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診療所ナースのお仕事

発 表 者 福田 かおり （滋賀県：地域包括ケアセンターいぶき）

共同研究者 水上 幸子、伊藤 寛子、東野 美穂

M&WBPR研究会
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【地域包括ケアセンターいぶきは】琵琶湖の北東

部、岐阜県に隣接する滋賀県米原市に位置し、

診療所、老人保健施設、通所リハビリ、居宅介

護事業所、訪問看護ステーションからなる公設

民営の複合施設である。ケアセンターいぶきの

診療所は、地域密着型の無床診療所であり、前

身の国保診療所の頃より、診療所医師の尽力に

より地域住民の身近な診療所として親しまれ、

複合施設になり移転した後も変わらず地域に密

着している。

ここにケアセンターいぶきの診療所及び、診療

所ナースの活動を報告する。
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【（目 的）診療所ナースって・・・】診療所ナー

スの業務は院内の診察補助業務が主であり、訪

問系の他の業種とちがい、訪問件数が何件といっ

た実績が数字にはあらわれにくく、診療所ナー

ス自身も日々の業務に追われているのが現状で

ある。今回、報告を行うことによって、毎日の

業務をいま一度振り返り、ナース自身のモチベー

ションアップと今後の活動につなげる機会とす

る。
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【地域包括ケアセンターいぶき診療所の概要】

・在宅支援診療所

（平成２４年度 往診及び訪問診療件数、実人
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数１５１名、延人数１，３３２名、在宅看取り数

３７名）

・外来業務（平成２４年度診療件数・延人数

１８，７８６名 一日平均１００名）

・予防接種（平成２４年度接種人数・延１，９９１

名）

・特定健診・健康診断

・各種検査（各種 X―P、心電図、ホルター心

電図、超音波検査、上部・下部内視鏡、呼

吸機能検査、骨密度測定、眼底カメラ、胃

瘻交換）

・３か所の出張診療所。

吉槻診療所…いぶきより北 約１１km

（週３回）

（平 成２４年 度 診 療 件 数・延

１，０３４名 予防接種８１名）、

板並出張所…いぶきより北 約６．８km

（週１回）

大久保出張所…いぶきより北 約５．８km（週

１回）
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【診療所ナースは…】診療所内における診察・検

査の補助業務がメインとなり、日常業務におい

て個々の名前を名乗ることも少ない。その為か、

「顔は知っているけれど、名前は知らない。」「診

療所の看護師さんは似ていて、わからんわ。」と、

言われることも少なくない。高齢の患者さんが

多い中、名札はつけているものの、背格好が似

ている看護師はわかりにくいようだ。

そこで、診療所のスタッフ紹介として顔写真と

名前を掲示してみた。

徐々にではあるが、名前を知ってもらうこと

で、より身近な存在に感じてもらえた。

「看護師さん」から、個々の名前で呼ばれるこ

とが増え、看護師側はより責任感をもって業務

にあたれている。

?@AB=6C~�

• ?@��~�²�á?@AC~����i100¾/��

• »?itu?@�C?@��~�
• �×�i�no/C	
i	�
• ÍÎÏC��}�~� ²4��ò���

• ÅÆÇÈ~� ²���Å��ò��Þ�

• F� ²���i�9��'�·|��C�S¨7�Î�

�áAC��i�@F��ó�

• ÍÈ���� ²Ñ�i� !iÎÏ!��

【診療所ナースの業務】

・診察補助業務

出張診療所における業務も含む

他部署・他施設と連携・連絡

・検査準備、介助業務

準備・術中の介助・後片付けまで、看護師が

行う

平成２４年度 X−P（一般、透視） ５７７件

内視鏡（上部、下部） １６５件

超音波（腹部、その他） １３０件

心電図 ２５７件

・予防接種業務 （相談、予約受け、準備・平

成２４年度 １，９９１件）

・事務（意見書、指示書、在宅患者のレセプト

点検など）

医療事務の事務員が休みの時は、出張所の

受付、医療事務をすることもある。

・各種相談窓口 （電話、または処置室・検査

室で）
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【いぶきの診療所ナースだからできたこと】

○往診患者に対する施設内他部署、他施設と

連携のお手伝い

外来患者さんも高齢化や病状の進行に伴い、

長年外来に通院されていた患者さんが、往診

・訪問診療に切り替わることも少なくない。

訪問診療だけでなく、訪問看護導入も必要に

なった時など、「知ってる看護師さんに来てほ

しい」と、最初のうち診療所の看護師が訪問

したり、訪問看護師と同行することで関係づ

くりの橋渡しをするケースがある。訪問看護

師にお願いした後も、往診等には同行して薬

や処置の指示を訪問看護師やケアマネに連絡

したり、在宅療養のチームの一員としてかか

わり、患者さんがより安心して家で過ごせる

よう支援している。
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【地域密着のいぶきの診療所ナースの業務】

○在宅ターミナル患者への訪問

在宅におられるターミナルの患者さんに往

診医師に同行して歌を唄ったり、絵本を読ん

だりと在宅での生活を快適に安心して送って

いただくよう訪問を行っている。野山の花を

届けることもある。また、看護師だけで訪問

することもある。

エピソードを２件紹介する。

�桜の季節・・・お天気も良く、状態も
比較的落ち着いておられた末期がんの

男性に「花見に行こう」と医師が提案

され、渋られる男性と心配される奥さ

んを説得し、医師と看護師が同行する

ことで、最後のご夫婦揃ってのお花見

ができた。

�医師が、在宅の患者さんと家族さんと
の写真を撮られることがある。

なかなか家族で、まして介護中の写真

を撮られる機会はないようで、「夫婦で

並んで撮るのは何年ぶりかしら・・」と

最初渋られながらも、素敵な笑顔を見

せてくださる方が多い。医師も一緒に

写真に入られる時は、ナースがカメラ

マン。ちゃっかりナースも写真に入れ

ていただくこともあり、「先生や看護師

さんは家族と一緒や。」と、言ってくだ

さる患者さんもある。

この時の写真を「遺影」につかってい

ただくこともあり、後にお悔やみにう

かがった時など、写真を撮った時の様

子などが思い出される。

○エンゼルケア

在宅で亡くなられた方のエンゼルケアに伺

うこともある。訪問看護師と一緒に伺うこ

ともあれば、退院され間がなかったり、訪

問看護の利用前など、診療所の看護師がケ

アに伺う。長年、通院されていたり、訪問

していた方の最後のケアをさせていただく

のは、感慨深いものがあり、最後のこの機

会のご縁に、毎回、厳粛な気持ちになる。

―５５３―



○グリーフケア（偲ぶ会）のお手伝い

グリーフケアとして、数週間後に思い出の

写真などメッセージを添えて、ご家族と「偲

ぶ会」を医師が主催される際には、そのお

手伝いをしている。ケアにかかわった関係

機関のスタッフにメッセージをお願いした

り、スライドや会場の準備など医師に協力

している。家族と思いを共有し、故人を偲

ぶことで医療者側も心のケアをしてもらっ

ている。

○研修医と訪問診療同行

ケアセンターいぶきには、研修医・医学部

学生・看護学生・薬学部学生など、実習に

来られている。（平成２４年度 研修医８名・

学生１０名いずれも複数日施設にいた数で、

１日のみ・通いの学生を含まず。）

研修医との往診も、日頃の主治医はいませ

んので、患者さんとの顔つなぎ・安心の意

味で慣れた看護師が同行している。

また、若い研修医さんにミニ勉強会を開催

してもらい、心電図の読み方など、仕事は

しているものの、苦手な分野を教えてもら

う機会を作っている。

○近隣施設への講習（講師・アシスタントと

して）

地域の近隣施設のデイサービス、ホームヘ

ルパーなどから要請があり、医師と協力し

て救急講習や脱水についての講習を行って

いる。特に窒息解除法は要請が多く近隣社

協の看護師もアシスタントとして参加して

もらい、協同講習の機会にもなっている。

○地域サロン・高齢者サロンへの参加

数年前より医師に教えてもらい、三線を練

習している。

地域で行われている地域サロンや高齢者サ

ロン（自治会主催の生きがいディ）に呼ん

で頂き、三線を弾いたり歌を一緒に歌った

りさせていただいている。

診療所の看護師さんと親近感を持っていた

だき、また外来では見られない生き生きし

た笑顔に出会うことが出来る。

○子育てサークルへの参加

子育てサークルの集まりに、手遊び、絵本

の読み聞かせなどをして参加している。

先輩ママとして、看護師として相談をうけ

ることもある。いぶきの周辺も核家族化し

ており、小さい子供を抱えた母親が相談で

きる場所が少ないという問題もあり、今後

も未来を背負っていかれる親子の応援隊と

して今後も継続していきたい。

○外来患者、往診患者、家族に対する心のサ

ポート、電話相談など

診療所のナースとして心のこもったケアが

できるよう、また、患者さんがより安心し

て暮らしていけるようサポートしている。

患者さんといっても、実に多種多様な悩み

を抱えておられる。軽減できるような提案

ができる事ばかりではなく、聞くだけのこ

とも多いが、いつもの場所でいつもの看護

師が迎えることで、安心していただけてい

る部分も多い。

嫌な事があった患者さんが処置室で話して

いるうちに泣きだされ、時には唄を唄った

り、アロマオイルを使ってハンドマッサー

ジをして、なぐさめることもある。ターミ

ナルの家族を抱えているご家族も、相当な

不安やストレスを抱えておられ、患者さん

だけでなく、ご家族にも気配りできるよう

にしていきたいと考える。
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【結 果】名前を紹介することで、患者さんから

「親近感」をもってもらい、看護師側は責任感を

よりもてるようになった。

日常の診療において、待ち時間が少なく、スムー

ズに正確に診療や検査が受けられることが最も

重視されることであるが、それと同じくらい「安

心」を求めておられることがわかった。看護師

の「風邪はもう治りましたか？」「ご主人どうし

てらっしゃいます？」といった声掛けが、自分

を知ってもらっていると感じ、安心するといわ

れた。

地域へ出ること（診療所から在宅・地域と繋が

りの中）で、多種多様なニーズがあることがわ

かり、医師や介護等の連携のお手伝いができた。

今までなかなか地域へ出て行く手段というもの

がなかったが、三線という道具をもつことでい

ろいろな施設・集まりに出向く事ができた。
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【考 察】今回、「診療所ナースの仕事」をまと

めるにあたって、日々の業務を客観的に振り返

り、自らを評価する機会を得られたことは、今

後の業務に向き合う姿勢を考えるのに有効で

あった。

診療所から、在宅・地域へと繋がりの中で、

「診療所のナース」「あなたを知っているナー

ス」だからできる連携の役目は多い。
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【まとめ】「安心」して生活していただけるよう、

他職種と連携していく。

日常業務を、迅速・安全・正確にこなすことは

必須であるが、漫然とルーチンとして行うので

はなく、その中で診療所ナースらしい思いやり・

気配りを創意工夫することで、自己の仕事に対

するモチベーションをあげていきたい。
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