
茅ヶ崎市立病院看護師の福山です。

まずはじめに、当病院、病棟の御紹介をいたします。
当病院は401床の中規模の急性期医療を担う地域医
療支援病院です。昨年度7対1を取得しています。

当病棟は、55床の消化器内科・代謝内分泌内科・
リウマチ膠原病内科の混合病棟です。
消化器内科では、吐下血等の急変や緊急入院が多く、
また、代謝内分泌科では糖尿病教育入院で高齢化が
進む中、個々の患者に合わせた教育を行っています。

看護方式は、固定チームナーシング、継続受け持ち
制です。
受け持ち看護師としての役割とは、一人の患者を入
院から退院まで受け持ち看護師が責任を持ち個別的
なケアを提供することです。そして、一定期間固定
したチームで受け持ち看護師を支援する看護方式を
とっています。

このような中、私たちは日々受け持ちとしての関わ
りが十分でないことが多く、情報を把握しきれてお
らず、受け持ち看護師が中心にカンファレンスを行
えていないという現状に問題を感じていました。
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そこで、看護師一人ひとりが患者・家族との関わり
を深めることにより、受け持ち看護師としての役割
を果たすことができるように病棟全体で活動を行っ
ていきました。

活動として
・カンファレンス用紙の作成・運用
・「受け持ち看護師の役割」についてディスカッ

ションを行う
・事例検討
を行いました。

カンファレンス用紙の作成・運用について
活動前のカンファレンスは、普通のノートに、状態
変化のある患者や退院支援の必要な患者をピック
アップし現状を羅列して記入していました。しかし、
この方法では患者の情報収集が不十分であり、全体
像が不明確で情報共有の場で終わることが多く、問
題提起までにはいたっていませんでした。また、カ
ンファレンスノートを見直す機会が少なくカンファ
レンスの内容が申し送られず、看護展開に繋がらな

いことが多くありました。

そこで、患者の全体像を把握しやすく問題点が明確
になる用紙を作成し、スタッフが統一して用紙を活
用できるように運用基準を決めていきました。

こちらが作成したカンファレンス用紙です。（パウ
チ表）

こちがら、カンファレンス用紙の運用基準と方法で
す。（パウチ裏①②）
よろしければ御参照下さい。

目的 

方法 

看護師一人ひとりが患者・家族との関わりを深める 
ことにより受け持ち看護師としての役割を果たす 

 

・ カンファレンス用紙の作成・運用 
・ 「受け持ち看護師の役割」について 
   ディスカッションを行う 
・ 事例検討 

カンファレンス用紙の作成・運用 

・患者の全体像を把握しやすく、問題点が明確
になる用紙を作成 

 

・スタッフが統一して用紙を活用できるように 
 運用基準を決めた 
 

カンファレンス用紙       

患者氏名・
ID 

  
日付 

    

病名   症状   予後   参加者     

 

問題点 
身体
面(痛

みやそ
の他の
苦痛) 

  

精神
面 

(不安、
せん妄) 

  

社会
面(経済

や家庭
内の問
題) 

  

議題(問題点)     

検討内容 

    
Ｄｒの今後
の方針 

  

患者・ 
家族の希望 

  

患者家族の方針につ
いての 

受け止め方・
理解度 

  

決定内容 
プラン変更 

    

看護の 

方向性・目標   

他部門との 
連携 

(リハビリ・栄養・ 
薬剤等) 

  

Ｄｒコメント 
    

連携室の介入 あり  ・  なし 引継ぎ 
確認事項 

    
その他   

カンファレンス用紙の運用基準 
1、カンファレンス用紙の情報部分は基本的に受け持ち看護師が記入 
  受け持ち看護師不在時は検討内容を記載しその日のリーダーに依頼する。 
 
2、カンファレンス用紙はカルテの一番前に挟む。                  

退院時はカルテより外し、カンファレンスファイルに閉じる。 
 
3、カンファレンス行った日に、カンファレンス用紙にシグナル（紙クリップ）   

をつける。（カンファレンス内容が医師と共有できるように） 
 
4、情報の変更時は日付を書いて追加していく。 
 
5、基本的に縦1行1日分とする。 
 
6、カンファレンス用紙は基本的に継続看護必要患者（緑テープ）に必ず使用

していく。 
  また使用が必要と思われる患者にも使用していく。 

カンファレンスの方法 

1、カンファレンス施行時、評価日はカルテの看護計画を見ながら行い 
  プランが妥当か確認する。 
 
2、基本的に、受け持ち看護師が勤務した日にカンファレンスを行う。 
 
3、受け持ち看護師が不在時、急な状態変化、治療方針の変更の時は 
  部屋持ちの看護師がカンファレンスの内容を反映し、プラン変更をする。 
 
4、カンファレンス用紙を使用しないカンファレンス内容（プランの変更、評価）

は、カンファレンスノートに記入する。 
  記入内容：日付、時間、参加者、患者氏名、概要 
 
5、カンファレンス時は、できるかぎり医師・他部門の参加を依頼 
  参加できない時は方針を確認しておく。 
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カンファレンスノートは見直す機会が少なかったた
め、カルテを開けば眼に入るようにカンファレンス
用紙はカルテの一番前に挿みチームで情報を共有し、
退院支援がスムーズに進むようにしていきました。

カンファレンス用紙は受け持ち看護師が全体像や問
題点を記入することにしました。患者・家族の希望
や思い、主治医の治療方針を確認、把握するために
患者・家族と積極的に関わるようになり受け持ち看
護師としての自覚が高まりました。
また、患者の全体像が把握でき問題点が明確になっ
たことにより、看護展開が円滑にできるようになり
ました。
そして、受け持ち看護師が患者・家族のことを細か
く把握できるようになったことから、主治医より患
者のことについて相談されることが多くなり、主治
医や他部門との連携がよりできるようになりました。

受け持ち看護師の役割についてディスカッションを
行いました。
今まで各個人では受け持ち看護師として役割を認識
していても、行動レベルでの関わりが行えていない

ことが多くありました。

そこで、ディスカッションを行い受け持ちとしての
役割が果たすことができるように、各個人が考える

「受け持ち看護師としての思い」「看護実践してい
ること」「今後、大切にしていきたい思い」「継続
していきたい看護」について意見交換を行いました。

行った内容をこのようにまとめてスタッフ全員に周
知できるように掲示していきました。

こちらをご参照下さい。（下を示す）

ディスカッションを行った結果、部屋持ちの担当に
なる機会が少ないと、受け持ち患者・家族と関わり
が少なく、受け持ち看護師としての役割を果たすこ
とが難しいという問題点が上がりました。
改善策として、受け持ち看護師が日勤のときには受
け持ち患者を担当できるように調整していきました。

受け持ち看護師として意識を持ち積極的に関わるよ
うになったことにより、受け持ち患者・家族との関

  ・詳細な患者把握ができ、看護の方向性が 
   明確になった 
 

  ・受け持ち看護師が患者・家族と積極的に 
  関るようになった 
               
  患者の全体像が把握できるようになり 
  看護展開が円滑に出来るようになった 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな、患者さん
に対して色んな考
えや思いを持って
働いているんだな 

 

「受け持ち看護師の役割」 
についてのディスカッション 

・ディスカッションのテーマ 
 「受け持ち看護師としての思い」 
 「看護実践していること」 
 「今後大切にしていきたい思い」 
 「継続していきたい看護」 
  
・ディスカッションの内容を 
  まとめて掲示 

今後大切にしていきたい思い 
継続していきたい看護 

受け持ち看護師としての 
思い 

看護実践している事 
プラン 

信頼関係 

他職種者との連携 

患者・家族の 
サポート 

退院調整 

プラン 

プラン 

窓口 

コミュニケーション 

私が考える 
受け持ち看護師とは 

   受け持ち看護師として意識を持って 
  積極的に関わった 
           
   患者・家族との関わりが多くなり 
  信頼関係を築くことができた 
           
   受け持ち看護師として自覚が高まった 
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わりが多くなりました。そのことにより、「受け持
ちの○○さんいますか？」と声を掛けられるように
なるなど、患者・家族との信頼関係をより築くこと
ができるようになりました。
よって、受け持ち看護師としての意識の向上を図る
ことができました。

事例検討では終末期患者の事例を通して「受け持
ち看護師の役割」の視点から、検討を行ないました。

事例は終末期患者の関わりについての検討でした。
その検討内容から、コミュニケーションの大切さ、
患者と接する際に看護師が構えてしまうと患者も構
えてしまう為、リラックスして思いを引き出せるよ
うに心がけることが大切であること。患者・家族か
ら得た様々な情報をスタッフと共有し看護計画に反
映させ実践していくこと。患者・家族と医療者が共
通の目標に向かって看護実践すること。患者・家族
の希望が叶えられるようチームで協力し支えていく
こと。を事例検討から学ぶことができました。

【まとめ】受け持ち看護師としての意識が高まり、
患者・家族との信頼関係が築けるようになりました。
そのことは、受け持ち看護師としての役割が果たす
ことに繋がったと考えます。

今後も活動を続け当病棟に入院してよかったという
言葉が聞かれるような病棟を目指していきたいと思
います。以上で発表を終わります。

事例検討 

・ 終末期患者の事例を通して 
    「受け持ち看護師の役割」 
   の視点から事例検討を行った 

 

 患者・家族の思いを引き出すことを心がけ 
 希望を叶えるためチームで支えていく重要性
を共通理解した 

               
  ・コミュニケーションの大切さ 

 
 ・情報の共有、看護計画への反映 

 
・共通の目標に向かった看護実践 

 
 ・患者・家族の希望をチームで支える 

まとめ 

・ 受け持ち看護師としての意識が高まった 
 

・ 患者・家族との信頼関係が築けた 
 

・ 受け持ち看護師としての役割を果たすこと 
  ができた 
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