
当院の救急病床は8床で、主に呼吸器疾患、心臓カ
テーテル検査後、外科術後の患者さんで人工呼吸器、
心電図モニター、輸液ポンプなどの機器を使用する
ことが多い。そのため、床には何本ものコードが垂
れ下がっており、業務にも支障を来し見た目も煩雑
であった。また、事故や転倒にもつながるため、5
年前に環境整備を見直したが習慣化できず、現在も
同じような状況になっている。
そこで、5S の整理、整頓、清掃、清潔、習慣づけ
を元に環境整備を実施した。

【目的】手順を作り、環境整備の方法を統一し、習
慣づける。

【方法】

1．スタッフへのアンケート
2．他院への視察
3．アンケート結果と他院への視察を元に手順作成
4．環境整備

アンケート対象は2病棟看護師27名。うち救急病
床看護師8名。看護助手4名。
アンケート期間は2012年の8月1日～14日まで。

上天草市立上天草総合病院 
○尾崎 かおり 

湯浅 瑞季 
出口 小百合 

小浦 百合 

はじめに 
  当院の救急病床は、機器が多く床に何本

ものコードが垂れ下がっており、見た目も
煩雑で業務に支障を来たすことがある。ま 
た、転倒や事故にもつながるため、以前
ベッド周囲の環境を見直し一時的に改善し
た。 

  しかし、継続できず現在も煩雑な状態に
戻っている。 

  そこで、５Sを元に、環境整備を実施し
た。 

  
 

目的 
 手順を作り、環境整備の方法を統一し、

習慣づける。 
  
方法 
 スタッフへのアンケート 
 他院への視察 
 アンケートの結果と他院への視察を元に

手順作成 
 環境整備 
 

アンケート 

 対象：２病棟看護師 ２７名 
    看護助手 ４名 
期間：2012年８月１日～１４日 
 
  

演  題

046

ベッド周囲の環境整備への取り組みとその後

発　表　者 尾崎　かおり 熊本県　上天草市立上天草総合病院

共同研究者 湯浅　瑞季、出口　小百合、小浦　百合
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このような内容で、アンケートをとりました。

アンケートの結果、ベッド周囲で掃除をしづらいと
ころ、移動やケアで障害になるものとして一番多
かったのが、モニターのコードや、輸液ポンプなど
の配線コードでした。他に以下の回答がありました。

モニターのコード、輸液ポンプなどの配線について、
どう思いますか ?
・床に垂れているときは、足にひっかかり危険。見

た目も悪い。
・検査などでベッドを移動するとき、邪魔になる。

・モニターのコードが、ベッド柵の間に挟まってい
ることがある。という意見が聞かれました。

どのように整備したら、上記のことが改善されます
か ?
・コード類はまとめてベッドへ固定する。
・磁石付きのテーブルタックをベッドへ固定する。
・気づいたとき、可能なら入院時に整理しておく。
・床頭台の上の物は、カゴのようなものを使用し、

まとめておく。
・必要なもの以外は置かない。という回答がありま

した。

そこで、アンケートの結果を参考に、手順を作成し
ました。
1．モニターのコード、輸液ポンプの配線は、きれ

いにまとめ床に着かないようにする。
2．ベッドの左右で輸液ポンプを使用する場合、磁

石付きのテーブルタックを左右それぞれで使用
する。

3．床頭台の吸引用の水、吹き綿入れは1つのトレ
イにまとめる。

アンケート内容 

 ベッド周囲で掃除をしにくい箇所、移動
やケアで障害になるものはありますか？ 

 救急病床のベッド周囲のモニターや、輸
液ポンプのコードに関してどう思います
か？ 

 どのように整備したら、業務がスムーズ
に行えると思いますか？ 

 ベッド周囲で改善したほうがよい箇所や、
気になるところはありませんか？ 

アンケートの結果 
 ベッド周囲で掃除をしづらいところ、移動や、

ケアで障害になるもの。 
１、モニターのコード、輸液ポンプなどの配線

コード 
２、DIVルートや、チューブ類 
３、呼吸器などの機械の周囲 
４、床頭台の上が狭く、物が多いとき 
５、マットレス、ベッド柵の隙間 
６、呼吸器のウォータートラップの水受けが、

床に置いてある。 
７、その他・・・点滴スタンド、洗濯物入れの

バケツ、ポータブルトイレ、イス  

 モニターのコード、輸液ポンプなどの
配線について、どう思いますか？ 

・床に垂れているときは、足にひっかか
り危険。見た目も悪い。 

・検査などでベッドを移動するとき、邪
魔になる。 

・モニターのコードが、ベッド柵の間に
挟まっていることがある。 

 どのように整備したら、上記のことが改善
されますか？ 

・コード類はまとめてベッドへ固定する。 
・磁石付きのテーブルタップをベッドへ固定

する。 
・気づいたとき、可能なら入院時に整理して

おく。 
・床頭台の上の物は、カゴのようなものを使

用し、まとめておく。 
・必要なもの以外は置かない。 

手順 
 モニターのコード、輸液ポンプの配線は、

きれいにまとめ床に着かないようにする。 
 ベッドの左右で輸液ポンプを使用する場

合、磁石付きのテーブルタップを左右それ
ぞれで使用する。 

 床頭台の吸引用の水、吹き綿入れは１つの
トレイにまとめる。 

 呼吸器のウォータートラップの水受けは、
ベッドにカゴを取り付け、床に置かない。 

 環境整備の時間に行う。 
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4．呼吸器のウォータートラップの水受けは、ベッ
ドにカゴを取り付け、床に置かない。

5．環境整備の時間に行う。

アンケート結果、視察を元に、1床を写真のように
整理した。

実施前は、モニターのコードや輸液ポンプのコード
が絡まり、垂れ下がっていた。

実施後は他院で使用されていた手作りのゴムを参考
に写真のようなゴムを作り、コード類を小さくまと
め、磁石付きのテーブルタップをベッドに固定し、

床に着かないように整理した。

実施前は床に直接置いていたウォータートラップの
水受けを、S 字フック付きのカゴをベッドに取り付
け、床に置かないようにした。

床頭台が狭いため、散らかりがちな吸引物品は一つ
のトレイにまとめ、掃除をしやすくした。

しかし、口頭説明では定着せず、「忙しい」「狭い」
「物品がない」という意見が聞かれた。
そこで、救急病床の環境整備の手順を作成し、方法
の統一と習慣づけを試みた。

結果 

 アンケート結果、視察を元に、１床を写
真のように整理した。 

実施前 

実施後 
結果 

  しかし、口頭説明では定着せず、「忙
しい」「狭い」「物品がない」という意
見が聞かれた。 

  そこで、救急病床の環境整備の手順を
作成し、方法の統一と習慣づけを試み
た。 

  手順導入後、スタッフの環境整備に対
する意識の持ち方が変化した。しかし、
習慣化までには至っていない。  
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手順はスタッフが目に付く場所に表示し、その日の
担当スタッフが責任を持ってチェックするように責
任の所在を明確にした。手順導入後、スタッフの環
境整備に対する意識の持ち方が変化した。しかし、
習慣化までには至っていない。

5S のスペシャリスト、ベーシック・マネージメン
ト研究所代表、高原昭男氏は医療機関内のルールを
徹底させるためには、5S の中でも躾を徹底するこ
とが重要なのではないだろうかと述べている。

そこで
　納得させる
　↓そのためには
　あるべき姿を明確にする（うまくいっている例を
見せ、実感させる）
　↓そのためには
　ルールを設定する（あるべき姿を実現させるため
のルールを作る）
　↓そのためには
　ルールと責任を明確にする（設定したルールは目
に付く場所に表示、責任の所在も明確に）

　↓そして繰り返し行動させ
　習慣づける
と高原氏は習慣づけるまでの流れをまとめている。

環境整備の手順を作り、方法を統一したことで

→スタッフの環境整備に取り組む意識の変化があっ
た。
→看護業務が円滑になり、事故防止にも繋がった。

このことから、習慣づけるためには手順を作り、
ルールを設定することが大切であると考えられる。

今後は躾だけでなく、5S 全体に取り組んで、より
よい環境作りを継続し、医療事故防止に努めたい。

引用　医療安全推進者ネットワーク「スペシャリ
ストに聞く」
h t t p : / / w w w . m e d s a f e . n e t / c o n t e n t s /
special/18takahara.html

考察 

 ５Sのスペシャリスト、ベーシック・マ
ネージメント研究所代表、高原昭男氏は
医療機関内のルールを徹底させるために
は、５Sの中でも躾を徹底することが重
要なのではないだろうかと述べている。 

 習慣づけるまでの流れ 
  納得させる 
    ↓そのためには 
  あるべき姿を明確にする(うまくいっている例を見

せ、実感させる) 
    ↓そのためには 
  ルールを設定する(あるべき姿を実現させるための

ルールを作る) 
    ↓そのためには 
  ルールと責任を明確にする(設定したルールは目に

付く場所に表示、責任の所在も明確に) 
    ↓そして繰り返し行動させ 
  習慣づける 
 

 環境整備の手順を作り、方法を統一した
ことで 

  
→スタッフの環境整備に取り組む意識の変

化があった。 
→看護業務が円滑になり、事故防止にも繋

がった。 
 

習慣づけるためには手順を作り、 
ルールを設定することが大切！！！ 

 

ご清聴ありがとうございました。 
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