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透析通信システムを利用した業務効率向上とペーパーレス化への取
り組み

発 表 者 武居 あや （岐阜県：国民健康保険坂下病院）

共同研究者 原 さゆり、梅田 史子、吉村 まち子、尾嶋 恵子、伊藤 よし子、
吉村 真友美、青山 忠弘、大野 豊樹、高山 哲夫、酒井 雄三
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よろしくお願いします。
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坂下病院透析室は、ベッド数２６台、スタッフは、

看護師７名、臨床工学技士４名
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患者数４５名 月・水・金は２クール、火・木・

土は１クールで行っています。坂下病院は岐阜

県と長野県が隣接している場所にある為中津川

市以外にも長野県内から通院している方も多く

います。
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はじめに

平成２４年１０月に、透析装置一式を更新し、透析

通信システムフューチャーネットウェブ＋を導

入しました。フューチャーネットウェブは、パ

ソコン、透析装置、体重計がリンクしており、

パソコンで入力した情報を共有。送信すれば患

者情報、透析条件などが透析装置に表示されま

す。当院は電子カルテとの連動は行っていませ

ん。
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目的

今回フューチャーネットウェブを利用して、効

率が上がったこと、問題点へのアプローチ、ペー

パーレスへの取り組みを報告します。
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透析開始時の除水設定は、もっともインシデン

ト報告の多い業務でした。それは、転記、計算、

設定、入力をスタッフが行わなければならなかっ

たからです。

これが以前の透析記録用紙です。この部分にス

タッフが記載、計算し、設定入力していました。
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フューチャーネットウェブでは、体重を測定し、

送信します。
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透析装置にデーターが送られ、確認ボタンを押

すと装置が自動で DWまでの除水量、速度を計

算して設定します。
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これにより、転記、計算、設定、入力の必要が

無くなり、ミスが減りました。透析開始前の設

定時間の短縮も出来ました。準備時間が短縮さ

れたので、透析開始前に患者情報収集が多く出

来るようになりました。
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透析中のチェックのやり方では、当院は基本１

時間ごとに血圧チェックと装置のチェックを行

い必要に応じた処置をしています。

今までは、血圧測定後折れ線グラフにして手書

き記入、装置に表示されている静脈圧などの数

値の確認と記載、時間ごとに必要な処置、実施

した看護ケアの記載をしていました。全て手書

きのため患者１人当たりに約３分の時間がかか

りました。
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フューチャーネットウェブを使うと、血圧はパ

ソコンに折れ線グラフで表示され、モニター値

も時間ごとに自動記録されます。
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看護記録は愁訴・処置一覧から選択し送信しま

す。
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手書きが少なくなったことで時間チェックは患

者一人当たり約１分３０秒に短縮しました。その

為、特に看護が必要な患者に集中することがで

きました。しかし、フューチャーネットウェブ

には各時間に行う透析以外の処置は表示されな

い為、処置忘れが起こりました。
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透析以外の処置への対策として、処置・薬剤投

与を記入したカードを作成し、必要な患者のベッ
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ドサイドに置きました。透析開始前にタイマー

をセットし、処置忘れ対策としました。これに

より処置を忘れることがほとんど無くなりまし

た。
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印刷物について従来はこのような印刷物が必要

でした。

フューチャーネットウェブでは、抗凝固剤と透

析薬剤は患者指名、薬品名の書かれたラベル貼

付で対応。透析記録用紙と透析管理情報は、パ

ソコンや装置で確認できましたが、透析記録用

紙は一部問題がありました。毎月の採血・検査

表は問題がありました。
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問題点としては患者訴えの記録場所がない、透

析中の愁訴・処置の記録漏れがあった、Dr回診

時コメント記載場所がない、採血の確認不足に

よる取り忘れ、透析後に患者が処方箋・検査を

忘れるなどがありました。
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そこで新たな記録用紙を作成しました。

この場所に、患者の訴えや詳しい看護記録、Dr

回診コメントを記載するようにしました。
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採血や処方箋、透析後の検査忘れ対策としてこ

のようなカードを作成し、装置に掛けたり、透

析終了後患者に持たせる対策をとりました。

採血、検査忘れは減りましたが、高齢者は忘れ

て帰ってしまうことがありました。その様な患

者にはヘルパーや家族に付き添いを依頼しまし

た。
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外来患者の内服管理の現状

発 表 者 村本 雅子 （山口県：周防大島町立東和病院）

共同研究者 平井 孝幸、西村 美代子

まとめと考察です。

ペーパーレス化はできませんでしたが、印刷物

の削減は可能でした。

透析後、フューチャーネットウェブへの入力、

ダブルチェックの業務が増えました。

業務効率が向上、時間短縮ができました。

短縮した時間を利用して、主にフットケアに取

り組むことができました。
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�．はじめに
病院のある島は、山口県の東の端にあり瀬戸

内海で３番目に大きい島で金魚の形をしてい

る。人口１８，７５０人、高齢化率は４８．５％であり、

病院を受診される方の多くは高齢者である。
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外来での通院治療は、処方された薬が正しく

内服されていることを前提としている。

今回外来通院中の方が入院した時、持参した

薬の数が合わないことが何度もあったため、飲

み忘れの実態や自宅での薬の管理についてアン

ケート調査を行ったので、その結果を報告する。
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用語の定義

服薬指導：薬剤師による内服に関する指導

残薬 ：外来で処方された薬で飲み残した
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