署のだれに話を持っていけば良いかわからない」 
 担当者Ｂ「部長（医師）がリードしてくれないと動けない」  ‥等 

 チーム医療教育推進室が、チーム担当者と連携対
象部署を橋渡し 
 

教育プログラム運営で職種の壁を崩す 

 ☆☆☆
部長 

副部長 

スタッフ 

診療 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
医長 

フロア長 

スタッフ 

チーム医療教育 
推進室 

プログラムを運営するメンバーの職種 
 多職種のメンバーで運営する教育プログラム 

平成24年5月 平成25年2月 
（事業開始後半年） （事業開始1年3か月） 

8（22.9％）  ⇒  22（61.1％） 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

平成24年5月 平成25年2月 

多職種のメンバーで運営する教育プログラムの

全体に占める割合 多職種が参加 
するように 

なったんだね！ 

各部単位から全職員参加の研修へ 
 チーム医療教育の研修プログラムは、原則、病院全
教職員が対象となっている 

 従来は部単位・職種単位で実施されていた研修が、
多職種向けに再編成された例も 

レジデント 
レクチャーや 

看護部の研修にも 
多職種が参加 

できるようになった 
のよね ♪ 

事業成果の公開 

 25のチームと36
の教育プログラ
ムの具体的内容
を、事業ホーム
ページで広く公開 

 シンポジウムや
ワークショップな
ど、学外の保健
医療関係者が参
加できるイベント
を実施 

 
 

 

これがE-ラーニングの
トップページじゃよ。 

まとめ 
思い出の研修アルバム： 

ワークショップ2012夏  
「次の一歩へ！ 動き出した 

チームと教育プログラム」 

これからのチーム医療人材像 
これまで 

業務を職種単位で考
え行動する人材 
 

職種に関連した業務
が中心の人材 
 

標準化されていない
人材養成プロセス 

これから 

業務を職種を超えて全体的
視点から改善できる人材 
医療人として・社会人とし
て・組織の一員として行動
できる人材 
明文化・体系化により 
アウトカム保証 
共有化・効率化 
PDCAが機能 

病院スタッフを 
明日の 

「医療チーム」で 
活躍できる人材に 
養成する！ 
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「チームをつくり上げる」 
 組織は、うまくいけばいくほど、 

 チームをつくる必要がある。 
 非営利機関は、きわめてしばしばトップが有能で、ス
タッフも献身的に働いているにもかかわらず、チーム
づくりができないばかりに失敗し、道を間違う。 

 組織というものは、一人の人間の能力などはるかに
超えて成長する。 

 チームはひとりでには育たない。 
 系統立った苦しい作業を必要とする。 

（Ｐ．Ｆ．ドラッカー『非営利組織の経営』、1991 より） 

医療現場でチームをつくるべきか？ 
 このままでは、日本の医療現場はさらに厳しくなる 
 同じ「苦しい作業」なら、未来が明るい方に向けて飛
び出したくありませんか？ 

今でしょ！

いつ始め
ますか？

島根県立中央病院さんが、 
チーム医療と良いご縁で結ばれますように 

ご清聴ありがとうございました 

事業ＨＰで、研修会等の情報も公開しております 
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平成２５年８月２９日
筑波大学附属病院DPC検証チーム

業務分担の見直しを行い、DPC検証業務に特
化することにより、適切なDPCのコーディング・請
求へと繋げていくことを目的に平成２３年１０月
に運用を開始

病院総務部医事課職員３名で業務を担当

平成 25年 6月14日 作成

月 日・曜 事　　　　　　　　　　　　　項 備　　　　　　　　考

15 土

16 日

17 月 DPC革命用ファイル編集（6/10～14分）

18 火 入院仮レセプト編集・出力(レセ電エラー・レセプト博士チェック)、債権繰越処理 レセプト印刷

19 水 月次繰越処理（医事会計停止 19:00）

20 木 外来仮レセプト編集（レセ電エラーチェック・チェックアイファイル作成）

21 金 DPC革命用ファイル編集（6/15～19分）

22 土 定期保守点検(2:00～5:00)

23 日

24 月 DPC革命用ファイル編集（入院中①×）

25 火 入院レセプト編集・出力(ＤＲレセ、レセ電エラー・レセプト博士チェック・チェックアイファイル作成) レセプト印刷

26 水

27 木
DPC革命用ファイル編集（6/24～26分）
外来仮レセプト編集（レセ電エラーチェック・チェックアイファイル作成）

28 金 ＜外来終了後＞外来仮レセプト編集（レセ電エラーチェック・チェックアイファイル作成）

29 土

30 日

1 月
外来レセプト編集・出力(保険エラー・レセ電エラーチェック)
外来仮レセプト編集(チェックアイファイル作成)

レセプト印刷(1～末日分、歯科・労災・公害)

2 火 DPC革命用ファイル編集（6/27～30分）

3 水 DPC革命用ファイル編集（入院中③×）

4 木 入院レセプト編集・出力(保険エラー・レセ電エラー・レセプト博士チェック)、月次仮統計 レセプト印刷(全件)

5 金

6 土

7 日

8 月
外来・入院レセプト編集(債権取込用)、債権取込(外来・入院)
診療報酬請求書出力(返戻・レセ電例外)

午前中レセ編集(要各担当確認)
注：請求書印刷はすべての債権取込を確認してから行う

9 火 オンライン請求、定期請求処理、ＤＰＣ請求履歴作成、債権〆・統計処理、月次統計 注：個別のレセ電修正処理は必ず診療科を指定する

10 水 レセプト・請求書持込み(返戻・レセ電例外・労災)

11 木
DPC調査用ファイル編集（6月分）
DPC革命用ファイル編集（7/1～9分）

12 金

13 土

14 日

平成 25年 6月診療分　医事課レセプト請求予定表

6

7

退院後の、DPC革命にて検証 入院中で、当月DPC期間超え患者 入院中で、DPC対象患者

　・①×：最資源投入病名の不一致 DPC革命にて検証 　・③×：DPC分岐不一致

　・③×：DPC分岐不一致 　・①×：最資源投入病名の不一致

入院時、DPCオーダを

内容の訂正

医師 週１回 月末 翌月始め

入力する

患者詳細情報を発行し、DPC検証チームでカルテで再検証

不明な点は確認票等により、

　　　　　　　　　　　　　　　・①×：最資源投入病名、コーディングについては、入力担当者より医師に照会・確認

　　　　　　　　　　　　　　　・③×：DPC分岐不一致については入力担当者に照会・確認

退院時、DPCオーダの確認、 レセプト請求時までに確認し、DPC検証チームに確認票返却

調査項目を入力する 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師に確認ができない場合は保留し翌月請求

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認票締め切り：翌月１５日頃

紹介・確認

返答

検証結果

①×：様式１の最資源投入ICD-10と診療内容の積み上げ結果１位のICD-10の不一致
Dファイルの疾患コードと診療内容の積み上げ結果１位のICDコード６桁の不一致

③×： Dファイルの診断群分類の分岐と診療内容から分岐した結果が不一致
検証結果

資料№ 4



341

診療グループ DPC要確認件数
内容確認件数

(医師等）
変更数 変動点数計

循内 48 10 6 49,585

循外 18 1 0 0

消内 35 4 1 0

消外 14 2 1 0

呼内 24 3 3 3,927

呼外 12 1 1 4,573

腎内 10 3 3 18,623

泌尿 14 5 3 26,495

代内 11 3 2 ▲ 425

腺外 8 4 4 2,428

膠原 24 6 4 198,857

血内 14 3 2 114,856

感内 0 0 0 0

皮膚 8 1 0 0

小内 30 1 1 0

小外 7 1 0 0

形成 13 2 1 0

神内 10 3 1 60

脳外 36 4 4 ▲ 38,347

整形 28 5 5 19,881

眼 25 5 4 0

婦 32 2 2 11,941

耳 25 2 2 ▲ 929

放腫 8 1 1 0

麻酔 0 0 0 0

救急 7 2 1 0

合計 461 74 52 411,525

6月　DPC検証結果

循内 循外 消内 消外 呼内 呼外 腎内 泌尿 代内 腺外 膠原 血内 感内 皮膚 小内 小外 形成 神内 脳外 整形 眼 婦 耳 放腫 麻酔 救急

変動点数計 49585 0 0 0 3927 4573 18623 26495 -425 2428 198857114856 0 0 0 0 0 60 -38347 19881 0 11941 -929 0 0 0

変更数 6 0 1 1 3 1 3 3 2 4 4 2 0 0 1 0 1 1 4 5 4 2 2 1 0 1

0

1

2

3

4

5

6

7

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000
変動点数計（点）

平成２５年６月診療分 科別ＤＰＣ変更点数

変更数

H24年4
月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H25年1

月
2月 3月

月別 変動点数計 179577 544898 419643 488044 675149 771343 326403 298307 102905 78699 393923 342564

変更数 20 28 33 28 48 37 45 41 24 30 52 47

確認件数 33 48 54 46 67 53 60 63 45 45 90 71

0
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600000

700000
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DPC検証 月別結果表（点数） (変更数・確認件数）

*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜ *･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜

• その１：システムに関すること

• その２：検証者に関すること

• その３：入力者に関すること

• その４：医師に関すること

*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜ *･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜

• その１：検証範囲の拡大

• その２：検証者の知識を深める

• その３：院内での教育・指導

• その４：EFのチェック体制の充実
*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・

*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・*+:｡。.。｡:+*・ ﾟ ゜ﾟ ・
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症例 １（③×） 症例 ２（③×）

症例 ３（③×） 症例 ４（①×）

症例 ５（①×） 慢性硬膜下血腫に対応する病名

〈内因性のコード〉 〈外傷性のコード〉

たくさん出ますが、大きく２つに
分かれます。



343

症例 ６（①×） 症例 ７（①×）

症例 ８（①×）

症例 ９（①×） 症例１０（①×）
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ご静聴ありがとうございました。
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10 
 

6-3 社会への発信（専門誌等への掲載内容） 

 

本事業の取組みについて、各業界専門誌等でも取り上げていただくことができました。その

ことによって更に広い地域への成果の公開を行うことができました。 

掲載誌ならびに掲載内容は、以下の通りです。 

 

 

【TWI（Training Within Industry）医療版の活用】 

掲載誌：『産業訓練』, Vol.59(5), 2013 年 5月号 

記事内容：以下に、『産業訓練』誌、特集記事「医療現場の人材養成」より転載 

 

【「IBD（炎症性腸疾患）患者さんのための食事療法教室」の報告記事】 

掲載誌：クローン病と潰瘍性大腸炎の総合情報誌『CCJAPAN』, Vol.77, 2013 年 12 月 26 日

号  

記事内容：以下に、『CCJAPAN』誌、掲載記事「筑波大学附属病院 第 4回 IBD 患者さんのた

めの食事療法教室」より転載 

 

 

 

 

 

次頁以下に、6-3（記事その１）と 6-3（記事その２）を挿入して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346

産業訓練　5　2013/ ５

多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

今月号では、医療現場での人材養成につい

て、筑波大学附属病院（以下、筑波大学病院

という）での取り組みを紹介します。筑波大

学病院では「患者中心の医療を実践する人材

養成の体系化」をテーマとしたチーム医療を

実践できる人材の養成に、TWI研修を活用し

た研修プログラムが展開されており、成果を

出しつつあります。取材にあたっては、この

プロジェクトの推進母体である総合臨床教育

センターの前野哲博部長とチーム医療教育推

進室の稲葉めぐみコーディネーターにご協力

いただきました。

この事業は、平成 23 年度の文部科学省

の「チーム医療推進のための大学病院職員

の人材養成システムの確立」という大学教育

改革の支援事業に採択されたものです。公

募には、全国 52 の大学病院から応募があり、

その中から選定委員会による厳正な審査を経

て、８つの大学病院の取り組みが選定されま

した。筑波大学病院の「患者中心の医療を

実践する人材養成の体系化」はその８つの内

の１つに選ばれ、この事業がスタートしました。

なぜ今チーム医療を担える大学病院職員が

求められ、筑波大学病院はそうした人材の養

成に取り組もうとしているのでしょうか。こ

のことについて前野部長は「近年、医師不足

や医療の高度化・複雑化に伴う業務の増大に

より医療現場は疲弊しており、これまでのや

り方では、日本の医療は早晩立ち行かなくな

ると考えられます。このことは、高齢化がま

すます進み、国民が質の高い医療を切実に求

める我が国の将来にとって、極めて重大な問

題なのです。

この難局を打破するために、本事業では医

療現場の組織力を高めることで、医療現場に

おける既存の役割分担を抜本的に見直すとと

特集

医療現場の人材養成

チーム医療教育推進室コーディネーター

稲葉　めぐみ

筑波大附属病院
総合臨床教育センター部長

前野　哲博

多職種チームで活躍できる
人材養成を目指して

－筑波大学附属病院の取り組み－

１．医療現場の実情と
人材養成事業のスタート
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特 集 医療現場の人材養成 多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

世界でも有数の長寿国となった日本の医療

費が、OECD諸国中では低位にあることは、

意外なほど知られていません。つまり、世界

的な見地からみれば、日本の医療現場は、ス

タッフの熱意と工夫により、安いコストと少

ない人手で、すでに極めて効果的にその役割

を果たしています。反面、既存のシステムで

は、これ以上の医療の効率化は限界にきてい

るのも事実というのが、本事業実施の背景だ

そうです。

文部科学省の支援を得た本事業の推進によ

り、必要に応じて他業種のノウハウも取り入

れながら、患者中心の医療を実践するスタッ

フが、笑顔で働ける新しい医療チームの構築

が目指されています。そのために、既存の役

割分担を抜本的に見直すとともに、多様化す

るニーズにいち早く対応できる医療チームを

構築し、それを実践できる人材の養成を目標

としたそうです。具体的には、以下の二つを

柱に事業が計画されました。

■「互いに教え合う」文化の醸成

　― 高い専門能力を持つ病院職員が、職種

の壁を越えて教育に当たります。

■人材養成の体系化・標準化を図る

　― 優れた人材が職種を超えて確実に育つ

環境を実現します。

そこで着目されたのが、産業界で実績のあ

もに、多様化する医療ニーズにいち早く対応

できる医療チームを構築し、それを実践でき

る人材の養成を目標としています。これまで

もチーム医療の重要性は理解されながらも、

各種の医療職が各々の専門分野を独自に教育

されることが多く、職種の壁をなかなか乗り

こえられないことが問題視されてきました。

高い専門能力を持つ病院職員が、お互い緊密

な連携の下で「互いに教え合う」文化の醸成

を図り、課題の解決を目指す本事業の意義は

極めて大きいと考えています」と、説明され

ています。

そうした考えのもとに、筑波大学病院では

「患者中心の医療を実践する人材養成の体系

化」事業を提案したそうです。病院で働くス

タッフ全員が、医療人としての共通言語を活

用し、その上でそれぞれの専門性を活かすこ

と、さらには在宅医療を含む地域医療および

社会との連携を重視する点が「今後の医療の

発展に大いに寄与するもの」と選定委員会か

ら高く評価されています。

２．緊迫した課題解決への
新たな道

筑波大学附属病院外観
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多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

うです。

特にチーム医療の現場では、患者さんのた

めに多職種が力を合わせて治療にあたりま

す。高度化・複雑化の一途をたどる医療の現

場で、多様な患者さんのニーズにきめ細かく

対応したサービスを、少ない人数でクオリ

ティを担保しながら実施するには、既存の枠

組みを超えた新たな連携が必要になります。

そのためには、メンバーの考えを理解しなが

ら組織を効率的にマネジメントする能力の開

発が必要であり、そこで、そうしたノンテク

ニカルスキルの教育手法を産業界から学ん

ではどうか、としてTWIが導入されたそうで

す。

⑵TWI研修の導入

筑波大学病院では、我が国の病院が抱える

課題の主なものを、チーム医療を推進する見

地から図表－１のように整理しています。

これらの解決策の１つの柱として考えられ

たのが、チームのマネジメント力を養成する

訓練体系として産業界で確立されていたTWI

でした。

るTWI研修でした。TWI（Training Within 

Industry）を日本の医療界に有効に導入でき

るか、という壮大な実験が始まったのです。

⑴ 専門職にも総合的な知識・技能が求
められる時代へ
医療関係者は各分野の専門家であり、それ

ぞれの分野については第一線のプロフェッ

ショナルですが、日進月歩の高度先進医療を

厳しい労働環境の中で、しかも安全・確実に

実施していくことは、並大抵の努力では成し

えません。実際に筑波大学病院の職員のみな

さんは、休日でも自主的に各専門分野の研修

等に参加することが多いそうです。また、緊

迫した医療現場の中での教育訓練となれば、

組織としても人命に直接かかわる研修への優

先度が高くなるのは当然です。しかしなが

ら、それと表裏一体に社会人であれば当然身

に付けるべき仕事や人をマネジメントするた

めの教育が二の次にされてきたのも事実のよ

（図表－１）大学病院が抱える今日的課題

 人材養成のプロセスが標準化されていない・研修にバラツキがある

 職種・部門を超えたコーディネート機能が弱い

 他の職種を学びたくても適切な教育資源が乏しい

 チーム内のマネジメントがうまくいかない、「分業」から脱せない

 最高の医療を提供したいがマンパワーに限界がある

３．ノンテクニカルスキルの
教育を医療現場へ導入
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特 集 医療現場の人材養成 多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

安全作業の技能： 職場の安全・衛生管理が

できること

筑波大学病院の事業では、

・仕事の教え方：TWI-JI(Job Instruction)

・改善の仕方：TWI-JM(Job Method)

・人への接し方：TWI-JR(Job Relations)

という３つのコースを導入しました。

専門分野を学ぶ多彩なプログラムととも

に、TWI研修を軸とする人材養成プログラム

が、「人」や「業務プロセス」をマネジメン

トする力の養成のために使われる計画となっ

ています（図表－２、写真－１参照）。

前野部長からは、「筑波のこの事業は、単

なる専門別の知識を深めるのではなく、包括

的にノンテクニカルスキルを学ぼうという点

でユニークな取り組みだと思う。少ない人手

でクオリティの高いサービスを提供したいと

いうニーズは、医療従事者共通のものなの

で、このプロジェクトは医療界の大きなブレ

TWIは企業内の監督

者訓練コースとしても

ともとはアメリカで開

発された訓練プログラ

ムですが、戦後の早い

時期に日本にも導入さ

れ、わが国の産業界の

発展に大きな貢献を果

たしてきたと言われて

います。

日本においては、ト

レーナー養成をはじめ

とした研修コースを、

一般社団法人日本産業訓練協会（以下、日本

産業訓練協会という）が1955年の発足以来

展開しており、これまでに２万人を超える企

業内トレーナーを養成してきました。

TWIでは、部下を持つ監督者には以下に示

す２つの知識と４つの技能が必要とされ、そ

の４つに対応する研修（コース）が整備され

ています。

【２つの知識】

仕事の知識：仕事の知識に明るいこと

職責の知識： 職責の知識を熟知しているこ

と

【４つの技能】

教える技能： 仕事の管理、部下の訓練がで

きること

改善する技能： 仕事を改善する能力がある

こと

人を扱う技能： 部下を上手に扱う能力があ

ること

人材養成の体系化・標準化

「互いに教え合う」
教育プログラム

TWI 医療版を活用した
人材養成プログラム

・医療人としての基本能力

・チーム医療構成力

・多職種連携力

・専門能力の拡大・向上

・人材養成力

心の多様性を
理解をする

ＴＷＩ－ＪＲ（人の扱い方）

会議の進め方

「人」を
マネジメントする力

TWI-JI（仕事の教え方）

TWI-JM
（仕事の改善の仕方）

改善の手順

「業務プロセス」を
マネジメントする力

（図表－２）人材養成の体系化・標準化
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多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

まいます。また、想定される場

面が製造業での作業現場である

ことから、題材や用語等の点で

違和感がぬぐえないという課題

も提起されました。

医療版では、筑波大学病院と

日本産業訓練協会の協働で、研

修の質と効果を担保しながら、

合計７時間（１日）のコースが

開発されました。今後は研修で

使われる事例もできるだけ医療

関係のものを取り入れたいと考えられてお

り、３つのコースの研修をうまく組み合わ

せ、医療版を仕上げていきたいとの抱負をう

かがうことが出来ました。

⑴研修の実施状況

平成23年度の事業初年度から、事業担当

者を中心に参加者を募りTWI研修が始められ

ました。平成24年度の実施状況は図表－３

の通りです。

院内のみならず筑波大学病院が地域医療教

育センターを置く地域病院のスタッフ等も含

めた参加者があり、職種も、医師、看護師、

臨床心理士、理学療法士、薬剤師、事務職、

診療放射線技師、歯科衛生士、臨床検査技師、

臨床工学技士、管理栄養士、社会福祉士、メ

ディカルクラーク等と非常に多彩なメンバー

イクスルーになりうるのではないかと思って

います」というお話をうかがいました。壮大

な構想の中で、TWI研修が組み込まれたこと

がわかります。

⑶TWI医療版の開発

TWIのコースは、基本的に共通の手法で整

理されており、各コースとも１枚のカードに

より監督者が部下の指導をできるように訓練

します。既存の研修プログラムでは、医療現

場への適応が困難な点も見受けられたことか

ら、筑波大学病院の事業では「TWI医療版」

の開発が、計画段階からの大きなテーマの１

つとして掲げられていました。

当初は、TWIの標準研修時間である10時

間（２日間）で、病院職員の都合を考慮した

週末の土～日曜日を利用して始められました

が、多忙なスタッフからは「２日間連続して

スケジュールが空けられない」、さらに「研

修時間が長い」とされ、そのままでは多くの

人には受け入れてもらえない研修となってし

（写真－１）多彩な研修会（広報用ポスター）

４．TWI 研修の実施と
現場の反応
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特 集 医療現場の人材養成 多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

ます。当初予想していた効果だけでなく、他

部署の人同士の交流が持て、職種間の相互理

解にもつながったという副次的な効果もあっ

たようです。

■TWI-JI(仕事の教え方)について

・ 他部門の業務を知るうえでも自分の業務

を見直すうえでも重要。

・実践に役立つ内容だったと思います。

・ 明日からの仕事に活かせそうです。あり

がとうございました。

・ TWIの他の研修にも興味があります。こ

となっています（図表－４、写真－２参照）。

⑵研修参加者の反応

研修アンケートでは、参加者全員から「役

に立つと感じた」との回答を得たとのことで

した。また、研修に参加したことで、研修内

容への関心が高まることもわかってきたそう

です（図表－５参照）。

さらに、実際に研修を受講した職員の方々

から様々な感想が寄せられました。以下に研

修アンケート回答より抜粋した内容を掲載し

３回

１回

２回

６回

14名

５名

13名

38名

TWI-JI（仕事の教え方）研修

TWI-JM（業務の改善の仕方）研修

TWI-JR（人（をめぐる問題）の扱い方）研修

合　　計

実施回数 参加者数＊

（図表－３）平成24年度のTWI研修実施状況

（写真－２）TWI研修風景

（図表－４）TWI研修参加者の職種別内訳

　　　　　（平成24年度）

医師
24％

看護師
29％

その他医療職
34％

事務系職員
13％

＊参加者数には、オブザーバー参加者を含む
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多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

でした。（中略）まずは、私が後輩に指

導する所からはじめてみます。

・ 初めて参加しました。このような研修が

あったとは知らなかったのですが、皆に

ももっと広めていくと良いと思います。

■TWI-JM(改善の仕方)について

・ 実際に参加してみて、作業を分解する意

義がわかりました。

・ 細目に分けて自問するシートを活用する

ことで自分の所属する職種以外の仕事が

よく判った。同職種間で行っても効果的

な研修になると感じました。

・ これからの医療界に絶対必要なスキルだ

と思います。とても勉強になりました。

・ 病院の中のいろいろな部署の人が混ざっ

ていて、部署どうしの相互理解が深まる

のでとても良いと思いました。まさに

チーム医療の主旨にあったものだと思い

ます。

・ 改善の仕方を学ぶことで、今まで見えな

かったものが見えるようになった。改善

ういった研修が院内研修としてすべての

職種に、入職後5年目ぐらいの人に機会

があると良いと思います。

・ 年齢や経験年数に関わらず、教育を行う

立ち位置のものは皆が受講しても良いと

思います。

・ 非常に興味があったので、すごく勉強に

なりました。今まで、教える側としてこ

れまでに準備をしていた事はありません

研修参加前アンケート 研修参加後アンケート
どちらかと
言えば持って
いなかった
3％

どちらかと言えば
持っていた
20％

どちらかと言えば
持った
6％

持っていた
77％

持った
94％

（図表－５）TWI研修の内容への関心
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特 集 医療現場の人材養成 多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

これまでの実施経験から、TWIは段階を踏

んでシステマティックに考えていくので、専

門職にとって理解しやすい手法と捉えられた

ようです。すでに研修を、業務に活かした事

例も出てきており、これが成功し業務がより

円滑に進むようになれば、医療従事者不足問

題の解決の糸口にもなりうると考えられてい

るそうです。これまでの医療現場では、こう

したノンテクニカルスキルの研修には親しみ

がなく、TWIについて知っている人が病院内

には少ないこともあり、自主的に研修に申込

むスタッフがそれほど多くなかったことか

ら、スタッフに関心を持ってもらう事が大切

と考えられました。そのため、院内広報紙な

どでも特集し、一人でも多くのスタッフに

TWI研修についてまず知ってもらえるよう取

り組まれています（図表－６参照）。

「これまでは、まずは自分たちが経験して

みよう、仲間を増やそうという段階であっ

た。次の１年は自分たちで作ろうという１年

になる」と前野部長が話されているように、

これから地域医療を支える多くの保健医療施

設でも活用できる、TWI医療版の整備が本格

化します。はたしてTWI研修は、日本の医療

界で有効に導入されるのか、今後の展開に大

きな期待が持たれる筑波大学病院の人材養成

の取組みです。

の余地はないと思えた事も細目にしてみ

る事、皆で話してみる事で思わぬ発見に

結び付くことが分かった。

・ 初めての研修で想像がつかなかったが、

医療分野でも実行可能な手法だったの

で、現場で活かすことができれば良いと

思う。

・ 様々な職種・職場と一緒に研修を受ける

ことによって、問題意識を共有できてよ

かったです。医療の世界にいると、この

ような研修を受けるチャンスが少ないの

で（自ら進んで受けることも少ないの

で）、とても充実した時間でした。

■TWI-JR(人の扱い方)について

・ 実践的な研修で大変勉強になり、有難う

ございました。

・ 演習（半日）が中心だったので短く感じ

た。

・ 事実を書き出して整理することによっ

て、問題を表すことは大切なことだと感

じた。

・ 参加者の意見を聞くことによってとても

参考になった。自分の思っていることを

話すことができてとてもよかったです。

・ 多くの方が受けられるとよいと感じまし

た。継続的に行っていただきたい。

・ 非常に有意義でありました。問題を扱う

監督者が安心できるのではないでしょう

か。

・ 人の扱い方には、今も日々悩んでいるの

で、これから今日の研修を生かしていき

たいと思います。

５．筑波大学附属病院での
今後の展開
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特 集 医療現場の人材養成

産業訓練　13　2013/ ５

多職種チームで活躍できる人材養成を目指して

《問題》 トヨタ車はなぜ世界の人々に選ばれるのでしょうか？
― 秘密は、高いスキルを持つ従業員の育成方式「KAIZEN」にあります。―

　トヨタ自動車が、実は60年ほど前に倒産しかけていた、と言ったら意外に思われる方が多いかも知れませ
ん。それほどトヨタ自動車の成功は、今や当たり前のこととなっています。では、どうやってトヨタは会社
を立て直し、半世紀あまりで乗用車シェア世界一に登りつめたのでしょうか？　その秘密は、従業員の育成
方式「KAIZEN」にあります。
　トヨタは、製造技術の革新だけでなく、人を育成する方法の改善「KAIZEN」によって、不断の人材育成
に取り組むことで、高品質な製品を効率的に安全に生産し、世界一であり続けているのです。
　医療現場も産業界と同じです。職員は、高い専門的なスキル（職種ごとにそれぞれ専門的な知識や技能）
だけでなく、組織人として主体的にチームに関わるスキル：人を育成するためのスキル（仕事の教え方、コ
ミュニケーションのとり方）や、チームをまとめ上げる力（リーダーシップ、マネジメント力）などが備
わって、初めて患者さんのニーズに合った質の高い医療を提供し続けることができます。
　ですから、筑波大学附属病院では職員一人一人がこうしたスキルを身につけ、今以上に自信をもって安全
安心な医療を提供できるよう、「患者中心の医療を実践する人材育成」の取り組みを開始したのです。

人材育成プログラム
○世界的にも注目を集めているトヨタの人材育成「KAIZEN」の手法を用います。
○社会人として全職員に必須の「業務の改善の仕方」や「仕事の教え方」などについて、少人数体験
型研修会で、コンパクトな２日間で学べるプログラムが準備されています。

○これまでの医療現場の教育プログラムに
は、あまり入ってこなかった、人を育成
するためのスキルを基本から学べる研修
会です。

○参加者アンケートでは、研修内容が医療
業務に役立つといった意見の他に、多職
種が参加していることで部署同士の理解
が深まる、という効果が示されていま
す。

○ただ今、秋の研修会参加者を募集中！！
少人数研修のため、申込み先着順となり
ます。未来のリーダーを目指すあなた
も、ぜひご参加ください。

・仕事を正確に、迅
速に、安全に教え
るための　指導方
法の習得

・職場の人間関係を
よくするための問
題処理の仕方の
習得

・仕事の方法・手
順・施設などの
改善ができる手
法の習得

教える
スキル

人と接す
るスキル

改善する
スキル

・仕事の方法・手
順・施設などの
改善ができる手
法の習得

改善する
スキル

こういう研修、

今までなかったね！

（図表－６）人材養成プログラムについての院内広報

筑波大学附属病院　院内広報紙『チーム医療教育推進室だより』2012年夏号より抜粋
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産業訓練　14　2013/ ５

特 集 医療現場の人材養成

集部が執筆いたしました。なお、記事の内容

の一部は、文部科学省ならびに筑波大学附

属病院の本事業ホームページ（http://www.

hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/）、チー

ム医療教育推進室からご提供いただいた資料

などを参考といたしました。

以上、筑波大病院における取り組みについ

て、推進部門のお二人からのお話を元に、編

おわりに

綜合臨床教育センター部長
前野哲博 氏

チーム医療教育推進室コーディネーター
稲葉めぐみ 氏
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〈今回のメニュー〉
低脂肪チャーハン（油を一切使わずに、ご飯と鶏
がらスープの素を混ぜる）

らーめん風（かんすい麺の代わりにフォーを使用）

酢豚（茹でた肉と野菜にタレを絡ませる）

しゅうまい（むきえびとはんぺんをペースト状に）

焼き春巻き（ひき肉は鶏のささみを使用）

かぶの蟹あんかけ（柔らかく煮たかぶにとろみを
プラス）

ナムル（ほうれんそうの葉先を使用）

マンゴープリン（低脂肪乳を使用）

管理栄養士の戸塚さん。患者さんが選んだ料理を見
て、エネルギーと脂肪の合計量を計算します。「今日
のメニューを全部チョイスしても脂肪の量は10ｇ以
下ですよ」

～油を使わない中華料理!!
目で見て納得！ 脂肪酸の種類と量～

今回のＩＢＤ教室は、患者さんとその家族が「食材や
調理方法の工夫」「低脂肪の献立作り」など食事療
法の具体的なスキルを身につけ、また医療従事者
がＩＢＤ患者さんへの食支援や生活支援などについ
て学ぶことを目的として開催されました。

見て下さい、たくさんの中華料理！ どれもびっくりするく
らいの本格派です。

ソーシャルワーカーの板橋さんがＩＢＤに関わる公的
制度や相談窓口について紹介しました。平日の8：30
～17：00に患者相談支援室に行けば板橋さんに会
えます。

試食の様子。フォーを使ったラーメンと、マンゴープリ
ンが特に好評でした

53
page
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第4回
IBD患者さんのための
      食事療法教室

筑波大学附属病院では患者中心の医療を
実践する人材養成に取り組んでいます。
全国屈指の教育支援組織である総合臨床
教育センターには、コーディネート機能
と事務局機能をもつチーム医療教育推進
室が設置され、さまざまなワークショッ
プや研修会が行われています。今回のＩ
ＢＤ教室には筑波大学附属病院の医療
従事者（看護師・栄養士・調理師・ソー
シャルワーカーなど）のほか、他の病院
からも栄養士さんが参加していました。

筑波大学附属病院

消化器内科の鈴木英雄先生と、チーム医療教育推進室
コーディネーターの稲葉めぐみさん

本格中華の王道、酢豚です！ 豚肉の代わりに鶏肉（さ
さみ）を使ってもおいしいそうです。

今回は病院のスタッフのみなさんがすべて調理を担
当。参加者のみなさんは、ケースに並んだ料理を選
んでトレイにのせていきます。

10月26日（土）14：00～17：00
筑波大学附属病院３Ｆ食堂

主催 ： 筑波大学附属病院　病態栄養部
共催 ：  チーム医療ＧＰ「管理栄養士が中心となった

患者のＱＯＬ向上チーム」 栄養管理室の栄養士・調理師のみなさん

page
CCJAPAN
vol.77
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７ 総 括  

チーム医療等や教育プログラムで、ピアレビューやモニタリングをすることで、

現場に即した事業推進ができました。さらには、評価委員会への有意な資料提

供にも有効であり、根拠に基づいた事業評価が実施されました。

事業期間を通して本事業の評価をお願いした外部評価委員の先生方ならびに運

営に取り組んだ事業推進室員からのコメントは、これから始まる本院の独自事

業としての「チーム医療教育」にとって貴重な資料でもあります。

事業評価

本事業では、ワークショップにおけるピアレビューや評価委員会での評価を通して、外部か

らも事業を評価していただく機会を設け、その結果を真摯に受け止め、積極的に事業運営に

生かしてきました。

ピアレビューの結果

平成 年度に行った 回のワークショップ（ 月 日、 月 日）では、本院の教職員

だけでなく、本事業評価委員や関連病院等の医療関係者もお招きし、事業のピアレビューに

ご協力いただきました。

院外からの参加者の機関別・職種別内訳は、以下の通りでした。

≪第 回ワークショップ「次の一歩へ！ 動き出したチームと教育プログラム」≫

≪第 回ワークショップ「医療チームが活きる、リーダーシップで活きる！」≫

　　　　　　　　　　　　職種
所属機関

医師 看護師
その他
医療職

事務職等
非医療職

学生 計

大学関係者（大学病院を含む）
病院関係者

合　計

　　　　　　　　　　　　職種
所属機関

医師 看護師
その他
医療職

事務職等
非医療職

学生 計

大学関係者（大学病院を含む）
病院関係者

合　計



359

4 
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各チームの活動を報告した第 回ワークショップにお招きした方の中から、８名の方に書

面によるピアレビューへのご協力をお願いしたところ、６件のご回答をいただきました。レ

ビュー内容は以下の通りでした。レビュー内容から、本院には比較的チーム医療が進展しや

すいと考えられる組織風土があるということなど、外からピアがみなければわからない特徴

が明らかになりました。

レビュー内容 レビュアー

属性

事業は、補助金申請前からある程度しっかりした実施計画があるか、

試験的に実施していたものを補助金獲得により拡大するといった形を基

本に、最終的にどういったプログラムとして継続実施するかのイメージ

が明確でないと、往々にしてうまくいかない場合が多いものです。

その点、貴学の取組みは、補助終了後も無理なく継続できそうで、当

初からの計画が堅実であったことの証と思われました。

大学関係者

・貴学が、他と比べリベラルな見学の精神を持ち、それをベースにとし

た活動をされていることを、羨ましく思い、また、どうしたらそれに

近づけるようになるか、関心を持ちました。以下、演題毎に記述させ

ていただきます。

①栄養部さんの事例

こうして、患者何の満足に邁進されるスタッフにケアされるこの病院

の患者さんが羨ましくなりました。

一方で、栄養部さんと他の部門・職種の方との連携（特に、問題意識の

すり合わせなど「そもそも」のところ」をより詳しくお聞きできればと

思いました。

②新入職員の事例

ケース（映画）と、それを受けての討議事項が、教育課題に合致して

いてすごいな、と感じました。

これを当院でこのまま真似たら

・どこまで企図する方向で議論が進むか

・形式だけの「先読み」で綺麗なまとめとなり、議論のための議論で

終わりはしないか

・研修の場は理想であり、現実はまるで違うというリアリティショッ

クに道手を打っていけばよいか

などについて、ご助言をいただきたいと思いました。

大学関係者
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（風土の違いは与件であり、それを「すごいですね。ウチでは無理で

す」で済ませたくないため）

③TWIの事例について

TWIを病院実務の「算数」に、という山下先生の主張に共感しました。

身に付けた技術は使いたくなるのが常ですので、こうした「教え方の

技術」を「感染予防」と同じ体温で普及するにはどうしたらよいか、

知恵を絞りたく思います。

また、チーム医療活動とセットで語られる「医師の関与の促進」につい

て、後半さらに議論を深められたらさらによかったです。

貴院の職員教育の取り組み、緩和ケアチームの方とのお話できる機会、

最先端治療である陽子線治療棟の見学など、貴重な時間を設けていただ

き大変感謝しております。

貴院の職位や職種の壁のない環境が、まさしくチーム医療の土台であ

り、連携を育み、発展さえていくものであると感銘しました。当院でも

新入職時から多職種連携について考え、行動できる職員を育成していき

たいと思います。

また貴院のTWIをはじめとする教育プログラムを参考に、当院で取り入

れられるものから始め、職場環境を改善していけたらと思います。

深い霧の中にいた医療支援室に光が見えてきました。今後とも、ご指

導いただければ幸いです。

病院関係者

チーム医療推進のためには、貴院の職位や職種の壁のない環境がチーム

医療の土台が必要であり、チーム医療を発展させていくための大切な基

盤であると思いました。

また、医療の場に限らずどこの職場でも、チームとして協働できてこそ

質の良い仕事がうまれると思いました。貴院のTWIをはじめとする教育プ

ログラムを参考に、当院で取り入れられるものから始め、職場環境を改

善していきたいと思います。

お忙しい中にもかかわらず視察させていただき、ありがとうございまし

た。

病院関係者
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弊社におきましても『チーム医療』というテーマにつきまして、全国各

地にてその地域の病院様と連携し、セミナーを開催致しております（例

えば、栄養サポートチームの取り組みや感染対策チームの取り組み等）。

今回、初めて筑波大学様のワークショップに参加し、改めてチーム医療

推進の重要性を再認識致しました。特に印象に残りましたのは、既に構

築されている各部署の連携（他職種連携）だけではなく、人材育成のた

め、新人教育から既に取り組みを開始されている部分でございました。

また、TWIを用いた人材養成の点では、教育資材の標準化を始め、弊社だ

けでなく、全てのメーカー（製薬ではなく、医療機器メーカー）にご協

力できる部分が多数あると感じました。このご縁をきっかけとしまして、

今後もメーカーに担える部分をご協力出来ましたら幸いでございます。

病院関係者

先日は、興味深い研修発表会に参加させていただきありがとうございま

した。

「チーム医療」という言葉は、患者さまを取り巻く医療従事者が皆で一

緒になって関わっていくために必要なことであると思います。最後のお

言葉で、介護老人施設「そよかぜ」の、アベ先生のお話をもっとお聞き

したいと思いました。

当院では、新人看護職員の研修で「コミュニケーション」についてエゴ

グラムや、トゥルーカラーを用いて研修を行っているます。今回のワー

クショップで、新入職者への研修に取り入れていければと思いました。

またの研修会の開催をお持ちしています。

病院関係者
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外部評価委員ならびに事業推進室員による評価

本事業では、毎年度末に外部評価委員を交えた評価委員会を開催してきました。以下の外

部評価委員の先生方には、 年間を通して評価をお願いしました。

≪外部評価委員≫（敬称略）

阿 部 帥 一般財団法人筑波麓仁会 介護老人保健施設そよかぜ 施設長／

元茨城県立医療大学学長

小茂田 昌代 東京理科大学薬学部 教授

鈴 木 紀 之 公益財団法人筑波メディカルセンター

法人事務部門長／事務局次長

本事業に対する評価ならびに助言は以下の通りでした。

≪平成 年度≫

◇ 外部評価委員の評価

阿部 帥 財団法人筑波麓仁会・介護老人保健施設そよかぜ 施設長

チーム医療は各医療人それぞれの立場から教育課程の中に組み込まれていることが

多い。しかし、そのチーム医療教育のカリキュラムはとかく概念・目的・概要など

を教えるのみで、あとは実践の場において各医療人の努力に依存する形になってい

る。しかし、「患者中心の医療」は各医療人の個別の能力とともに医療チームの一

員として備わるべき医療実践能力があって初めて達成されるものである。その点、

我が国の医療人教育は決して十分なものではなかった。その結果、専門医療領域の

評価は高くても国民の医療に対する総合評価には厳しいものがある。

今回シンポジウムに参加してみて、本プロジェクト「患者中心の医療を実践する

人材養成の体系化」はその成果に十分な期待が持てる内容だった。その概要はチー

ム医療を持続的に充実・発展させることのできる人材養成システムの体系化であり、

要点を「互いに教え合う」教育プログラムとして整理し、これを 方式を活用し

て、より実践的な人材養成プログラムに組み替えられているところが特徴である。

このプロジェクトの課題解決について指摘しておきたい点がある。それは我が国

の医学・医療の用語がきわめて難しく、しかも医師は独善的とも言える外国語（略

語を含む）を混用することが通例となっている。このために医師と医師以外の医療

人との間のコミュニケーションは著しく阻害され、患者中心の医療の観点からみる

と医療記録（カルテ）の価を低めることになっている。 
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小茂田 昌代 東京理科大学薬学部 教授

本補助事業は、多様化する医療ニーズにいち早く対応できる医療チームを構築し、

それを実践できる人材の養成を目標としているという、まさに厚生労働省「チーム

医療の推進に関する検討会報告書」の内容を具体的に実践する興味深い内容となっ

ております。そして医療の効率化と質の向上・安全性の向上を両立させることを目

的として、２３年度は、現在の問題点である人材養成のばらつき、部門間のコーデ

ィネートの弱さ、教育資源不足、分業から抜け出せないなどに対して、チームへの

教育浸透のための人材養成エキスパートを養成し、チームリーダー・マネジメント

スタッフを養成するプロセスとして、産業界確立している （

）を導入されるという具体的な計画が示されました。 はトヨタの継続的

改善に関する書籍でも紹介されており、業務プロセスの改善とヒトの育成のための

訓練体系ですが、医療界への導入は日本でもはじめての試みです。シンポジウム「新

たな医療チームを築くために」において、アメリカの産業界への 普及に貢献さ

れている （ ）の専

務 氏より の詳細についてご紹介があり、今後が期待されます。ま

た、既存の役割分担を抜本的に見直す取り組みを支える事務部門にも焦点を当て、

事務部門と医療チームの連携は新たな事業の継続に不可欠という姿勢が示され点も

評価できると考えます。本事業はチーム医療の現状における問題点を分析し、斬新

的な視点から解決に導こうとする取り組みであり、今後の更なる職種横断的な具体

的な展開に期待致します。 
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鈴木 紀之 財団法人筑波メディカルセンター 法人事務局次長／財団事業推進室長

現下の医療を取り巻く環境は、様々な面で、従来の取り組みだけでは、克服の難

しい状況です。質の高い医療を量的需要にも応えつつ、かつ、経営面での工夫も求

められるという無理難題です。この時代的要請を背景にした中で、本件「患者中心

の医療を実践する人材養成の体系化」事業の内容は、正に、時宜を得た計画と確信

させられました。個に依存する医療から、様々な職種の特質とチーム力を引き出し

た病院運営の成否は、今後の医療のあり方を図るうえで、極めて重要であります。

しかし、チーム医療というフレーズは、多くの医療現場や、病院経営検討の場で、

論じられてきていますが、実践に向けた人材の確保の面で、大きな壁にあたってし

まうケースが、多々認められます。この状況の克服に向けて、本事業で提案されて

いる、「新たなチーム医療・役割分担の創出」以下「誇りが持てるチーム医療の構

築」に至る構想は、大いなる可能性を感得できるものです。特に、 医療版の開発

目論見は、すでにビジネス界での高い評価を得ている手法の援用を目指すものとし

て、大いに期待するものです。先般開催されたシンポジウムにおける講演を拝聴し

て、改めて、その思いを強く持ちました。チーム医療推進室の設置、専任コーディ

ネーターの配置等も、具体的成果を確保していく上で、極めて有効な手法と高く評

価されます。筑波大学附属病院には、すでに、極めて高いレベルでの環境が整い、

多くの人材に恵まれています。周辺の医療環境も大いに活用しつつ、新たな発想や

工夫を積み上げ、時代の閉塞を打ち破る成果をあげることが期待されます。 
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≪平成 年度≫

◇ 事業実施計画についての評価

事業成果の達成度合いを 段階で評価

（ ：十分達成された ⇔ ：あまり達成されていない）

． 本年度の事業実施計画
平 均

外部評価者 推進室員 全体

合同新人多職種連携教育プログラムの実施

医療版を基にした人材養成トレーニングの試行

評価システムの構築

教材開発および 用視聴覚教材の作成

教育プログラムの実施

新たなチーム医療・役割分担に基づいた、教育体系

の構築

チーム医療推進室の活動

業務のモニタリング・評価

事業評価委員会の開催

◇ 本事業についての助言（推進室員からの意見）

数多くの教育プログラムが実際に始動し、新たな多職種連携に向けて確実に進歩したこと

は特筆すべき成果である。教材及び のコンテンツ整備はまだ整備途上にあり、

来年度に向けてさらなる充実を期待したい。

医療の効率化と質の保証を両立するための全く新しい概念に基づく 医療版の開発は、

今後の医療の在り方を考える上できわめて重要なスキルであるが、講習会の実施回数、参

加者数はまだ十分とは言えず、今後の展開を期待したい。

なかなか数値や形にして結果を見せるのが難しい事業ですが、病院としては重要なもので

あり、当院職員も前向きに取り込む姿勢があるので、是非今の方針で進めてください。

・ を主とした人材育成と新人研修は、本事業の根本を支える重要なプログラムだと考え

ている。これらに対して、本事業として注力していることが明確であることは大変良いこ

とだと思う。

・一生懸命活動し、成果を残しているチームに手厚いサポートをしても良いと考える。推
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進室の立場として全チームのサポートが大切であることは理解できる。しかし、このプロ

ジェクトが始まって 年経過してもとほとんど活動していない組織は、今後も期待できな

いのではないか？

・どんなことをすれば事業として満足できるのかを明確にしたほうが良いと思う。明確に

することにより、 に活動しているチームはさらに努力し、活動していないチームに

とっては活動するための目標になるのでは？要するに、どんなことに対して予算を使うの

か 予算執行を認めるのか を明示したほうが良い。

初年度終了時にはほとんどのチーム・教育プログラムが稼働していない状況であったもの

が、 年間で多くのチーム・教育プログラムが動き出したのは本年度の大きな成果であった

と思う。まだ稼働できていないチーム・教育プログラムもあるので、それらについては問

題点を解決するなど、円滑なプログラム運営のための支援を推進室でも継続する必要があ

るだろう。

また、 年度は事業最終年度となるので、教育プログラムの体系化についても つの答

が出せると良い。個々のプログラムが、事業の中だけでなく、附属病院さらには法人の教

育体系の中の、どのような位置に、どういう性質のプログラムとして配置されるべきなの

か検討し、組み込んでいくことができれば、事業終了後にチーム医療教育が本院の組織文

化として根付くための礎石となるだろう。

研修プログラムが多種類ありよい。その反面、受講者が少ないような気がするため、広報

を盛んにした方がよいのではないか。

①おおむね計画通りに進んでおり、成果も上がってきていると思います。

②病院全体で行っている事業であることをもっとアピールして、認知度を高めることが重

要な課題だと思います。

③、②によって今日「２」点とした点についても自然に上がっていくのではないかと思い

ます。

④そのために「教育プログラム」の全職員に対する「必修化」なども含めて戦略を立てて

いくことが望まれます。

先ず最初に、事業途中での戦線離脱をお詫び申し上げます： 医療版開発も未完遂のまま、

後を推進室にお願いすることになってしまいました。（これは言い訳ですが、 もチーム

医療事業もやり残しだらけなので、あと 年いさせてくださいと病院長先生にお願いした

のですが、、、願い叶ず、私も残念です）

企画段階から 年間、御一緒させていただいて多くを学びました：前野先生、稲葉さん、

小笹さん、菊地さん、深澤さん、日本ジェイ・エム・エスの皆さん、事業コアチームの皆

さん、一部のチームリーダー、 研修受講者、加えて 、日本産業訓練協会、

日本科学技術連盟の皆さんの面識を得て、意見を交わすことができましたことが最も大き

な財産です。心よりお礼申し上げます。

これも、前野先生、松村先生、落合先生に の価値を認めていただけたおかげですね
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気になることを挙げるとすると、事業目標をリーダー・コアチームが心にくっきりと描け

ているかしらと思うこと

事業の目的は明確ですが、目標・戦術をもう少し明確にしてチームで合意・定義され、目

標を巧く達成されますよう、大和高田よりお祈り申し上げております

初年度に比べて飛躍的な進捗があることを感じる。ただ事務系であるが故か、中身までは

よくわからない。

については、教育効果を高めるための少数編成体制。中でのトレーナーを育成し、医療

版 で教職員の多くが体系的に受けられるといいとおもう。

ホームページ等充実しているとおもうが、「病院全体の活動」になるような工夫を考えて

いきたい。事務系の活動、評価委員の言う通り重要だと思う。確立できるかは病院総務部

にかかっていると思う。

◇ 外部評価委員の評価

阿部 帥 一般財団法人筑波麓仁会・介護老人保健施設そよかぜ 施設長

第 年度の終わりに当って総合的にいえることは、よくこの段階まで到達できたと

評価したい。しかし、当初私はこのプロジェクトの中で の“ …” はかなり重

要なウェイトを占めるものと期待していただけに、取り上げ方が少々残念な印象もあ

ります。

このプロジェクトは文科省の「大学改革推進事業」でありますから大学の中での人

材養成の体系化が成果の対象となるのは当然です。しかし、医学・医療職教育は附属

病院を含む大学内では完結できない訳で、この成果が関連教育病院でも応用されるも

のであってほしいものです。それには、プロジェクトに参加が少なかった中堅～上級

指導者対象のプログラムを ， 考えてはどうでしょう。これには関連病院の上級指導

者にも声をかけて参加を求めディスカッションを行うと良いと思います。 
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小茂田 昌代 東京理科大学薬学部 教授

鈴木 紀之 公益財団法人筑波メディカルセンター 法人事務部門長／事務局次長

昨年度末の評価委員会の際は、ほとんどの事業がこれからという状況でしたので、

正直、当事業の今後を危惧しておりました。しかし、この１年間で多くの事業が稼働

し、成果を出していることに感服いたしました。特にチーム医療推進室が核となり、

事業の実施に向けて各医療者に働きかけを行うなど尽力された結果と思われます。ま

た、作成された資料は分かりやすく工夫され、「患者中心の医療を実践する人材養成

の体系化」事業に対する熱意を感じました。①合同新人多職種連携教育プログラムは、

新人のオリエンテーションを合同で行うとともに SGD などを取り入れた参加型のプ

ログラムであり、入職時に職種の垣根を越えた同期の仲間意識を芽生えさせることに

つながり、今後のチーム医療の実践に重要な役割を果たすのではと感じました。②

TWI 医療版を基にした人材養成トレーニングの試行では、企業で活用されてきた

TWI を医療用に活用するという斬新な試みであり、「仕事の教え方」トレーニング

の更なる充実を期待いたします。④e-learning 用視聴覚教材を親しみやすいキャラク

ターを活用して開発することで、このサイトを閲覧を促すという効果が得られたとい

うのは非常に興味深い点でした。事業の実施計画を分かりやすくサイトから閲覧でき

るというのも、多職種の事業への参加を促すことに大きく貢献したと思います。まだ、

一部実施に至っていない教育プログラムがあるとのことですので、あと１年間の事業

の更なる推進と充実に期待したいと思います。 

「筑波大学」の持ち味を活かした、広範な取り組みに、いつも感動しています、私

自身の理解不足で、今回の評価については、当を得ていない部分も多いと思ご容赦く

ださい。地域医療連携の視点からも、筑波大学のチーム医療推進活動は、極めて重要

な取り組みとなります。組織人材インフラ、幅広な関係医療機関や研究機関、行政等

とのパイプを機能させて、高い次元での目標達成に期待します。個人的には、 の地

域の医療機関における応用編が実現できると面白そうです。 
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≪平成 年度≫

◇ 事業実施計画についての評価

事業成果の達成度合いを 段階で評価

（ ：十分達成された ⇔ ：あまり達成されていない）

． 本年度の事業実施計画
平 均

外部評価者 推進室員 全体

チーム医療教育推進室の活動

教育プログラムの実施

新たなチーム医療・役割分担に基づいた、

教育体系の構築

業務のモニタリング・評価

成果物の頒布

地域医療機関への成果の還元

事業評価委員会の開催

次年度事業計画の策定

◇ 本事業についての助言（推進室員からの意見）

多くのチーム、多くの教育プログラムが実際に運用され、新たなチーム医療が生まれたこ

とは本当に素晴らしいと思います。

特に、ＴＷＩを医療界に導入した意義は大きく、きっと医療に大きなインパクトをもたら

すものになると思います。

３年という限られた期間では十分な成果をあげられなかったものもありますが、これから

も引き続き事業に取り組んで、より発展させていけるよう、これからも努力していきたい

と思います。

本事業の波及効果として、放射線業務の安全性に対する取り組みや、茨城放射線腫瘍研究

会の発展があると思います。放射線の方々がいきいきしています。特に陽子線のスタッフ

は元気です。先日の 外部審査においても評価されていました。放射線グループがよい

モデルになると思います。今後、参加者の増を図ることが課題ではないでしょうか。

①これからが本番です。さらに進めて行って下さい。

②ＷＨＯ安全指針

チーム医療としてぜひ取組んで下さい。ＪＣＩでも必須ですので教職員必須として下さい。
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③ＴＥＡＭＳを附属病院のウリにしましょう！

・組織として取りくめたことが最大の効果であった

・事務方の関与があまりできなくて申し訳なく思う。

大変多くのチーム、教育プログラムが計画されていたので、本当にこれだけのものが動

くのか心配であったが、多忙な担当者の皆さんのご協力で、多くのチーム、教育プログラ

ムが動き、他部署の人と同じ研修会のテーブルにつけるようになってきたことは、大きな

成果であると思う。それぞれで計画が開始されたことでチーム医療を担う人材養成が大き

く動き出したと感じている。

大学関係者の間では、 事業は補助期間が終わると運営主体を維持すること自体が困難

で、取り組みの継続が大変難しいという話を耳にするが、教育の取組みは 年先にならな

いと本当の成果わわからない。補助事業の終わりが本院独自の取組みの始まりでもあるの

で、この後は徒に短期的な成果のみを追うのではなく、長期的な視点で患者さんのために

なる医療につながる教育プログラムの開発や実施に、腰を据えて取り組むべき時期に入る。

チーム医療はこれからの医療の大きな課題の一つでもある。本取組が単発の打ち上げ花火

ではなく、息の長い取り組みとなればと考える。

◇ 外部評価委員の評価

阿部 帥 一般財団法人筑波麓仁会・介護老人保健施設そよかぜ 施設長

医療の中に患者中心のチーム医療を根付かせようと政府が喧伝してからほぼ２０

年になる。一方、現在の医療を俯瞰すると必ずしもその効果は上がっていない。

筑波大学医学専門学群では当初から卒前教育として学問領域を超えて多職種が協

働できる医師養成を目指してきた。しかし、第１回卒業生を世に送り出して３４年を

経過した現在、未だに卒前教育の臨床実習病院としては不適当とさえ思われる病院が

存在するのも事実である。私はこのような状況を見るにつけ、常々この問題を解決す

ることは一種の社会改革であり、医師教育など個別の専門職教育では到底解決できな

い問題だと考えてきた。

以上のような視点から実施計画別に評価を試みると上記のごとくである。何れも成

果の達成度は極めて高い。その中でもこのプログラムの核心とも言える（３）新たな

チーム医療・役割分担に基いた（専門職ごとではなく）教育体系の構築について説得

力のある成果を分かり易く提示できたものと考えられる。

（６）地域医療機関へ成果を還元することは、本事業の今後の展開の中で真の評価

がなされるべきであろう。この事業は医療界という一つの業界文化を改革するもので

あり、今後の取り組みの成果に期待したい。ローマは一日にしては成らずである。 
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小茂田 昌代 東京理科大学薬学部 教授

鈴木 紀之 公益財団法人筑波メディカルセンター 法人事務部門長／事務局次長

年度 月時点におけるチームの運営状況のモニタリング結果によると、「計画通り

に始動できた」「計画通りではないが始動できた」を合わせて、 年 月は１０チー

ム（チーム全体の４１．７％）であったのが、 年 月時点で１８チームでチーム全

体の７２．０％）まで増加していることから、医療推進室が核となって事業が積極的

に行われたことがわかりました。しかも、色々な職種が中心となって３６プログラム

のうち２８プログラムが始動し、参加者も 月時点で 名と職員数 を上回る

数となっており、病院全体に本事業が周知された結果と思います。また、各プログラ

ムは案内ポスターにおいても参加者の興味を引き付ける工夫がされており、参加者は

もちろんのこと、多職種が協力して企画実行することでチームの連携が益々強固にな

ったのではと思います。事業 も充実が図られ、小人数の職種の部署においても、企

画をサポートする体制をが構築されたことは素晴らしいと思いました。人材養成力ユ

ニットの参加数が少ないのが残念に思いましたが、今後、このチーム医療教育プログ

ラムが地域のみならず、日本全国に浸透していくことを切に望みます。 

五十嵐院長先生、前野部長先生のしっかりとしたリーダーシップのもとに、テーマに

則った適切な活動が展開されてきたと認識しております。筑波大が有する組織力、厚み

のあるマンパワー医療とそれを取り巻く幅広の専門分野のサポートが可能な環境が優

れた成果に結びついたと思われます。今后、地域や、他の医療機関にも、より身近な手

法として普及することをお願いしたいと思います。 
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補助事業を終えて

初代事業推進責任者／

筑波大学附属病院副病院長

松村 明

いよいよ本事業が、文部科学省の補助事業としては終了いたします。事業開始時の推進

責任者であった私が申し上げると自画自賛のようで恐縮ですが、この 年半の間に本院のチ

ーム医療教育は、開始時には考えられないほど豊かに成長したと感じています。前野教授を

先頭に、関係者の皆さんが真摯にこのプロジェクトに取組んできた証左であると思います。

筑波大学の計画は、 のチームと の教育プログラムを新たに始めるという壮大なも

のでした（平成 年度に チームと 教育プログラムを加えた）。これだけの試みを一気に

始動したわけですから、中には担当者が相当に苦労したものもあったことが思い出されます。

そのように始まった人材養成が、開始の翌年には延べ参加者が 人を超えるほどに成長

し、さらに最終年度には院外の医療関係者にも公開した研修会等も増加するなど、目覚まし

い進化を遂げました。補助事業に採択時の選定委員会からの意見では、「院内における医療

チーム編成だけでなく、地域医療や地域社会との融合を捉えている点は、なかなか進まない

質の高い在宅医療への今後にも期待できる」とされましたが、そうした期待を裏切らない実

りある取組みとなったことに感銘を受けています。

取組みの進展は、関係者の皆さんの真摯な取組みの証しであると申しましたが、背景の

一つにはピアの方のご意見でもいただきましたように、本院には「チーム医療を育みやすい

組織風土が備わっていた」ということがあると思います。建学の理念：「あらゆる意味にお

いて」「開かれた大学であること」は、附属病院においては、職種や職階の壁を低くし、多

職種で教え合い共に働ける組織を構築しやすい風土を生んだようです。そうしたチーム医療

を育む風土の真価に気付かせてくれ、またそのことを本院の新たな文化として再生させてく

れたのが本事業ではなかったでしょうか。

文部科学省の補助事業としての期間は今年度で終了しますが、むしろこれからが本番で

す。これからは、この 年半の間に蓄積したノウハウを独自の取組みとして発展させていく

段階に入ります。本院の美点を活かし「教え合う文化」と「人材養成の体系化・標準化」を

さらに深化させ、その成果を地域にも還元できればと願っています。

最後になりましたが、これまで本プロジェクトを支えていただいた事業関係者と、院外

からご支援、ご助言をくださった委員の皆さまに御礼を申し上げるとともに、これからも活

動を続けるチーム医療教育推進室や各チーム・教育プログラムへの変わらぬご支援、ご協力

のほどをお願いいたします。
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筑波大学附属病院副病院長／

看護部長

白川 洋子

平成 年 月、社会保障制度改革国民会議の報告書が出されました。そのなかで会長の

清家氏は国民へのメッセージとして、世界一長寿に大きく寄与したわが国の社会保障制度に

改革が必要と述べています。そして医療のあり方においては、総合診療医による適切な初期

対応、他職種との連携、医療職種の職務の見直し、チーム医療の確立、医師不足の深刻化の

側面としての医師業務と看護業務の見直し等が報告されました。

本事業は平成 年から平成 年の 年間の事業でしたが上記の報告書にある内容を解

決していくための学びができ、患者中心とするチーム医療に本取り組みが有効に機能してい

るのではないでしょうか。

チーム医療が当たり前のようにいわれて久しいですが、治療・ケアのマネジメントは容

易くできるものではありません。私たちは本事業においてその現実を知ることとなりました。

企業においてはノンテクニカルスキルやコミュニケーションスキル、チームビルディングな

どの教育はされていますが、医療のなかではまだ行われているところは少なかったのです。

チーム医療の確立を図ることが求められているなか、このような研修計画を取り入れ、職種

を超えて同じ場を共有したことは、チーム医療の土台を強化することになったといえます。

今後もそれぞれの専門職が互いの専門性認め、専門性を発揮してチーム医療を進めてい

くことを期待したいと思います。
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事業推進副責任者／

総合臨床教育センタ－副部長

瀬尾 恵美子

文部科学省大学改革推進事業「チーム医療推進のための大学病院職員の人材育成システ

ムの確立」に採択された筑波大学の「患者中心の医療を実践する人材育成の体系化」が、平

成 年度で補助金事業としては最終年度を迎えました。

本取り組みでは、各診療グループ、看護部、薬剤部、検査部、放射線部、栄養管理部、

リハビリテーション部、事務部門等、病院内すべての部署が協力し、理想の「チーム医療」

を目指した事業にしようというコンセプトの元、新たな医療チーム・教育プログラムが計画

されました。

多くの部署・多職種で構成されるプログラムをどう運営していくのか、先の見えない状

態からの活動のスタートでしたが、病院を良くしたいという大勢の職員の努力により、多く

のプログラムが当初の目標を達成することができ、充実した事業となりました。

私自身も、本取り組みで開催された （ ）やチームビルデ

ィング研修、様々なワークショップに参加し、今まで何となく行っていた仕事を劇的に変え

ることが可能であることを知り、大変勉強になりました。この取り組みから生まれた、

を元とした医療現場、特にチーム医療人材の養成に適した教育プログラム（

＆ ）は、チーム医療の充

実を目指す多くの病院に役立つ研修となると考えています。

チーム医療が必要とされる背景には、医療の高度化により診断技術や治療の多様化・複

雑化に伴って専門分化が進み、医師のみでは様々な情報を総合して判断することが困難にな

ってきたことがあげられます。筑波大学附属病院には、大学病院ならではの高い能力を持つ

様々な職種の病院職員が勤務していながら、職種・部門を超えたコーディネート機能が弱く、

各部の分業から脱けだせない状況でした。その状態に風穴を開けることが出来たこの取り組

みに参加できたことを、大変うれしく思っております。

本事業にご参加いただいた皆様に感謝を申し上げるとともに、今後もこの成果をさらに

発展させることへのご協力をお願いいたします。
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事業コーディネーター 

稲葉 めぐみ 

 

 

最初に、本事業にご協力・ご支援をくださった皆様に厚く御礼を申し上げると同時に、成

果の全てを本報告書に掲載しきれなかったことをお詫びしたいと思います。それでも、この

報告書を手に取られた方には、様々な取組みが筑波大学附属病院で始まったことはお伝えで

きたのではないかと思います。 

筑波大学は、ピアの評価にもあったように職種間の風通しが比較的良い病院と感じており

ますので、ここでは「本院の特色を生かし、順調に本事業を推進できた」とまとめたいとこ

ろです。しかしながら、この筑波大学においてさえ、多職種が一つの医療チームとして活動

するためには、越えなければならない様々な壁があった（あるいは、まだある）と申し上げ

ねばならないでしょう。初代事業推進責任者の松村先生は、「これからが本番です」と書か

れています。2年半の取組みで、本院では新しいチーム医療に向けた活動が根付き始め、や

っと暗い土の中から芽が見えてきたところではないでしょうか。 

本事業の経験から、これからチーム医療教育に取り組む方々には、マネジメントの創始者

ドラッカーの言葉を借りて、「（チームを育てるためには）系統だった苦しい作業を必要と

する」とお伝えしたいと思います。ただでさえ目の回る忙しさの医療現場のスタッフにとっ

ては、「チーム医療教育」なる新たな取組みは「負担」でしょうし、担当者の努力にもかか

わらず、周囲に理解が得られないように見えることもあるでしょう。しかし、本取組によっ

て見えてきたのは、あきらめずに取組めば、徐々にではありますが参加者は着実に増えてい

くという事実です。医療現場の第一線で働く方たちは、チーム医療のための教育の必要性に

すでに気付いておられると実感しました。ただし、それを行動につなげるためには少しだけ

支援が必要で、それが本事業におけるチーム医療教育推進室の役割であったと思います。 

これからも本事業を通して知り合えた仲間たちと手を携え、チーム医療の芽を大切に育て

ていければと思います。へんな鳥（陰では事業キャラクターはそう呼ばれているらしい）は、

どの職種の方でも参加できる教育プログラムの目印です。皆さん、へんな鳥がついたポスタ

ーを見かけたら、その研修会に一度参加してみてください。そこにはきっと、新しい仲間と

新しい自分が待っているはずです。 

 

  
研修会で 

待ってます♪
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 関係者一覧  
 

＊職名は現行あるいは関係期間中、カッコ内は関係期間 

事業推進代表者 

山 田 信 博 筑波大学 学長（平成 23－24 年度） 

永 田 恭 介 筑波大学 学長（平成 25年度） 

 

事業推進責任者 

松 村  明 筑波大学附属病院 副病院長／総合臨床教育センター 部長（平成 23年度） 

前 野 哲 博 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター　部長（平成 24－25 年度） 

 

チーム医療教育推進室 

室長 

前 野 哲 博 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター 部長 

副室長 

瀬尾 恵美子 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター 副部長 

室 員（五十音順） 

池 田 一 郎 筑波大学 病院総務部経営管理課（経営戦略） 専門職員 

磯 辺 智 範 筑波大学附属病院 放射線治療品質管理室 副室長 

稲葉 めぐみ 筑波大学 病院総務部総務課 コーディネーター 

卯野木  健 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター 副部長 

大河内 信弘 筑波大学附属病院 副病院長（平成 24年度） 

小 川 良 子 筑波大学附属病院 総合臨床教育センター 講師 

榊 原  謙 筑波大学附属病院 副病院長（平成 25年度） 

白 川 洋 子 筑波大学附属病院 副病院長／看護部 部長 

鈴 木 英 雄 筑波大学 医学教育企画評価室 准教授（平成 25年度） 

野 口 健 司 筑波大学 病院総務部総務課（教育支援） 専門職員（平成 23－24 年度） 

 林   登 筑波大学 病院総務部総務課 専門員（平成 24－25 年度） 

本 間 真 人 筑波大学附属病院 薬剤部 部長 

松 村  明 筑波大学附属病院 副病院長 

山 下 慶 三 筑波大学附属病院 ISO・医療業務支援部 専任病院講師（平成23－24年度） 

 

事業担当者（五十音順） 

荒 川 知 恵 筑波大学附属病院 歯科技工室 歯科衛生士 

石 川 公 久 筑波大学附属病院 リハビリテーション部 副部長 

石 塚  伸 筑波大学 病院総務部総務課 副課長（平成 24－25 年度） 

入 江 佳 子 筑波大学附属病院 総合がん診療センター外来化学療法室 副看護師長 
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岩 田 直 子 筑波大学附属病院 地域医療連携・患者相談支援センター  

 社会福祉士チーフ（平成 23－24 年度） 

岩 部 博 子 筑波大学附属病院 病態栄養部 副部長／栄養管理室長 

梅 津  努 筑波大学附属病院 看護部 看護師 

岡 島 隆 治 筑波大学 病院総務部総務課 副課長（平成 23-24 年度） 

小澤 裕美子 筑波大学 病院総務部総務課（教育支援） 一般職員 

小田倉 富雄 筑波大学 病院総務部医事課 専門員 

河 野  了 筑波大学附属病院 救急・集中治療部 副部長 

川 村 美 幸 筑波大学附属病院 看護部 副看護師長 

菊 池 晃 子 筑波大学 病院総務部総務課（教育支援） 一般職員 

木 澤 義 之 筑波大学附属病院 地域医療連携・患者相談支援センター 副部長 

 （平成 23－24 年度） 

倉 持 亨 子 筑波大学附属病院 看護部 副看護部長 

讃 岐  勝 筑波大学 医学医療系 研究員 

澤 邊 康 利 筑波大学 病院総務部医事課 副課長 

塩崎 佳寿恵 筑波大学附属病院 医療連携患者相談センター 社会福祉士（平成25年度） 

堤   徳 正 筑波大学附属病院 感染管理部 副部長 

中 居 康 展 筑波大学附属病院 脳・神経外科診療グループ 講師 

長 岡 広 香 筑波大学附属病院 緩和ケアセンター 副部長 

南 木  融 筑波大学附属病院 検査部 臨床検査技師長 

濱 野  淳 筑波大学附属病院 医療連携患者相談センター 副部長 

早川 奈津子 筑波大学 病院総務部総務課（教育支援） 一般職員 

兵頭 一之介 筑波大学附属病院 消化器内科診療グループ長 

廣 瀬 久 子 筑波大学附属病院 地域医療連携・患者相談支援センター 

社会福祉士（平成 25 年度） 

前 野 貴 美 筑波大学 医学教育企画評価室 講師 

水 谷 太 郎 筑波大学附属病院 救急・集中治療部 部長 

桺 川  徹 筑波大学附属病院 歯科・口腔外科診療グループ 准教授 

横 山 泰 久 筑波大学附属病院 血液内科診療グループ 講師（平成 24－25 年度） 

横 田  浩 筑波大学附属病院 放射線部 診療放射線技師長 

 

事業支援者（五十音順） 

五十嵐 徹也 筑波大学附属病院 病院長 

工 藤 典 雄 茨城県立医療大学 学長 

森   浩 一 茨城県立医療大学 教授 



http://www.hosp.tsukuba.ac.jp/team_iryo/index.html

筑波大学附属病院では、これからもチーム医療
を担う人材の養成を続けてまいります。
ご関心のある方は、以下の事業HPにアクセスし
てみて下さい♪
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問 合 せ 先／Tel: 029 - 853 - 3339　Fax：029 - 853 - 3687
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