外来看護科
・もの忘れ外来

◆概要
外来看護師は、限られた時間で患者様の状況や

２回/月

問題をキャッチし、安全に安心して診療を受け

初回の問診で主訴や既往歴、生活歴、家族歴

ることができるよう、医師を含め様々な職種と

などを聞き取り、医師の診断に役立てていま

連携しています。また、住み慣れた家や施設で

す。
・禁煙外来

過ごしながら治療や療養を希望されている患者

初診禁煙外来人数：10 人

様へ、訪問診療をおこなっています。

禁煙成功割合：40％
クリニカルパスを使用し、問診で生活背景を

◆職員構成
常勤看護師

6名

非常勤看護師

視能訓練士

3名

眼科検査員

聞き取り、患者様個々に合った治療を一緒に

10 名

考えすすめています。

1名

・糖尿病透析予防
◆部門理念

透析予防指導実施数：30 人

安全で信頼される看護の提供

糖尿病外来通院患者様だけではなく、全ての

・私たちは、患者様一人一人の価値観や思いを

コントロール不良の患者様へのフォローを
行っています。

尊重し、安全・安心な信頼される看護を提供
していきます。

・その他

・技術や知識を高め、安全で質の高い看護を提

12 月より眼科白内障手術の再開。

供していきます。

協同病院の化学療法室で研修を行い、外来で
がん化学療法の実施。

◆業務内容・活動実績
・外来診療
外来患者数：平均 3175 人
慢性疾患患者管理数：1393 人
夜間・休日など救急の受け入れ、断らない医

◆教育・研修・研究活動

療の提供を実践しています。

・e-ラーニング受講

・訪問診療
往診延べ人数：1062 人

・看護協会研修参加

新規在宅管理者数：37 人

・埼玉民医連看護学会：演題発表

在宅看取り人数：12 人

・埼玉民医連学術運動交流集会：演題発表

地域連携安心ファイルを全患者へ配布し、施
設や地域と連携し、安心して自宅で療養でき
るよう支援しています。
・内視鏡
上部内視鏡：1422 件

下部内視鏡：370 件

大腸 EMR：51 件
胃瘻造設：8 件

胃瘻ボタン交換：20 件
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病棟看護科
◆職員構成

◆概要

常勤看護師 19 名

一般病床 26 床・地域包括ケア病床 24 床を有
する計 50 床の病棟です。

保健師 4 名

看護助手 7 名

◆部門理念
安全で信頼される看護の提供

主に消化器・呼吸器・循環器の急性期の患者
の受け入れや、眼科手術や検査目的の入院を

・私たちは、患者様一人一人の価値観や思いを

受け入れています。白内障の手術や大腸の検

尊重し、安全・安心な信頼される看護を提供

査にはクリニカルパスを使用し、質の高い医

していきます。
・技術や知識を高め、安全で質の高い看護を提

療の提供を目指しています。
在宅への退院支援の強化のため、

供していきます。

地域包括

◆ 業務内容

ケアカンファレンスや看護面談の実施、在宅
退院に向け支援会議、介護指導を実施してい

病棟クオリティ向上委員会が発足し、チーム

ます。退院後の電話かけ、今年度は退院後訪

連携により、スムーズで質の高い退院調整機

問も積極的に実施しています。

能を高めるため、各チームで目標を持ち推進
してきました。

【月別新規入院患者数】

・褥瘡対策チーム
回診方法や体制変更、ベットマット選択やポ
ジショニング強化により、褥瘡新規発生率 2％
を目標に取り組みました。
・身体抑制チーム
学習会企画開催、抑制カンファレンスの見直
しにより、認知症患者の対応力向上、抑制一
時解除数増加につながりました。
・口腔ケアチーム

【月別平均在院日数】

所沢歯科医師会よる病棟往診が、10 月より 2

30

回/月に変更し、誤嚥性肺炎の発生率が減少し
25

ました。
20

・転倒・転落対策チーム
一般病床

15

転倒後のウォーキングカンファレンス、転倒

地域包括病床
10

分析シートの見直しを行い、再転倒の防止に

5

取り組みました。

0
1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1 0月

1 1月

・排泄ケアチーム

12 月

地域包括ケア病床を中心に、排泄の自立から
在宅療養の継続を課題にトイレ誘導や生活リ

【病床運営状況】

収容可能
（人）

ハビリを導入しました。

平均在院日数 病床利用率
（日）

（％）

一般（24）

14.2

86

地域包括（26）

20.7

89.7

◆教育・研修・研究活動
・e-ラーニング受講
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・看護協会研修参加

・ 埼玉民医連看護学会

1 演題発表

・県連学術運動交流集会

3 演題発表

リハビリテーション科
１．概要

３．業務内容

一般病床ではリスク管理の元、早期離床・早期

医療(入院リハビリテーション業務)

リハビリ介入に取り組んでおります。

・機能回復訓練・能力回復

地域包括ケア病床では 60 日間在宅復帰を支援

・社会復帰に向けたリハビリテーション

する期間が与えられている為、医療と在宅の架け

・多職種カンファへの参加

橋となれるよう個別リハビリだけでなく、介護職

・褥瘡回診

員を交えて、生活リハビリにも力を入れています。

・口腔回診

また、退院後継続したリハビリが必要な方や健

・家屋調査(退院前訪問指導)

康寿命の拡大を支援する為、介護保険での通所リ

・退院時指導

ハビリも行っています。介護保険からの卒業の支
援や卒業後のフォローなども行っています。

介護（通所リハビリテーション業務）
・機能回復訓練・能力回復・社会復帰

２．スタッフ

・QOL の向上に向けたリハビリテーション

理学療法士：常勤 3 名、非常勤 1 名

(リハビリマネージメント加算Ⅱ・短期集中

作業療法士：常勤 2 名、非常勤 1 名

加算・生活行為向上加算・運動機能向上加

言語聴覚士：非常勤１名

算、社会参加支援加算など)

介護職員

：非常勤 5 名

・目標達成後の適切な通所リハ卒業支援
・通所リハ卒業後フォロー

4．業務実績
【病棟】 ※一般病棟・地域包括ケア病棟合算
リハビリ実施率（％）
(3 日以内の入院を除く)
3 日以内の介入率（%）

１患者１日あたりの
平均リハ単位数
個別リハ介入者の
平均在院日数

1月

２月

59.6

71.4

50.0

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

62.1

47.3

36.4

48.4

39.6

47.3

52.2

41.5

48.3

55.2

62.9

80.6

84.6

65.0

70.0

71.4

65.4

68.6

59.1

53.6

67.6

1.8

1.8

2.3

1.9

2.2

2.0

1.7

1.6

1.9

1.8

2.0

1.9

49.5

39.5

36.0

29.7

31.4

30.3

30.9

39.1

32.9

34.7

32.8

30.3

【通所リハビリテーション】

注）要介護 3 以上の利用者実績なし

注)終了者：通所リハ利用終了者
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卒業者：介護保険からの卒業者

薬剤科

働省・全日本民医連への報告）、高校生薬剤

１． 概要

談会参加、薬－薬連携懇談会（5/25・10/25）

特徴：医薬品の適正使用の推進による治療

など

効果の向上と副作用の予防による患者利益

【院内活動】

への貢献、病棟における薬剤に関するイン

医療安全委員会、医療感染対策委員、ISO

シデント・アクシデントの減少、薬剤師の

事務局、外来クオリティ委員会、栄養管理

専門性を活かしたチーム医療の中で責務を

委員会、褥瘡ケアチーム、化学療法・緩和

果たせるように業務に取り組んでいます。

ケアチーム、医療機能評価事務局

師体験受け入れ、埼玉民医連薬剤師学術集

特色：2015 年から部門 QI に、７剤以上服
用の入院患者の薬剤削減率を設定し、在宅

４． 教育・学習

での服薬状況の把握と医薬品の効果判定を

（１）DI ニュース発行
No212

医師と共同して行っています。

２． スタッフ
薬剤師

常勤職員３名

ﾎﾟﾘﾌｧｰﾏｼｰ

213

新薬評価ハーボニー

214

プレドパとドブトレックス

215

一般名処方について

（認定実務実習指導薬剤師、日本病院薬剤

216 疑義照会分析

師会生涯履修認定薬剤師、埼玉県病院薬剤

217 期限切れ医薬品

師会生涯研修認定薬剤師、日本病院会安全

218

ﾎﾟﾘﾌｧｰﾏｼｰと倍量処方

管理者、日本病院会感染制御スタッフ、認

219

ドーピングと副作用報告

知症サポーター）

220

新薬評価リクラスト注

（２）その他院外活動

３． 業務内容
【外来】

薬害根絶デー参加

院外処方せん監査、調剤薬局疑義照会対応

地域連携感染カンファレンス参加（西

一般的名称記載加算・後発品使用体制加算、

埼玉中央病院、防衛医科大）

薬剤総合評価管理料・連携加算

日本病院薬剤師会、日本プライマリケ

【病棟】

ア連合学会、日本病院会感染制御講習

入院調剤・処方箋監査、疑義照会

会、日本経腸栄養学会、日本緩和医療

病棟薬剤管理指導業務加算、病棟薬剤業務

薬学会

実施加算、無菌製剤処理１.２、薬剤総合評
価調整加算、病棟カンファレンス参加、褥
瘡回診参加

他

【その他】
プレアボイド報告の収集、医薬品管理業務、
ＤＩ業務（副作用報告の情報収集、厚生労
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５． 2016 年実績

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月 11 月 12 月

院外処方

2533

2321

2622

2647

2314

2441

2393

2563

2510

2543

2571

2954

院外処方率

92.2

89.6

92.3

94.4

95.7

96.4

96.2

95.6

95.3

96.9

93.4

91.0

注射箋件数

695

583

552

578

625

599

653

819

700

713

756

748

無菌製剤１

0

0

0

0

0

0

0

1

3

2

1

2

無菌製剤２

56

51

37

69

66

42

84

165

99

82

163

129

薬剤管理指
導件数

114

DI ニュース

１

133
１

121
１

104
１

140
３

134
１

100
１

抗癌剤運用レジメン：mFOLFOX-6＋Veb、TS－１、UFT／LV
６．新薬評価紹介
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117
０

137
１

126
０

167
１

155
１

放射線科
１．概要

X 線 CT 装置

《西協同放射線科理念》

超音波診断装置

患者様・利用者の人権を尊重し、チーム医療の

骨密度装置

東芝

PRIME

東芝

アロカ

Xario

DCS-600EX-3

一員として安心と信頼の画像を提供します。
《技師会倫理・綱領》

５．2016 年の重点活動

①患者様・利用者と職員の被曝軽減に努め、放

①撮影した画像に重要な異常所見が有るとき

射線を安全に管理します。

は技師がカルテとレポートに所見を記録して

②他職種との連携を深め、チーム医療を実践し

います。また、緊急的な異常所見は記録だけ

ます。

でなく医師に直接報告しています。

③技術・知識の向上に努め、地域医療に専門職

②撮影技術の向上に向けて、撮影画像を見直

として貢献します。

し、よりよい画像を提供するようにしていま

④安心・安全に検査を受けていただくために、

す。また読影医師と一緒に読影することによ

思いやりをもって患者様・利用者に接し、イン

り読影の向上に繋げています。

フォームド・コンセントを実践します。

③遠隔読影では疑義紹介を積極的に行い、読
影精度の向上を行っています。
④撮影部位間違いを無くすために患者様に撮

２．スタッフ
2名

影部位を必ずお聞きし、少しでも疑義ある時

非常勤放射線技師 1 名

は依頼医師に確認しています。2016 年は部位

常勤放射線技師

間違いは 0 件でした。
３．業務内容
一般撮影全般

６．他院所との連携

ポータブル撮影

法人のセンター病院である協同病院と技師の

胃透視撮影

業務交流を行っています。また、系列院所の代

注腸撮影

表者で行われる放射線代表者会議に参加し、部

CT 検査

会運営に参画しています。地域としては西部地

超音波検査（腹部・甲状腺）

域として所沢診療所、大井協同診療所の技師と

骨密度検査

定期的に会議や症例検討会を行い、課題の達成

読影のチェック

や業務の質の向上に向けて取り組んでいます。

読影結果のフォロー
７．教育研修
◆2016 年実績

毎年、法人統一の力量チェックを行い、教育・
11,812 件

一般撮影検査数
胃透視撮影数
CT 検査数

1,100 件

(健診含む)

研修に生かしています。

(健診含む)

法人の放射線部会として毎年 3 月に学術・運

1,936 件

腹部超音波検査数

動交流集会を行い、積極的に演題を発表してい

1,496 件（検査科含む）

ます。院内の学術交流集会では、2 演題「当院の
CT-C 撮影方法について」
「CT で見つかった副腎

４．装置
X 線 TV 装置

東芝

ultimax

骨髄脂肪腫」を発表しました。
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検査科
１．概要
◆2016 年実績

《西協同検査科理念》

10,171 件

患者様の人権・利益を尊重し、チーム医療の一

血液検体検査

員として、安全で信頼される検査データを提供

緊急検査

します。

D-1（糖尿関連検査）

6,272 件

《西協同検査科倫理》

心電図

2,757 件

①私たち臨床検査技師は、臨床検査の担い手と

心臓超音波検査数

552 件

して、組合員の医療および公衆衛生の向上に

肺機能検査

101 件

貢献します。

血液ガス

384 件

②私たち臨床検査技師は、学術の研鑽に励み、

輸血

3,542 件

21 件

高い専門性を維持することにつとめます。

５．2016 年の重点活動

③私たち臨床検査技師は、適切な臨床検査情報
の提供と管理に努め、人権の尊重に徹します。

①

検体採取等に関する厚生労働省指定講習
会に常勤全員参加し、修了者となりました。

④私たち臨床検査技師は、医療人として、医療
従事者相互の調和に努め、社会福祉に貢献し

次年度は看護部との連携で、業務拡大しま

ます。

す。
②エコー業務が複数でできるように協同病院
への研修も含め、研修を実践しました。メ

２．スタッフ

ーカーに依頼し、頸動脈・心臓・腹部エコ

臨床検査技師：常勤４名、非常勤２名

ーハンズオンを実施し、現在頸動脈検査体
３．業務内容

制が複数化できました。引き続き、心臓エ

採血業務

コーの内部研修を実施し、検査体制の充実

検体検査（外注業務）

をめざしています。
③内視鏡の内部研修に取り組み、現在 3 名が

検体検査（緊急検査）
異常値チェック

上部および下部内視鏡の補助に入っていま

超音波検査（腹部・頸動脈・心エコー検査）

す。
④検査技師の検査値を読み解く能力の向上の

心電図
自立神経検査

ために QI 指標を定め、毎月異常値報告数と

血圧脈波検査

そのうちの何％がフォローされたかを追跡し

眼底検査

ました。目標の８０％に対しては毎月 90～

簡易聴力検査

100％を維持しています。報告した事例を部門

終夜睡眠検査

で検討し、報告の妥当性を検証しています。
引き続きこの課題にとりくみ、部門の力量
向上につなげたいとおもいます。

輸血検査
各種コントロールサーベイ（精度管理）
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月別項目別件数推移
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7月

8月

9月
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月別項目別件数推移
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8月

9月

10月

11月

12月

食養科
１．部門理念

３．スタッフ
管理栄養士

食を通して身も心も養うという食養科の名前の由来

常勤 1 名

から、人間らしいあたたかな、気持ちが通い合える食
４．業務実績

事の提供を常に理念として持っています。

※
①
②
③

2014 年 6 月より包括診療となる地域包括ケ

医師の指示のもとに安全で安心な治療効果のあ

ア病床 16 床、また 2015 年 4 月より 24 床と増床

る栄養管理を行います

したため、入院食事相談件数が減少した。一方で、

患者様ひとりひとりを大切にし、満足していただ

外来を増やし、トータルでは昨年実績を上回って

ける食事を提供します

いる。

健康は正しい食生活からという考えをもとに、学
習に努め、技術の向上と最新情報の収集を行いチ

【食事相談件数推移】

ーム医療の一員として行動します

２．概要
食養科では入院中の患者さまへの病院給食の提供と
栄養管理、入院・外来での食事相談、地域での保健予
防活動を中心に業務を行っています。
病院給食は隣接する介護老人保健施設さんとめとの
連携のもと、患者さまにより美味しく食べていただけ
る治療食を目指し、日々メニューの研究・改善に努め
ています。またなるべくお口から食べられるよう、自
ら食事介助や摂食状況評価を行い、多職種とともに全
身状態や摂食嚥下機能に合わせた安全な食形態の選

５．資格取得事項

択や食事量の評価提案を行っています。一人一人のご

日本静脈経腸栄養学会

入院前の様子をご家族や施設・居宅サービスのスタッ

日本糖尿病学会

フ、ケアマネージャーと積極的に連携し、退院後につ
ながる介入を行っています。またお口から食べられな
い方については、輸液量や栄養剤の調整などを行い栄
養状態に配慮しています。そして入院・外来それぞれ
の患者さまへの食事相談では、個々の疾病や身体状
態・生活背景・療養環境等を考慮した実行可能な食事
改善の提案をしています。そのほか検診結果返し説明
会や特定保健指導、多職種チームで糖尿病教室や褥瘡
回診を行っています。地域では医療生協の組合員さん
の健康づくり活動が盛んに行われており、地域に直接
出向き、健康増進のための食事の講義や調理実習の実
施など、その活動の場は多岐にわたります。
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ＮＳＴ専門療法士

糖尿病療養指導士

診療情報管理課（診療情報管理・医師事務作業補助）
１．概要

２）医師事務作業補助業務

（２人）

【理念】

・医師の行う事務作業の負担軽減を行い、

私たちは、診療情報の管理と整備を行うにあた

医師が医師業務をより円滑に遂行するこ

り法令を遵守し、人権擁護と医療の質の向上に

とで患者サービスの向上をはかります。

努めます。

また、医師の記録の質の向上に貢献しま
す。

２． スタッフ

＜主な業務＞

診療情報管理士・医療情報技師
医師事務作業補助者

・外来医師事務業務サポート（内科・整

１名

形・眼科）

２名

・病棟カンファレンス記

録

３．業務内容

・病状説明書記

・書類下書き（訪問看

診療情報管理課の業務は、１）診療情報の管

護指示書、主治医意見書、入院証明書、

理業務

医療要否意見書、医師意見書、診療情

２）医師事務作業補助業務の２つの

報提供書など）

職能に大別されます。
１）診療情報管理業務

理

（１人）

・退院サマリ記録管

・医師への入院依頼相談受付窓口

など

診療記録・情報の管理を通じて、医療の
質の向上に活かせるデータを抽出・分析
し、現場へのフィードバックを行うこと

４． 教育研究活動

を主な業務の柱においています。

医療情報技師学会主催学会・研修会等参加

また、記録の監査を行い、現場へフィー

院内がん登録初級修了者研修参加

ドバックし、必要に応じて M&M カンフ

医師事務作業補助技能認定 (日本医療教育

ァの開催や職員への啓蒙へつなげ、医療

財団)1 名

の質の向上をはかります。

５．所属団体

＜主な業務＞
・DPC 提出データ登録
年報

・がん登録

・記録の質的監査

・

・日本診療情報管理学会

・各種デー

・日本医療情報技師学会

タベ
ース更新作業（今日の臨床サポート、様
式１クリエイター）
手配

・M&M カンファ

・QI 登録と管理（全日本民医連

QI、医福連 QI、日本病院会 QI、院内 CI）
・病歴管理

・各種データ分析

・各種

統計作成（紹介・逆紹介、ICD１０大
分類別
疾病統計、DPC 統計） ・診療情報管理
委員会・コーディング委員会事務局
・医療福祉連医療の質小委員会委員
県連診療情報管理担当者会議委員

・
他
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医事課
１．部門理念

健診案内および結果郵送、健診料金計算、各

患者の権利章典にもとづき、患者様一人一人の

請求業務、他

要求に基づいた接遇と医療サービスを提供しま

⑨病棟業務
入院受付、退院会計計算、入院カルテ処理、

す。

保険請求作業、他

外来・病棟・健診において、主に受付、会計、
カルテ準備、入退院処理、健診準備および健診

４．２０１６年活動実績
院内医師事務補助者研修に５名の医事課職員

終了後の処理業務を行います。
質の高い医療提供ができるよう医師・看護

が受講し、全員が医師事務作業補助者として認

師・検査技師・放射線技師の後方支援を行って

定されました。また、医事課では外来チーム・

います。また、病院にいらした患者さまが気持

入院チーム・健診チームとそれぞれの役割ごと

ちよく受診できるよう、接遇を重視し、職員研

にチームを分け、従来の業務を抜本的に見直し、

修なども実施しています。

業務が円滑かつ効率的に行われるよう改善を進
めています。
医療生協活動では、健康まつりや支部班会の

２．スタッフ
２０人（常勤職員７人、非常勤職員１３人）

講師派遣など、院内だけでなく地域の健康増進
に貢献しました。また、入間基地建設中止集会、

３．業務内容

バレンタイン行動など、医療事務としていのち

①受付業務

と平和を守る活動にも積極的に参加しました。

総合案内、新患案内、カルテ登録・変更、再
来受付、保険証確認、生協組合員加入・増資

５．教育・研修・研究活動

案内他

院所間業務交流（診療所研修）

②会計業務
収納作業、予約案内、医療生協出資金受付他
③会計入力業務

院内医師事務補助者養成講座
個人情報保護学習会
院内・県連学術運動交流集会（研究発表）

診察および検査終了後の会計入力作業
④外来センター
バイタル（血圧、体重、体温）入力、診察室
へのカルテ配置、医師・看護師補助、次回予
約の取得、検査案内、他
⑤電話案内
電話交換、各種問合せ、受診予約、健診予約
などの案内
⑥後方業務
予約患者カルテ準備、各種データ準備、検査
カルテ準備、他
⑦健診受付
健診受診者案内、身長体重測定、終了確認他
⑧健診処理
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地域連携課/地域連携
1. 地域の安心ネットワーク

4. 医療生協さいたま西部地区

医療生協さいたまは、行政区を視野にいれ

組合員活動の紹介

た「ネットワーク地区制」を導入し、4 年目

＜健康づくり（健康ひろば)＞

に入りました。所沢市の 15 支部、入間市支

1 月より認知症予防として脳トレ広場を開始、

部、狭山市支部、飯能日高支部の 18 支部が

保健教室、女性のためのアロマ教室、ストレ

「西部地区」として新しく活動を広げていま

ッチ、太極拳、セラバンド、ラジオ体操、筋

す。2016 年度メインテーマ「地域に見えて

力アップトレーニング、ウォーキング、健康

役立つ、医療生協の活動を広めよう」を基本

チェック、すこしお学習会などを開催しまし

とし、地域で安心してくらせるための活動を

た。（28 ヶ所のべ 2,700 名）

＜くらし助け合い・まちづくり＞

すすめています。
医療生協さいたま全体の組合員数約

貧困対策として 7 月よりフードドライブを開

241,524 人のうち、西部地区には約 25,244

始。利用者への自宅訪問も実施しました。
（食

人の組合員がいます。

糧支給対応数のべ 24 件） 地域の見守り強化

2. 地域連携課職員の配置

として所沢市「トコろん見守りネット」に 14

常勤職員 3 名（社会福祉士 1 名、組織責任者

支部が登録。退院患者支援として退院時支援

1 名、西部地区 A ブロック担当 1 名）

活動を開始、県西地域に範囲を広げ職員、組

※医療生協さいたま全体を 4 つの地域に分

合員で退院後の訪問を実施（対応数 77 件、訪

け、地域ごとに 1 名の組織担当責任者を配置

問数 10 件）

しています。そのうちの「県西ネットワーク」

＜ボランティア活動＞

は、3 つの地区・2 つのブロックがあり、そ

ふれあいﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 2 回開催し、桂の樹

れぞれ担当者がいます。4 名の地区、ブロッ

利用者に交流しながらのﾊﾝﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞを実施

ク担当者と 1 名の組織責任者の 5 名でチーム

（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 21 名養成、養成講座２回開催、ﾎﾞﾗ

を組んでいます。

ﾝﾃｨｱ 12 回実施）12 月くらしｻﾎﾟｰﾀｰ登録者が

3. 地域連携課担当者の役割

100 名を超えました。所沢市くらしｻﾎﾟｰﾀｰ交流

＜組織責任者＞組織課の課題や、行政に向けた

会を実施（36 名参加）認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座

活動を推進させ、地域ネットワーク内の組織

を実施し 20 名が受講

担当者を取りまとめ、調整し、定期的に組織

されました。

チーム会議を開催、組織課題を推進する役割

＜社会保障・平和＞

を持ちます。
＜地区ブロック担当者＞地区や支部が自主的支

署名活動、原水禁大会参加、放射線量測定、

部活動を自立して行うことができるよう支援す

国会議員要請行動、戦争法廃止署名活動、熊

るとともに、事業所と地区とをつなぎ、組合員

本震災募金活動

＜地域とのつながり＞

と職員との連携強化を通じて、支部の活性化に
つなげます。

4 月所沢市社会福祉協議会とフードドライブ

また、退院後の生活を支えるため、退院時にご

について懇談。近隣の小学 2 年生 56 名が病院

本人やご家族とくらしサポーターや、地域での

探検で訪れ、医療機器の見学と体験をしまし

健康づくり活動のサポートをしています。

た。（2016 年 12 月末現在）
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ヘルスプロモーション委員会
１．目的
ヘルスプロモーション活動の概念を理解

いきいき健康づくり講座開催
第1回

し、実践できる職員を育てます。

2016 年 12 月 7 日

１．特定健診・後期健診のお知らせ

保健・医療業務にヘルスプロモーションの
概念を活かし、健康を指向する法人の拠点病

２．脂質異常症

院として、組合員と職員が協同する「地域ま

３．健診結果の見方
臨床検査技師

るごと健康づくり・明るいまちづくり」運動

４．検査科

の質的向上を目指します。

青木

涼子

個別検査相談のご紹介

５． Let’s 脳活！

患者（家族）
、職員、地域に対して、ヘル
スプロモーション活動のエビデンスを発信

～合併症と検査～

第2回

2017 年 2 月 15 日

し、法人としての社会的責任を果たせるよう

１．特定健診・後期健診のお知らせ

努力します。

２．『身近な骨の病気について』

２．委員構成

放射線技師

船水

杏菜

３．脳トレ～みんなで認知症予防！～

事務長、医事、保健師、臨床検査技師、放
射線技師、視能訓練士

３．業務内容
職員向け学習会、講習会の企画・運営
各職場におけるヘルスプロモーション活動
の推進
利用者、地域に対するヘルスプロモーション
活動の企画・運営

４．実績
（１）月１回

第3回

定例会議の開催

（２）各部門ヘルスプロモーション推進職員

2017 年 3 月 17 日

１．『眼の病気について知ろう！
加齢黄斑変性、白内障、緑内障』

の選出

視能訓練士

（３）HPH 基準セルフチェック

橘

緑

２．質問コーナー

（４）DP エアロ開発・普及

３．脳トレ～みんなで認知症予防！～
～職員に向けたヘルスプロモーション
◆禁煙学習会
～患者・地域に向けたヘルスプロモーション
◆健診受診勧奨
・PSA 説明ポスター作成・掲示
・院内放送で受診の呼びかけ
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いての協議。

医療安全委員会

(6) 医療機器の安全に関する情報・管理に

１．目的

ついての協議。

各部署から提出された事故報告書・ひや

(7) 事故発生時、必要に応じ臨時の医療安

りはっと報告書の是正・予防処置の実施状

全委員会を開催、今後の対応等につい

況の確認を行い、報告書をまとめ、本部に

て協議。
(8) その他、医療安全の確保に関する事項。

報告しています。
患者安全管理に関する手順書の整備、変

(9) 転倒転落対策チーム、身体抑制対策チ
ームの活動管理、監督。

更、職員への周知徹底を行っています。患
者安全管理の職員教育を開催しています。
リスクマネージャーより報告された是正

4．実績

処置等の有効性の評価を行っています。ま

医療安全委員会は毎月開催しています。

た、転倒転落対策チーム、身体抑制対策チ

当院における事故、ひやりはっと報告数

ームを下部チームとして持ち、チームの活

は表 1 の通りとなっています。ひやりはっ

動状況を確認、指示を出しています。

と報告が 2015 年 126 件から 2016 年 209
件と大幅に増えています。

２．委員構成

リスクマネージャー連絡用紙を活用し、

院長・事務長・総看護長、看護師、放射

リスクマネージャーと是正処置策等の妥当

線技師、薬剤師、事務、作業療法士

性を検討しています。
医療事故防止活動として、基本的に毎月

３．業務内容

医療安全巡視を行いました。全職員必須の

(1) 安全委員会の開催及び運営。

学習会は年 2 回計画し、（「BLS」「チーム

(2) 医療介護事故報告の把握と是正処置策

STEPPS」）予定通り終了、全職員が参加し
ています。医療安全推進ニュースと安全情

の妥当性検討。
(3) リスクマネージャーよりひやり前、事

報は適時発行し、各部門へ配信しています。

故、ひやりはっと報告を受け、報告の

その他、事故発生時に適時臨時の医療安

把握と是正処置策等の妥当性を検討。

全委員会を開催、是正処置策の妥当性を確

(4) 医療事故防止活動（医療安全巡視、医

認しました。

療安全月間推進、安全情報発信、医療
安全推進ニュースの発行等）及び医療
安全に関する職員研修の企画立案。
(5) 医薬品の安全に関する情報・管理につ

事故レベル
件数合計

０
ひやり

１

209 件 251 件

２

３ａ

25 件

15 件

３ｂ
2件

４

５

0件

0件

表 1)当院における事故、ひやりはっと報告数。(集計期間 2016 年 1 月 1 日～2016 年 12 月 31 日)
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502 件

感染対策委員会
１．目的

３．業務内容

１．院内の感染状況を毎月分析し感染予防

月 1 回の定例会議開催

処置をとります。

職員教育のための感染学習会の実施

２．院内感染防止に関する手順書の整備、

各種サーベイランス(JANIS サーベイランス

変更を行い職員に実施の徹底をします。

にも参加)

３．院内感染防止の職員教育を定期的に実

週 1 回の院内ラウンド

施します。

感受性パターンの把握
手順書の改訂・作成

２．委員構成

4．実績

(ICT メンバーも兼ねる)

感染ニュース発行(5 回)

院長・ICD 医師・事務長・総看護長・

⇒①食中毒ついて②カテーテル関連尿路感

外来看護長・病棟看護師・検査科副主任(臨

染サーベイランスの結果報告③麻疹の流行

床検査技師)・薬剤科主任(薬剤師)・薬剤

について④インフルエンザについて⑤ノロ

師・食養科主任(管理栄養士)

ウイルス学習会の報告
全職員向けの感染学習会(4 回)
新入職員向けの学習会(1 回)
中途・異動の入職者向けの学習会(2 回)
地域合同カンファレンスへの参加(7 回)
外部研修会参加 3 名(7 回)
手順書の改訂・作成(8 件)
当院の緑膿菌に対する抗菌薬感受性を出し
た。
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教育委員会
１．目的
病院理念と方針に基づいて職員としての
知識・態度を磨き、質の高い医療サービ
スを提供する人材を育成します。
目標：県連を含む各委員会や職能による院
内学習会に職員の参加を促し自己
啓発・自己研鑽を図ります。
院内学術運動交流集会・新入職員の
研修を企画・運営します。

２．委員構成
総看護長、病棟看護師、外来看護師、
診療情報管理士、事務
３．業務内容
１）法人・県連の教育活動方針を受け、職
員の教育活動を具体化し推進します。
２）職員の自己啓発、OJT を推進します。
３）診療活動の向上に必要な職員教育を実
践します。
４．活動内容

１）定例委員会

学習会企画、実施

状況の確認
２）委員会ニュース「轍」発行
３）憲法朗読学習企画
４）民医連 DVD 学習会
５）憲法 Café 学習会
６）院内学術運動交流集会開催 62 演
題抄録提出

36 演題発表

７）新入職員、中途入職者に対する教
育研修の実施
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倫理委員会
１．目的
日常診療の中で起こるさまざまな倫理的問題
を、今日的視点で、医療従事者、医療生協組
合員、患者、患者家族、学識経験者など他方
面からの公正な立場で協議する場として、ま
た患者の人権を考え、患者の権利を擁護でき
るように監視する役割を担います。

２．委員会構成
院長、病棟看護長、診療放射線技師、作業
療法士、事務、社会福祉士
３．業務内容
１）病院における医療倫理の事例を検討・討議
し管理部に答申します。
２）病院の各倫理方針を作成または改定を行い
ます。
３）倫理的教育学習活動や事例検討会を行い、
職員向けにニュースを発行します。

４．活動内容
１）定例委員会

事例報告と検討。各種倫理方

針のレビュー。臨床研究申請の承認。学習会企
画の立案。倫理的事例報告書の作成。

２）７月１１日事例検討会開催。テーマ「事
実を伝えること」をめぐっての問題。２１名
参加。
３）１１月１０日臨時拡大倫理委員会開催。
吐血が止まらない不穏が強い患者で医学的に
治療が困難な症例について検討した。
４）学習会
①１２月１９日「倫理的事例報告書の記入方
法」の学習会を開催。

名参加。

②２月８日「説明と同意」の学習会を開催。１
０名参加
倫理ニュースを３回発行。
臨床倫理情報を１回発行。
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薬事委員会

医薬品に関する学習会

１． 概要

６／１・２４輸液学習会（院内薬剤師による）

・薬物療法の基本的な方針の討議を全職種

７／８

５／１８・２５インスリン手技学習会（メーカー）

の問題として進めます。

JANIS－QIP セミナー（JANIS 主催）

８／２４

薬害根絶デー（全日本民医連）

・根拠に基づく治療と安全に使用するため

８／２７．２８

の使用指針づくりを薬剤師、医師、看護師

学術大会

と協同して行います。

８／３

・医薬品を評価する力量向上に努め、速や

８／１２

かな試用検討と新薬評価を進める。

について（メーカー）

・安価で良質な薬剤の採用と使用を地域と

８／１７

ケモセーフ手技（メーカー）

ともに推進し、経済的に医療にかかりやす

８／３１

喘息に関する TV シンポジウム（メーカ

い状況を整えます。

ー）

・薬剤の使用に関して院所経営を守るとい

９／３

ノルスパンテープ学習会（メーカー）

う視点を併せ持ち、提言します。

９／８

パクリタキセル注学習会（メーカー）

２．委員構成

９／１５

（構成）医師、院長、薬剤師、看護師、

日本病院薬剤師会関東ブロック

mFOLFOX－６＋アバスチン（メーカー）
エクア・メトホルミンに関する副作用

麻薬に関する学習会（院内薬剤師によ

る）
DMweb 講演（メーカー）

医局事務、総看護長、事務長、事

１０／１３

務次長

１２／１．２

緩和ケア薬学習会（院内薬剤師に

（運営）月１回

よる）

３．業務内容

１２／１５

薬事情勢・医薬品情報の発信

１／８

法人県連薬事委員会より報告

薬剤師会）

院内医薬品管理（新規採用・削除後発

１／２６

プレベナー学習会（メーカー）

品選定・試用申請医薬品の検討など）

２／２２

DMWeb 講演会（メーカー）

医薬品集発行

２／２３

肺炎球菌ｗｅｂ講演会（メーカー）

副作用報告、プレアボイド報告共有
疑義照会内容分析

4．２０１６年実績
副作用報告
院外処方箋一般名称記載開始 1 月～
後発医薬品選定、医薬品集改訂
医薬品評価セミナー開催：ハーボニー錠、
リクラスト注
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UFT＋LV 療法学習会（メーカー）

医薬品安全管理責任者講習会（日本病院

外来クオリティ向上委員会
１．目的

定開始しました。医師、看護師、栄養士と

・外来診療活動（在宅・ＤＭ・眼科・もの

連携し患者さんの生活と病気の進行予防を

忘れ外来等の医療活動含む）に係る活動上

支えています。

の事項の調整を行います。

（2）慢性疾患管理について･･･定期通院し

・外来診療活動の水準を引き上げるための

ている方に、採血が必要な薬や疾患につい

課題を検討し手順を整備します。

て病気の早期発見も含めて登録管理を行っ
ています。今年度は、疾患別検査予定表の

２．委員構成

内容を全面的に見直して、より専門的なも

看護師、事務次長、臨床検査技師、薬剤

のへ変更しました。

師、管理栄養士

（3）外来ニュース作成･･･外来診療点数、
診療報酬改訂、院内の診療に関わる情報を

３．業務内容

医局や外来スタッフに向けて配信していま

(１)外来と在宅の患者管理、患者満足度向上、

す。

CI・QI 改善に関する事項について統計及び

（4）物忘れ外来･･･今年度は 32 名の方がも

管理を行い、改善事項についての提案など

の忘れ外来を受診しました。受診希望の方

を発信します。

が徐々に増えたため 8 月から外来枠がひろ

(２)管理部、部責会議で決定した事項につい

がりました。脳トレ広場との連携も出来ま

て、委員会で協議し具体化します。

した。認知症予防プログラム（日常生活・

(３)委員会内部に以下の機能を持ちます。

運動・食事）を作成ました。今後はプログ

・在宅チーム…在宅診療を行っている患者

ラムを使用し認知症予防に努めていきます。

の疾患別状況や各種加算の算定数、仕組み

（5）在宅カルテの共有･･･在宅での生活が

の改善など、在宅担当の医師・看護師・事

安心・充実したものになるために西部地域

・DM チーム…糖尿病で外来通院されてい

の病院・診療所・老人保健施設で協力し地

る方の HbA1c 値改善を目的とするチーム。

域連携安心ファイルを作成しました。2016

看護師による診察前問診、管理栄養士によ

年 6 月から当院往診管理になっている患者

る栄養相談も行っています。

様に全員配布し、往診時の利用だけでなく

査技師・病棟看護師・事務で構成。

入院時やショートステイ利用時等にも持参

・もの忘れ外来・禁煙チーム･･･物忘れ外

して頂きそれぞれの部署で情報を記載する

来の認知症プログラム作成や患者別ファ

ことで情報共有が図れるようになりました。

イルなど作成し管理しています。禁煙プ

（6）疾患別学習会開催･･･認知症、糖尿病、

ログラムや達成件数を把握する。

脂質異常症、緩和医療、輸液療法について
学習会を開催しました。

4．実績
（1）透析予防管理料のプログラム作成と算
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病棟クオリティ向上委員会
１．目的

始しました。

病棟診療活動に関わる活動上の様々な事
項を調整していきます。また多職種と連携

（3）退院後生活を確認するため、退院後訪

して患者さん中心の医療の実践と質の高い

問に力を入れてきました。入院中から計

医療を提供するための課題を検討し手順を

画的に退院後の生活を支援する体系を整

整備することを目的とします。

え、加算取得にも繋げました。

２．委員構成

（4）医薬品の適正使用を推進する目的で、
薬剤削減に取り組んでいます。

総看護師長・病棟看護主任・薬剤師・臨床
検査技師・リハビリ・管理栄養士・事務

（5）入院患者様の病状や症状などに応じて

３．業務内容

適切な検査がされているか日々確認し、

（1）定例会議にて身体抑制チーム、転倒転

必要であれば医師へ検査の提案をしてい
ます。

落チーム、排泄ケアチーム、口腔ケアチ
ーム、褥瘡対策チーム、栄養管理委員会、
医療安全委員会、輸血療法委員会の報告

（6）排泄ケアチーム

等を情報共有・協議し、改善提案事項を

ウロバックカバーの導入にてプライバー

関係部署へ発信します。

シーへの配慮を図りました。

（2）管理会議、部門責任者会議等で提案さ

（7）身体抑制チーム

れた事項について委員会内で協議し具体

身体抑制のカンファレンスを毎朝実施し、

化します。

抑制の継続と解除について検討していま
す。また身体抑制についての学習会を開
催し、日々の業務に活かしています。

（3）毎月、委員会目標値を報告し、円滑な
病棟運営の遂行を図るための施策を検討

（8）転倒転落チーム

していきます。

転倒予防センサーの購入にて対策準備を

4．実績

整えました。また転倒対策について他職

（1）円滑な退院調整のため、長期入院患者

での検討を随時行っています。

様へ対して、コメデイカル回診開始しま
（9）口腔ケアチーム

した。

歯科医師、衛生士、言語聴覚士、看護師
（2）新たなクリティカルパス（退院支援ク
リパス）の作成・運用の統計・報告を開
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にて月 1 回の回診を開始し、誤嚥性肺炎
予防の強化に努めました。

輸血療法委員会
１．目的

手順書の改訂・作成

輸血療法委員会は血液製剤及び血漿分画
製材使用状況の監視と評価をし、埼玉西協

4．実績

同病院の｢血液・血漿分画製材使用指針｣の

照射洗浄赤血球・・・98 単位

遵守・徹底をはかります

アルブミン製剤・・・24V
副作用の発生・・・・0 件

２．委員構成

輸血学習会

院長・看護師、臨床検査技師、薬剤師

内部学習会・・・1 回

２ヶ月に１回の定例会議開催

外部学習会・・・2 回

３．業務内容

＜輸血後フォロー＞

血漿分画製材使用状況の監視と評価

輸血実施者 17 名

毎月血液製剤の使用量の把握

輸血 ﾌｫﾛｰ対象者 16 名

副作用の把握

転医者 2 名

死亡 9 名

製剤使用の妥当性の検証

実施率 80%

（4/5）1～12 月まで

ﾌｫﾛｰ修了者 4 名

輸血後フォロー

血液製剤使用状況
アルブミン （V）
FFP （単位）
Ir-RBC-LR （単位）

30

16
12
6
0
1月

6

8
6

0
0
2月 3月 4月

6
2
0

10
4

6

4

0
0
0
0
0
0
0
0
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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栄養管理委員会
１．目的
栄養管理委員会は、入院患者が疾患の療養上
必要な栄養を十分に摂取でき、治療効果が上

【NST 看護師の役割】
カテーテルの管理、栄養・食事摂取量のチェ
ック、摂取量不良の場合はその原因を評価、
身体測定、全身状態の評価、退院後の栄養に
関わる調整を行います。

がるような栄養療法を検討します。また栄養
療法を適切に行えるよう正しい知識・技術の
定着を促し、問題解決に取り組む。管理部の
公設委員会とします。

２．委員構成
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士

【NST 薬剤師の役割】
輸液製剤の無菌的な調製、薬学的見地より栄
養状態、処方内容を検討、特に輸液製剤、経
腸栄養剤と薬剤との相互作用の検討、電解質
の管理、消毒剤と消毒方法の検討と医療従事
者及び患者、患者家族への教育を行います。
【管理栄養士の役割】
NST において管理栄養士は患者の食事摂取量

３．業務内容

や摂取状況など情報を元に食事量や食事形

入院患者の早期栄養評価を行い、低栄養リス

態の調節を行う。管理栄養士は栄養に関する

クを判定し、必要な患者には栄養管理計画を

専門的な知識を持つ者として NST の中心とな

多職種で検討します。

りチーム運営を行います。

NST で定期的に検討を行い、適切な食事形
態や栄養量、口から食べられない患者には強
制栄養の導入の適正を評価し、カンファレン
スで問題提起・介入結果報告を行っています。
また、退院後も継続できる栄養療法を提案
しています。

４．NST 介入実績

2016 年

126 件
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化学療法･緩和ケアチーム
１．目的

を行います。ご本人の意思や家族からの相

抗がん剤治療による患者・医療従事者双

談などの情報共有をおこないます。また緩

方の安全確保。化学療法の知識を率先して

和医療を予定とする患者についても情報共

学び、患者さまが安心して化学療法をおこ

有等をおこないます。

なえるよう援助する。関係職員への教育活

４．実績

動をおこなう。
緩和ケアチームとして、がん患者さまと
その家族がもつ心と身体の痛みを和らげ、

2016 年 1 月～12 月、介入または把握検討し
た患者数

QOL の高い状態で、その人（家族）らしい

化学療法介入

生活を過ごせるように支援する。緩和ケア

胃がん：S-1 療法

の知識を学び、関係職員への教育活動をお

大腸がん：mFOLFOX+Bmab 療法

2件

術後 UFT/LV 療法

2件

こなう。

9件
2件

S-1 療法

１件

２．委員構成

前立腺がん：ホルモン療法（注）2 件

医師(厚生労働省指定緩和ケア研修会修

・新 CSTD の導入

了者）、薬剤師、外来看護師、病棟看護師

・他施設研修（看護師）

３．業務内容
月一回

緩和ケア介入

24 件

・緩和ケアチームによる回診

定例会議の開催

・緩和ケアマニュアル改訂

（1）化学療法
化学療法を施行中の患者リストを作成し、
クール、情報共有等をおこないます。新規
レジメンの検討ならびに登録をおこないま
す。患者さまが安全に、安心して治療を受
けていただけるように配慮します。抗がん
剤の曝露防止のために CSTD を使用してい
ます。
（2）緩和ケア
麻薬性鎮痛剤使用中の患者リストを作成
し、疼痛緩和の状況や副作用発現の有無を
確認し、用量の検討や対症療法薬の必要性
など医師へ提案します。必要に応じて回診
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・緩和ケア学習会開催

診療情報管理委員会・適切コーディング委員会
１．目的
１）診療情報管理委員会
ⅰ．診療情報の管理と活用をすすめます

４．実績

ⅱ．診療情報統計・臨床指標・効率評価

１）量的監査全例実施

等の作成を行い、医療の質に関わる検・

２）質的監査において同僚監査を医師や

改善すすめます

コメディカルが行い、評価できるよう

ⅲ．電子カルテの運用と改善にかかわり

になりました。

・医師同僚監査

ます

・看護師同僚監査

２）適切なコーディング委員会
標準的な診断・治療法について院内に

・薬剤師同僚監査

周知し、適切なコーディング（国際疾

・医事課同僚監査

病分類に基づく適切な疾病分類等の決

３）医療の質指標結果の分析を行い、
結果をもとに課題を現場へフィード

定をいう）を行う体制を確保します

バックし、診療の質等改善へつなげ

２．委員構成
院長、事務長、医師、事務、薬剤師、

ました。

看護師、診療情報管理士(医療情報技

・入院診療計画書の多職種参加

師)

・クリパス作成
・入院時検査セットの作成他

３．業務内容

４）QI 指標ベンチマークを実施しまし

１）診療記録の監査と結果の交流
２）各種 QI 指標の分析・検討

た。

３）QI 交流会開催準備
４）M&M カンファ該当症例判断と症例の
分析討議
５）診療記録の整備課題の抽出と手立て
６）年報掲載症例・抄録報告等の選別・原
稿依頼
７）年報編纂
８）DPC データ加算のための様式１作成
情報の精度向上のための課題分析・提案
９）部位不明・詳細不明コードの傾向と
対策
10）褥瘡など入院中発生疾患情報収集
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社保・組織委員会
１．目的

３．業務内容

増資･仲間増やし、毎月の委員会会議を主として、

・組織課題達成状況の確認と目標達成に向けた

職場、地域の活動を組合員と協力してすすめます。

取り組みの検討、実践

課題目標達成のために施策を具体化し推進します。

・朝会等で全部門の職員に到達状況の報告

地域組合員との活動を通して医療生協職員として

・加入・増資、署名に関する院内デコレーション

の成長を支援します。

・増資封筒の作成

社会保障・平和の活動への職員の自主的参加を

・署名のお知らせ・集約

推進し、実践を強める施策を具体化します。

・戦争法反対スタンディングの呼びかけ・実施

社会保障・平和の活動に関する職員の学習活動を

・社保イベントの開催

推進し、カンパ活動を行います。

４．実績
２．委員構成

・仲間増やし

看護部・検査科・放射線科・地域連携課

・出資金

95.6％

診療情報管理課・管理部

・実人数

目標達成

・社保カンパ

目標達成

79.0％（252,994円）

↓生協強化月間中から年度末まで、外来待合にて

・スタートアップキャンペーン実施

デコレーションを貼り出し、患者・組合員・利用者・

・初夏のココロンキャンペーン実施

職員に対してキャンペーンをアピールするとともに、

・生協強化月間キャンペーン実施

加入・増資の到達状況が視覚的に見える化しました。

・平和報告会・コンサート開催

また、これまでに出資金で購入してきた医療機器を

・社保食堂の開催

写真付きで掲示し、出資金への理解を追求しました。

・12月「クリスマス増資キャンペーン」実施
・1月「お正月増資キャンペーン」実施（俳句募集）

↓戦争法反対スタンディングの様子（毎月１回）
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事業所利用委員会・広報委員会
１．目的

３．業務内容
虹の箱の運用・是正、ボランティア学校開

組合員と役職員が協力しあい、病院・診療
所をはじめとする各事業所を、組合委員にと

催、医療懇談会事務局、西協同だより発行、

って利用しやすく頼りになるものにしてい

ホームページ運用、西協同パンフ作成

ます。ためになり、頼りにされる西協同だよ
りを目指します。ホームページのリニューア

4．実績

ルで、より多くの人に見てもらえるようにし

事業所利用委員会

ます。

医療懇談会（２月・３月実施）「認知症にな
っても地域で安心して暮らすために」

２．委員構成

組合員１０２名参加・職員３４名

事業所利用委員会

ボランティア学校（９月）
参加６名／ボランティアの会登録４名

看護部・検査科・医事課・地域連携課・診療
情報管理課・管理部・支部運営委員・患者会・.

広報委員会

ボランティアの会

西協同だより毎月発行（11,600 部）

広報委員会

ホームページ連日更新

看護部・検査科・医事課・地域連携課・診療
情報管理課・管理部

ボランティア学校の様子
虹のはこ
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防災・消防委員会

実技中心に全員が人形を使った心臓マッ

１．目的

えました。

サージ・アンビュー・ＡＥＤの実習が行

防災・消防に関する課題を把握・検討し

○エマージェンシーコール訓練
○非常用発電機軽油給油訓練（6 月 9 日）

職員教育と訓練を行います。

訓練要員 9 人
２．委員構成

非常用発電機（４Ｆ）に実際に軽油を

委員長：院長

補充し災害時に給油が出来る。

委

○災害時医療ガス取り扱い訓練（5 月 12

員：事務長、総看護長、事務次長
看護長、看護主任、薬剤科主任

日 16 日）訓練要員３１人

放射線科主任・検査科主任・ﾘﾊﾋﾞ

緊急時、災害時に医療用ガスを安全に取

ﾘ科主任、食養科主任、医事課主

り扱える。

任、組織科主任、診療サポート

シャットバルブの位置確認捨てる

課主任・副主任
３．活動報告

○定例会議開催

４月・１０月

防災訓練実施について。非常災害対策マ
ニュアルの改定について学習を実施。
○春の防災訓練（4 月 13 日）
訓練要員 13 名

夜間 2 階厨房からの火災を想定

初期消火、消防への通報、避難誘導の訓練実施。
初期消火は消火器使用。
独歩患者、担送患者の避難誘導。
○秋の消防訓練（11 月 21 日）
訓練要員 13 名

夜間 2 階リネン庫からの

火災を想定
初期消火、消防への通報、
避難誘導の訓連実施。
通報方法の訓練。
○ＢＬＳ訓練（６月１日・１１月１０日）
訓練要員４１名
BLS の概要（座学）
、発見時の初動、心臓
マッサージ、人工呼吸、AED 操作
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労働安全委員会
１．目的
職員の労働環境の整備。健康づくり、労
働時間の短縮、安全管理等就労上の問題・
課題を検討・討議を行う。

２．委員構成
委員長：産業医
委

員：事務次長、衛生管理者

労組員：医事課・看護部・ﾘﾊﾋﾞﾘ科
３．活動報告

月１回

定例会議開催

１、職場環境の把握
① 長期休業者の発生状況と経過の確認
② 時間外労働の状況把握

超勤者把握と

原因解決策の検討。
③ メンタルヘルスの発生状況の把握と
経過報告。
④ 労働災害の発生状況の把握と経過報告
今年度１件発生、全快し復帰
２、職員健康管理・ＨＰＨ活動
①

職員健診の実施状況の確認と、二次
精査受診者把握とﾌｫﾛｰ

②

入職時健診時の感染症抗体検査の結
果確認とワクチン接種のすすめ。
麻疹・風疹ワクチン３名接種

③喫煙者の把握と禁煙外来のすすめ
④

産業カウンセラーによる産業カウンセ
リング

23 人実施

３、職場巡視
毎月職場巡視を行い改善点を提案する。
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