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救急看護認定看護師の病棟巡回
による相談業務の内容と課題

川口市立医療センター 救急看護認定看護師

小暮 亜由美 降矢 路子

Ⅰ 背景

１．看護認定看護師2名（以下、救急看護CN）の活動

救命救急センターへ在籍し、 スタッフとして救急看護を実践すると
ともに、院内において指導、相談の役割を果たす

表１ A病院 救急看護CNの主な活動

活動項目 実施内容

病棟巡回 １．週1回病棟を巡回し、救急看護に関する相談に応じる
２．相談内容、指導内容を記録して救急看護CN間で情報

共有し、必要時は次週にケアの評価や指導を継続する
３．重症患者の情報や、急変対応の問題点を把握する

救急看護講座 急変対応についてシミュレーション形式、3回シリーズで年1
回実施 リーダクラスの希望者対象

勉強会・症例
カンファレンス

月1回 勉強会を実施（人工呼吸器 急変対応など）

その他、病棟より依頼を受けて不定期に実施

背景
A病院では救急看護認定看護師２名が救命セン

ターへ在籍し、スタッフとして救急看護実践を行う
とともに、院内において、指導、相談の業務を行っ
ています。また、救急看護に関する講座や勉強会の
開催の他、週１回病棟を巡回し、救急看護に関する
相談に応じています。

Ⅱ 研究目的・方法
１．研究動機

一定の成果を感じているが、相談に対する評価がされていない

救急看護講座や勉強会での指導内容が活かされているか疑問

２．研究目的

病棟巡回時に寄せられた相談内容について分析、評価し、

今後の相談業務のあり方について考察する

３．研究方法
１．2009～2014年度の相談業務の記録をもとに、相談件数、相談

内容について集計し、内容を分析する
２．分析内容から課題や改善点を見出し、今後の相談業務の方法

を考察し、改善に役立てる
倫理的配慮

看護部倫理委員会へ倫理委員会審査申請書 看護計画書を
提出し了承を得た

Ⅱ　研究目的・方法
週１回行っている病棟巡回による相談では、年数

を経るごとに相談件数が増加し、一定の成果は感じ
ているが内容の分析や評価を行っていないため、ど
のような相談が多いのか、対策にどのような傾向が
あるかについて正確に把握できていませんでした。
また、指導内容を同じような患者のケアに活かすこ
とができず、同じ病棟から同じ内容の相談を受ける
こともあり、相談の実態を分析、評価する必要性を
感じていました。

今回、2009 ～ 2014年度の相談の記録をもとに、
病棟巡回時に寄せられた相談について分析、評価し、
今後の相談業務のあり方について考察することを目
的として看護研究を行いました。

Ⅲ 結果１ 年度別相談件数

グラフ１ 年度別相談件数 N=289

１．相談件数は初年度17
件より、2014年度は77件
へ増加した

２．呼吸器の相談が一番
多く、161件、次いで急変
対応91件、救急物品17件
であった

３．呼吸器の相談数に変
化はないが、急変対応は
2013年度より大幅に増加
した

その他 相談内容

勉強会に関すること 11
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Ⅲ　結果１　年度別相談件数
相談件数は2009年度17件であったものが、2014年

度は77件に増加しました。
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グラフでは青で示している呼吸器に関する相談が
一番多く、次いで赤で示す急変対応、緑で示す救急
物品に関する相談の順でした。その他の少数の相談
については表をご参照ください。

結果２ 呼吸器に関する相談（１）

[分類名]
[値]件

[パーセン

テージ]

呼吸ケア

排痰ケア

[値]件
[パーセン

テージ]

[分類名]
[値]件

[パーセン

テージ]

人工呼吸器
人工呼吸器のモードや機能
設定・管理方法など

呼吸ケア：
呼吸状態のアセスメント
人工呼吸器のウイニング
排痰のための体位変換
呼吸リハビリテーションなど

気道管理：

気管挿管 気管カニューレの
固定・吸引方法
カフ漏れなどへの対処
口腔内のトラブル
酸素投与方法など

グラフ２ 呼吸器に関する相談の内訳 n=161 

結果２　呼吸器に関する相談（１）
呼吸器に関する相談件数は161件で、内訳は呼吸

ケア　排痰ケアに関するものが最も多く86件、次い
で気道管理50件、人工呼吸器25件の順となりました。

結果２ 呼吸器に関する相談（２）
１．呼吸器の相談を受ける患
者の背景は、急性期の患者
だけでなく、慢性期やDNARな
ど多岐に渡る

２．基本的な内容や勉強会で
指導したケア方法が伝達され
ず、同じ病棟より繰り返し相談
を受けることがあった

３．指導したケアが継続され
ず、記録や評価がされていな
い症例も見受けられた

グラフ３ 呼吸器に関する相談 患者の背景 N=161

急性期・手術後 DNAR

表２ 同じ相談が寄せられる例
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36

慢性期 その他

相談内容 病棟A 病棟B 病棟C

気管チューブの固定方法 カフ漏れなど ５ ４ ３

人工呼吸器の機能 モードなど ３ １ ２

結果２　呼吸器に関する相談（２）
呼吸器に関する相談の患者背景は、急性期や手術

後の患者だけでなく、慢性期の呼吸疾患や、DNAR
の患者など多岐に渡っていました。

問題点として、気管チューブの固定方法や人工呼
吸器の機能についてなど、過去に指導した内容でご
く基本的なことについて、病棟内で伝達されず、同
じ病棟より繰り返し相談を受けていたことも明らか
となりました。また、指導したケアが継続されず、
記録や評価がされていない症例も見受けられまし
た。

結果３ 急変対応に関する相談（１）

急変予測・

状態の変

化

[値]件
58％

急変対応

の振り返り

[値]件
34％

カテーテ

ル管理

[値]件 8％

グラフ４ 急変対応に関する相談の内訳 n=91

急変予測 状態の変化：
急変の可能性や病態の
アセスメント 報告の仕方
急変時の家族対応など

急変対応の振り返り：
BLS ACLS コードブルー
急変対応の振り返り

急変対応の妥当性 問題点
など

カテーテル管理：

中心静脈 動脈血ライン
脳室ドレーン 腹部ドレーン
の管理など

急変対応に関する相談（３）
急変対応に関する相談件数は91件で、急変があっ

た際の振り返り31件よりも、急変予測や状態の変化
に関する相談が51件と多い結果となりました。

結果３ 急変対応に関する相談（２）

１．2011年度より急変対応
に関する相談が増加した。

２．急変対応の振り返りを
行い、急変対策の改善を
図るとともに、急変予測や
状態の変化に対する相談
が増加した

２．急変対応の振り返り31
件中に、症例カンファレン
スや勉強会に繋がったも
のが10件あった

グラフ５ 急変対応に関する相談の年度別内訳 n=91
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急変対応に関する相談（４）
年度別では2011年度より相談件数が増加し、急変

対応の振り返りだけでなく、急変が予測される患者
についての病態アセスメントや、医師へ報告するポ
イントなどの相談も寄せられるようになりました。

また、急変対応の振り返り31件中に、症例カンファ
レンスや勉強会に繋がったものは10件ありました。
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結果４ 救急物品に関する相談

相談内容 件数

救急カートの点検 物品や薬剤の配置
救急カートの配置場所の変更

７

医療機器 気道管理物品の使用方法 ６

救急薬剤に関するもの ３

部屋の配置 非常用コンセントなど １

表２ 救急物品に関する相談の内訳（n=17件）

１．急変対応に対する相
談の増加とともに、急変
を見据えた、物品の配置
や見直しに関する相談も
増加した

結果４　救急物品に関する相談
救急物品に関する相談では、初期は救急カートの

点検方法や薬剤に関するものが多かったが、急変対
応に対する相談の増加とともに、急変を見据えた物
品の準備、配置や見直しに関する相談も増加しまし
た。

Ⅳ 考察（１）

１．病棟巡回による相談業務の効果

１）週1回、定期的に病棟巡回し、相談できる環境を提供することで

相談件数の増加に繋がった

２）病棟ごとの問題点を把握することができ、病棟の現状に即した指導

や勉強会が実施できた

２．呼吸器に対する相談について

１）排痰ケアや人工呼吸器のウィニング、気管カニューレなどの気道管

理は、急性期、慢性期、診療科を問わず共通した問題であること、

問題として捉えやすいことが、相談件数が多い要因と考える。

相談業務における呼吸ケアのニーズは高い

考察　１
週１回、定期的に病棟巡回し、相談できる環境を

提供することで相談件数が増加したと考えます。ま
た、病棟ごとの問題点を把握することができ、病棟
の現状に即した指導や勉強会が実施できました。

急性期や手術後では人工呼吸器の管理やウィニン
グに関すること、慢性期では呼吸苦の緩和や排痰ケ
アなどがありました。呼吸器に関する相談が多かっ
た理由として、呼吸器の問題は、急性期、慢性期、
あるいは診療科を問わず共通した問題であること、
問題点として捉えやすいことが挙げられ、病棟巡回
での相談業務における呼吸ケアのニーズは高いと言
えます。

考察（２）
３．急変対応 救急物品に対する相談について

１）急変対応の振り返りや症例カンファレンスを行うことで、急変対応に関する

意識が高まり、急変予測や対処方法、状態の変化、物品の準備など、

急変を防ぐための相談も増加したと思われる

４．今後の問題点

救急看護CN間で情報共有し、次週に評価や指導を継続しているが、

１）同じ内容の質問を同じ病棟より受ける 指導したケアが継続されない

相談用紙の利用、看護計画へのプランニングと評価への関わり

など、指導内容を病棟内で効果的に引き継ぐ方法を検討

２）急変対応に対するシステムや病棟の問題は、看護記録に反映されない

電子カルテに掲載するシステムや、ファイリングなどの、情報共有

するためのツールの検討

考察　２
急変対応、救急物品に関する相談については、急

変対応の振り返りの相談時に生じた問題点や改善点
について、最初は症例カンファレンスや勉強会を呼
びかけていましたが、相談症例を重ねる中で急変対
応に関する意識が高まり、振り返りのみでなく、急
変予測や準備に関する相談も増加したと思われま
す。

今後の問題点として、救急看護CN間で情報共有
し、次週に評価や指導を継続しているにも関わらず、
同じ内容の質問を繰り返し受けるなど、指導したケ
アが継続されないことが挙げられます。相談用紙の
作成や、看護計画へのプランニングや評価に関わる
など、指導内容を病棟内で確実、効果的に引き継ぐ
方法を検討していく必要があります。

また、急変対応の振り返りによって明らかとなっ
た、急変対応に対するシステムや病棟の問題点につ
いては、看護記録には記載されないため、情報が共
有されにくいといった問題があります。今後、電子
カルテに掲載するシステムや、ファイリングなど、
情報共有するためのツールの検討も考慮する必要が
あります。

Ⅴ 結語

１．過去6年間の病棟巡回時の相談業務を評価し、今後の相談

業務のあり方を検討した。

２．病棟巡回により、相談できる環境を提供すると共に、病棟ごと

の問題点やニーズを把握することに役立った。また、急変の

予測や対策を考えた相談が増加するなど、看護師の意識や

行動の変容にも繋がった。

３．一方で、指導内容やケアが継続されない現状も明らかとなり、

相談用紙の利用や看護計画へ関わり、電子カルテに掲載

する方法など、検討する必要性が示唆された。
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Ⅴ　結語
１．過去６年間の病棟巡回時の相談業務を評価し、

今後の相談業務のあり方を検討した。
２．病棟巡回により、相談できる環境を提供すると

共に、病棟ごとの問題点やニーズを把握するこ
とに役立った。また、急変の予測や対策を考え
た相談が増加するなど、看護師の意識や行動の
変容にも繋がった。

３．一方で、指導内容やケアが継続されない現状も
明らかとなり、相談用紙の利用や看護計画への
関わり、電子カルテに掲載するなど検討の必要
性が示唆された。




