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当院の救急外来で取り組んだ５S
～看護師の動線から考える～

発 表 者 友澤 妙子 （熊本県：上天草市立上天草総合病院）

共同研究者 東川 佳奈枝
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�、はじめに
当院は、平成３年移転以来増改築はなく、旧

病院から使用していた物品は老朽化していた。

また、医療の進歩により蓄積されてきた物品・

動きにくい配置等で活動スペースは狭くなって

いた為、医療活動の妨げとなっていた。

そこで、今回看護師の動線を基に救急外来の

改善に取り組んだ。
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�、当院の救急外来体制
熊本県西部、天草諸島に位置し、上天草市唯

一の総合病院である。

一般病床数１９５床（療養病棟４６床）

１ヶ月平均救急外来受診者数 ４２６名

１ヶ月平均救急車搬入数 ４３台

２４時間受け入れ体制

救急外来勤務形態

医師・看護師各２名が輸番制

（各１名はオンコール体制）
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�、目的
・限られたスペースを有効活用し、看護師が動

きやすい救急外来を確立させる。

・救急外来業務がスムーズに展開でき、時間短
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縮をはかる。
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�、研究方法
期間：平成２４年４月～平成２５年７月

対象者：救急外来に関わる看護師２３名

（平均年齢４４才）

方法：シミュレーションによる配置転換の検

討・実施

アンケート、聞き取り調査

５S勉強会

�、結果
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まず必要な物を明らかにする為に、不要な物

を過去５年間使用していない物とした。過去１

年間の各物品の使用状況から、必要頻度以上に

保管してある物品を過剰在庫とした。

なお、不要とする最終判断は救急外来管理者

が行い、６ヶ月間は倉庫に保管した。

不用品を廃棄することにより、約０．８�の空間
を確保でき、過剰在庫を削減・整理したことに

より収納棚内にも余裕ができた。
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室内の整頓として、改善前の室内の状態は、

救急搬入口から一番遠い場所にME機器等が配

置してあり、緊急時取りに行くというタイムロ

スが生じていたため、ストレッチャー側にME

機器を集中させた。

―１０２４―



��Ý�Ó� �Ý��Ó

Ì`

ç`

ストレッチャー頭側には、頭部で使用する呼

吸管理ME機器・挿管セット・補助換気器材を

配置した。

ストレッチャー足側には、四肢でよく使うシ

リンジポンプ等を配置した。
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収納棚内の整頓として、収納位置を決める際

には、系統別（外科系・整形系など）に配置す

ることにより、必要物品を集めて回る時間が減

り、また、必要物品を１か所にまとめた為、準

備不足も解消された。詰め込みの状態から、機

能的な収納ができた。
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そして、収納物の明示や、定位置のマーキン

グで、置き場所・置き方を明確にし、収納方法

を統一した。
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以上により、以前と比較して動線は短縮し、

シミュレーションにおいて１０～１５秒の時間短縮

につながった。
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清掃活動は、今まで、各勤務帯で清掃・ME

機器などの細部チェックをおこなっていたた

め、今回は現状維持とした。

清潔活動の一貫として、収納具の可視化で物
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品の整理・整頓状況がみえるようになり、整備

された環境を維持するようになった。
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躾として、全ての変更内容をスタッフに周知

させ、定期的に変更後の問題点の有無を話し合

い、全員で評価・変更・改善を行った。

改善の意図を周知させる為、５Sの勉強会を

おこなった。
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アンケートの結果 使いやすくなった …２２名

変わらない …………０名

使いにくくなった …１名

スタッフの声として、物品をそろえるのに時

間がかからなくなった。前より広くなったから、

人とぶつからなくなった。きれいになったから

気持ちがいい。あまり救外をしないから、前の

場所につい動いてしまう等の意見があった。

�、考察
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物品や機材の配置は動線に影響を及ぼし、動

線がスムーズでなければタイムロスが発生す

る。また必要機材を集めて回る忙しさはヒュー

マンエラーを誘発する。

動線が短縮したことで余った時間を、必要物

品の再確認の為の時間や、次の医療を展開させ

る準備の為の時間につかえるようになった。

救急医療の場においては、迅速な対応が患者

の救命に直結する。その為、今回の配置変更に

よる時間短縮は、患者の安全確保につながるの

ではないかと考える。
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今回の整理整頓後のアンケートで過半数のス

タッフから、以前と比べて動きやすくなった、

業務がしやすくなったなどの意見が聞かれた。

このことが、整理・整頓活動により作業効率の

改善ができた結果だと考える。しかし、以前の

配置場所に動いてしまうという意見は、以前か

らの長く続いてきた習慣の行動を反映したもの

であり、今後、個人個人が整理整頓後の物品や
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機材の配置を確認し、新たな習慣を身につけて

いく必要がある。
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今回の取り組みの活動の成果が目に見えたこ

とで、スタッフに整備された環境を維持しよう

という意識が芽生えた。また物品の収納方法を

統一・明示したことで、整理整頓のルールが守

れていないことがすぐわかるようになり、物品

の定位置への収納を可能とした。

現在、定数管理や収納場所は守られているが、

時間の経過と共に整理整頓しようという意識が

薄れていかないように、定期的な話し合いや教

育を継続していきたい。

�、結論
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今回の取り組みで、救急外来業務を円滑にし、

時間短縮を図ることができた。

スタッフの整理整頓に対する意識改善ができ

た。

�、終わりに
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１年目の取り組みとして主に整理・整頓にお

いて成果が見られたが、５S活動には終わりが

なく、現状を維持・向上していくように、今後

も活動し続けていこうと思う。
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