
看護職のワーク・ライフ・バランス 

３年間の取り組み 

平成２７年１月２２日（木） 

岩美町国民健康保険岩美病院 

 山本 靖子 

～看護ケア時間の充実を目指して～ 



施設概要 (平成26年12月時点) 

認可病床数 一般病床 ６０床 療養病床 ５０床 

入院基本料 
１０：１ ２５：１ 

（急性期看護補助体制加算 
 ５０：１） 

平均在院日数 １６．２日 

病床稼働率 ８３.５％ ８６.０％ 



看護部の紹介 (平成26年12月時点) 

職 員 数 
看護師   ６６名（正規職員４４名） 
看護補助者 ４名  介護士 １３名 

平 均 年 齢 
看 護 師  ４５．２歳  
看護補助者 ４３．２歳 

勤 務 形 態 ３交代 

離 職 率 
平成24年 13.3％ 
平成25年   6.9％ 
平成26年  4.5％     

週 休 形 態 ４週８休 

年間休日数 １２１日 

有休取得数 
平成24年  8.1日  
平成25年 10.3日 

看 護 方 式 固定チームナーシング 

時 間 外 平成24年 275h,平成25年 273h, 平成26年 200h 



 

 地域に根ざした病院として、 

町民に満足してもらえる医療を提
供していく。   

 

 看護職が信頼され、やりがい感を

持って働くことができ、定年まで
働き続けられる職場。   



看護ケアに費やす時間を十分にとることができる 
3年間の取り組みと成果 

目標 取 り 組 み 内 容 成果・課題 

 

 

 

目標値80% 

37.9% →47.9% 

目標値80% 

34.9% →37.9%へUP 



岩美病院 看護補助協働業務の見学 

平成２５年７月２３日（火）8：30～17：00 

参加者：副師長 主任看護師 看護補助者１名 

 

時間 内容 担当 

8：30 見学内容打ち合わせ 副部長 

8：45 病院案内 副部長 

9：15 朝のカンファレンスで紹介 副部長 

9：30 病院の概要 

看護部の概要 

看護部長 

10：30 看護補助者との協働業務推進について 

○協働業務推進の経過 

副部長 

11：30 看護補助者の役割と勤務体制 

○ 看護補助者の役割（業務と教育部会） 

○ 看護補助者の勤務体制 

看護補助者主任 

12：00 休憩  

13：00 看護補助者と連携体制 

○ 固定チーム 

○ 看護補助業務の管理について 

病棟師長 

14：00 看護師・看護補助者協働業務の実際 

○ 看護師と看護補助者の連携 

○ 具体的な業務内容 

看護補助者主任 

15：00 看護補助者教育体制 

○ キャリアラダー研修内容 

○ 新人看護補助者の教育 

教育担当師長 

看護補助者主任 

16：00 看護補助者間の応援体制 

○ 外来看護補助者の病棟応援 

○ 日 2の業務内容 

外来看護補助者 

16：30 意見交換会 担当者 

17：00 終了  

 





2014年　4月

ADL PEJ 腸ろう GIF 胃カメラ

Appe（アッペ）虫垂炎 PEG 胃ろう MRI 磁気共鳴撮影

CF 大腸内視鏡検査 PT 理学寮法士 VF えんげ造影

COPD 慢性閉塞性肺疾患 Pt 患者 Echo/エコー 超音波診断

CPA 心肺停止 SPO2 経皮的酸素飽和度 UCG 心エコー

CT コンピューター断層撮影 Vr 嚥下造影 AUS 腹エコー

CV 中心静脈カテーテル X-P X線写真 ABG 動脈血ガス

DM 糖尿病 マーゲンチュ－ブ CHS コンプレッションピップスクリュー

ECG 心電図 ENT 退院 UHR 人工骨頭置換術

エコー 超音波診断 HD 血液透析 ＴＨＡ・ＴＨＲ 人工股関節全置換術

ES 弾性ストッキング HP 病院 アンプタ 四肢の切断

GE グリセリン浣腸 NG（チューブ）経鼻胃チューブ ＰＥＧ－Ｊ 経胃ろう的空腸ろう

MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 NST 栄養サポートチーム ＣＰＲ 心肺蘇生

O2 酸素 気切 ＡＥＤ 自動体外式除細動器

OP 手術 シュアプラグ ＡＣＬＳ 二次救命処置

日常生活動作（日常生活を行う為の基本動作）

用語表１



2014年 ４月

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目

社会人・組織人としてのマナー

・病院の組織を知る

組織人として ・言葉づかい・身だしなみ・挨拶

・人とコミュニケーションがとれる

病棟になれる 病棟の特徴になれる（医療） NSとの協働業務の流れを理解する

（１週目） （２週目） 日勤業務を理解でき、聞きながらできる 日勤業務独り立ち

目標 基本技術・態度を身につけケア 困った時には、上司に相談できる 配茶が独りで出来る

が安全・確実にできる

リーダーの指示のもと、ケア見学から段階的に行う プリセプターの指示

教育・業務担当者がフォローする 協働業務基準について（副師長） 早番・遅番がフォローする 出来ない業務を習得

基本的な進行オリエンテーション（リーダー） 業務手順について説明（業務） できるように支援する

・業務進行の説明

日勤業務（ケア見学＆段階できに行う）日勤業務（ケア見学＆段階的に行う 早遅業務について説明

・スタッフに同行して流れを知る ・食事介助について（プリセプター） ・流れが理解できる

業務 介護チーム業務の説明（業務） ・入浴介助について（プリセプター）

・タイムテーブル業務について ・オムツ交換について（プリセプター）

・用語＆特別検査表＆消毒について ・清掃について（プリセプター）

オムツ交換研修 個人情報研修

トランスファー（PT） 防災訓練

サポート研修 インシデントレポートの記入について

嚥下について

感染予防、標準予防策

チェックリスト記入 業務チェックリスト

・自己＆リーダー評価

評価 （１ヶ月後）

振り返り

・本人、リーダー、師長

岩美病院　看護補助研修プログラム



看護ケアに費やす時間を十分にとることができる 
3年間の取り組みと成果 

目標 取 り 組 み 内 容 成果・課題 

 

 

 

目標値80% 

37.9% →47.9% 

目標値80% 

34.9% →37.9%へUP 



アンケート結果 

問い：看護補助者への業務移行により 

看護ケアに費やす時間を十分にとることができるようになったと感
じますか？ 

回答率：29/32 91％              平成26年9月 



スタッフの 
満足度が高まる 

やりがいを持って 
仕事ができる 

看護補助者
の業務拡大 

まとめ 

中堅・ベテラン
看護師の自己
評価の向上 

町民に満足してもらえる医療 

安心して働き続けられる職場環境 

管理部門が
自信を持って

働く 


