
【はじめに】当病棟は、内科・外科・整形外科・小
児科の病床を有する急性期混合病棟です。平成21
年より固定チームナーシングにおいて、一看護師が
2～3名の患者を入院時から退院時まで受け持つ患
者担当制を導入しています。当院では、平成23年
より看護体制が10：1となり、在院日数の短縮が課
題となりました。そのため、入院早期からの看護介
入が重要ですが、看護師個々で意識の差がありチー
ム内でのカンファレンスも有効に行われていない現
状がありました。そこで、看護方式を見直しスタッ
フへの定着を図るため取り組みを行ったので報告し
ます。

研究目的・倫理的配慮についてはポスターを参照し
て下さい。

患者担当制を導入した平成21年から、今回の研究
に至るまでの経過を表示しています。平成22年度
の院内研究発表での課題をふまえ、フローチャート
の修正とチェックシートの作成を行いました。

以前の看護方式フローチャートでは、看護計画初期
評価は入院から2週間以内とし、カンファレンス実
施の時期が明確に示されていないため、受け持ち看
護師の判断にゆだねられていました。
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          はじめに 
 

 当院では平成23年より看護体制が10：1となり、 

在院日数の短縮が課題となった。 

入院早期からの受け持ち看護師の看護介入が重要 

であるが、看護師個々で意識の差がありチーム内 

でのカンファレンスも有効に行われていない現状に 

あった。 

 そこで、看護方式を見直し定着化を図るための 

取り組みを行ったので、ここに報告する。 

  患者担当制導入からの流れ 

平成21年8月より1看護師が２～３名の患者を入院時から退院まで受け持つ。 

看護方式についての指標がなく、患者との関わり方は個々で違いがある。
役割は退院時にサマリー記入程度。看護計画の見直しも不定期であった。 

平成22年9月より、受け持ち看護方式フローチャート使用・担当患者一覧表の
変更を行い担当看護師の役割を明確にし、意識改善を図る。 
(平成22年度院内研究会にて発表) 
 

課題：①カンファレンスの充実(スタッフ・他職種間との連携)、 
    早期の看護計画立案・修正、退院を見据えた看護展開  
    ②患者パート移動時の引継ぎの徹底  
    ③H22年12月から導入された新システムに対応したフロー 
    チャートの検討  
 

①新システムに対応したフローチャートへの修正 
②患者担当制チェックシート作成 

研究目的 

 受け持ち看護師の意識向上を図り、早期からの
看護介入を行うため、現行の看護方式 

 フローチャートを見直し、患者担当制チェック
シートを作成し導入した。スタッフへの質問紙
調査による評価にて効果を検討する。 

  
 
 
 
 
 
 

倫理的配慮 

質問紙調査時、研究目的について説明し個人が特定されない 
よう配慮しスタッフに同意を得た。データ集計後は速やかに 
廃棄処理を行った。 
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今回、見直しを行ったフローチャートでは、計画の初期評価
を1週間以内とし、カンファレンスを入院時と初期評価時に
行う事で、早期に看護の方向性を明確にし、受け持ち看護師
を中心にスタッフ間で情報共有を行うようにしていきました。

他職種との連携における役割においては、受け持ち
看護師は患者・家族にとって身近な存在となり、情報を
収集し看護計画を評価・修正していきます。必要に応じ
他職種と連携を図っていきます。地域の特性から、高齢
者の独居世帯や老老介護の世帯も多く、在宅調整が問題
となることも少なくありません。患者の状態を把握し看
護介入を行っていくことが重要となってきます。

今回、修正したフローチャートの内容に沿って「患
者担当制チェックシート」を作成しました。導入期
間は平成23年6月から11月までの5か月間です。記
入方法・運用についてはポスターを参照して下さい。

結果です。病棟看護師を対象に質問紙調査を行いま
した。チェックシート使用中は全項目において改善
がみられています。新たに追加したカンファレンス
の項目も、入院時100%、初期評価時89% の実施が
できています。しかし、導入期間が終了すると5項
目が低下していました。

チェックシートの記入をしている看護師は84% で、
記入をすることで効果を感じている反面、チェック
シートの問題点を指摘する意見もあり、記入してい
ない看護師も16% という結果でした。
チェックシート終了後、フローチャートに沿ってで
きている看護師は26%、だいたいできているが
42%、できていないが26% という結果でした。
チェックシートがあるときは意識してできていた、
チェックすることで受け持ち患者に関わりが多くも
てるようになっていたという意見もありました。

   一般病棟における受け持ち看護方式フローチャート 

 

患者入院（新規入院・3階からの転棟患者） 

リーダー 受け持ち看護師 

受け持ち看護師を決定し、一覧表に記入⇒ 
入院から2週間目の日にちを初期評価日欄に記入 

(夜勤、休日はフリーが行う) 
※人数調整上やむを得ない場合を除き、できるだけ当日勤務者を担当 
 とする 

患者のベットネームプレートに受け持ち看護師名を 
記入。掲示の際、患者へ説明する。 

受け持ち看護師は受け持ち患者のもとへ行き、 
自分が担当であるという挨拶を行う 

受け持ち看護師へ連絡 

※入院当日、勤務していない場合は出勤時担当患者一覧
表を確認し、新規入院患者をチェックする。その際に患
者へ挨拶を行うこと 

入院中、患者がパート移動した場合新たな 
受け持ち看護師をその日のリーダーが決定し、 
ネームプレート・一覧表の書き換えを行う 

患者の状態に応じ、看護計画の見直しを行う。 
初期評価は入院から2週間以内。評価をしたら 

一覧表の評価日を消す。以後、毎月評価・修正を
行う。パート移動の場合は必ず引き継ぎを行う。 

受持患者の情報収集を行い、カンファレンスでの
問題提起・退院へ向けての調整などスタッフの 

中心となり行う。 

連絡、相談を受け適宜アドバイ
スや主治医との調整を行う 適宜、情報交換 

退院決定 退院調整・指示受け 退院後の状態(通院・訪問・転院等)に応じ、 
外来との調整、退院指導、サマリー記入を行う 

変更前 

一般病棟における受け持ち看護方式フローチャート

患者入院（新規入院・3階からの転棟患者）

リーダー 受け持ち看護師

受け持ち看護師を決定し、一覧表に記入
(夜勤、休日はフリーが行う)

※人数調整上やむを得ない場合を除き、できるだけ当日勤務者を
担当とする

患者基本画面に受け持ち看護師名を入力しベット
ネーム印刷を行う。掲示の際、患者へ説明する。

受け持ち看護師は受け持ち患者のもとへ行き、
自分が担当であるという挨拶を行う

受け持ち看護師へ連絡

※入院当日、勤務していない場合は出勤時担当患者一覧表
を確認し、新規入院患者をチェックする。その際に
患者へ挨拶を行うこと

入院中、患者がパート移動した場合新たな
受け持ち看護師をその日のリーダーが決定し、
ネームプレート・一覧表の書き換えを行う

患者の状態に応じ、看護計画の見直しを行う。初期
評価は入院から1週間以内。評価をしたら次回2週間
後の評価日を入力。入院期間が1ヶ月を超えたら1ヵ
月後の評価日を入力。パソコン画面上には常に評価
日が記載されている状態にし、確実に評価・修正を
行っていく。パート移動の場合は必ず計画の評価
または受け持ち看護師間での引き継ぎを行う。

受け持ち患者の情報収集を行い、カンファレンスでの問題提
起・退院へ向けての調整などスタッフの中心となり行う。

連絡、相談を受け適宜アドバイ
スや主治医との調整を行う

適宜、情報交換

退院決定退院調整・指示受け 退院後の状態(通院・訪問・転院等)に応じ、
外来との調整、退院指導、サマリー記入を行う

入院時カンファレンス内容をカンファレンスノート・
記録にて確認。初回評価時はカンファレンスにかけ

て計画の見直しをしていく。

※受け持ち看護師は患者担当制チェックシートの各項目に実施日を記載し確実に実施していく。

変更後 

 
 
 
 

  担当患者名 

      

入院日       
担当患者への挨拶       

パソコン基本画面・ベットネームの担当

看護師名の記入 
      

担当患者の病名・治療の把握       

入院時カンファレンスの施行       

入院時カンファレンス内容の確認 
（カンファノートまたは経過記録にて） 

      

看護計画初期評価の実施       

初期評価時のカンファレンスでの検討       

入院 1 ヶ月時の看護計画評価・修正       

パート移動時の看護計画の評価または

看護師間の引継ぎ 
      

パート移動時の、ベットネーム・パソコ

ン画面上の担当看護師の変更 
      

退院決定時の退院調整・退院指導       

転院・訪問・糖尿病外来フォロー時の 
サマリー記入 

      

退院日、または 3 階転棟日       

 

     患者担当制チェックシート H23.6.2～11.2まで導入 

①受け持ち看護師自身が記入 
  （パート別にファイルに保管） 
 
②各項目、実施日を記入 
 
③看護計画評価日は、パソコン画面        
上に入力されている。評価日が超過した場
合は、黒文字⇒赤文字へ自動的に変更さ
れる。 
 
④カンファレンス内容は、カンファレンス時
に、パソコンの経過記録、または各パートの
カンファレンスノートに記載する。受け持ち
看護師が司会進行。 
 
⑤パート移動時に、受け持ち看護師が勤
務していない場合は、その日の担当看護師
が引き継ぎを行い、実施日を記入しておく。 
 
⑥退院調整、退院指導などについては主
治医・師長・リーダーナースへ相談し介入
行っていく。 

受け持ち看護師 

患者 

家族 

主治医 病棟スタッフナース 病棟師長 

リハビリテーション 
地域連携・外来 栄養科 

挨拶・情報収集 
看護計画評価・修正 

相談・要望 
 NST介入 

食事形態変更 
食事内容相談など 

看護の実施 
カンファレンス検討 
情報交換など 

治療方針確認 
病状説明実施 
情報交換など 

退院調整 
介護保険申請 
情報交換 
相談・報告など 

訪問介入依頼 
情報交換 
継続指導確認など 

リハビリ介入依頼 
ゴール設定確認 
在宅指導など 

他職種との連携における受け持ち看護師の役割 

＜結果＞チェックシート使用前中後の比較 
使用前 

ｎ=25 

使用中 

ｎ=19 

使用後 

ｎ=19 

受け持ち患者への挨拶を必ず行っている ５５％ ６３％ ３２％ 
受け持ち患者の病状・治療内容・主治医
の方針・説明内容を把握している。 

２３％ ３７％ ４７％ 
看護計画の初期評価を必ずしている 

 
８６％ ８９％ ７９％ 

初期評価時のカンファレンスを行っている 
 

実施なし ８９％ ６９％ 
1ヶ月毎に看護計画の評価をしている。 

（入院期間が1ヶ月を超過した患者のみ） 
４５％ ６８％ ６３％ 

患者のパート移動時には引継ぎ、評価をし
ている ３６％ ３７％ ５３％ 
入院時カンファレンスの内容をノートや記
録で確認していますか 実施なし １００％ ８９％ 
カンファレンスでの問題提起・退院調整な
どができている １４％ ６３％ ７４％ 
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チェックシートは今後も必要だと回答した看護師は
42%、内容を検討すべきが5%、定着しているので
必要ないが26% でした。

考察。今回の取り組みでは結果として、フロー
チャート内容の実施率が改善し定期的なスタッフ間
でのカンファレンスが実施できるようになりました。
しかし、質問紙調査においてチェックシートに対す
る問題点の指摘もあり、使用を終了すると意識の低
下がみられ定着に至っていない状況でした。新たな
取り組みを行う場合は、定着させる段階までが重要

であり、定着できなかった場合は原因を明確にし解
決方法を導き出す必要があります。今回は、チェッ
クシートの運用において評価システムがなかったこ
とが意識の継続に結びつかなかった要因ではないか
と考えます。スタッフの約半数は、今後もチェック
シートは必要と回答しており、内容・運用の見直し
を行い評価システムを導入することで、互いに意識
を高め合い、受け持ち看護師としての役割を定着さ
せていく取り組みが必要と考えます。

結語。チェックシートの導入はフローチャート内容
の実施率改善につながり効果があったと評価できる
が、終了後の意識の継続・フローチャートの定着化
につながっていないため、今後もチェックシートの
再検討・定期的な評価・取り組みの継続が必要であ
る。

今後もよりよい看護が提供できるようスタッフ一丸
となり取り組んでいきたいと思います。ご静聴あり
がとうございました。

   質問紙調査より 

・患者担当制チェックシート
の記入をしていますか

している
84%

していない
16%

 チェックシートを記入することでどのよう
な変化がありましたか(複数回答可) 

 

①受け持ち看護師として行う項目が明確
になり、フローチャートに沿ってできる
ようになった・・・・１０名 

②患者への挨拶を必ずするようになっ
た・・・・１３名 

③看護計画の評価が、確実にできるよう
になった・・・・１４名 

④初回評価時に、カンファレンスにかける
ことが意識づけできてきた・・・・１０名 

 
 
 
⑤記入するだけでチェックをかける人がい

ないので本人の意識が薄いと記入し
ていないと思う・・・・５名 
 
 
 

   チェックシートは今後も必要だと思いますか？ 

42%

5%26%

11%

16%

必要

必要だと思うが内容
を検討すべき

定着してきているの
で必要ない

その他

無記入

チェックシート終了後、フローチャートに沿った受け持ち看護師
の役割ができていますか？ 

無記入
6%

できていない
26%

だいたい
できている

42%

できている
26%

できていない理由は？ 
・チェックシートがあるときは意
識してできていたが、なくなる
と意識が薄くなりできないよう
になってきた 
 
・チェックシートにチェックする
ことで受け持ち患者に関わり
が多くできるようになっていた
が、現在は部屋もちしたときだ
けの関わりになっている 
 
 

           考察 

 フローチャートを見直し、チェックシートを導入 
  ・フローチャートの内容の実施率改善、定期的なカンファレンスの実施 
   ・チェックするだけで評価システムがなく本人の意識にゆだねられる 
 

 チェックシート終了後、意識の低下がみられ定着には至っていない。 
  約半数のスタッフが今後もチェックシートは必要だと回答。 
   
  
 チェックシートの内容を見直し、評価システムを導入 
  していく。 
  相互評価にて互いに意識を高めあい、受け持ち 
  看護師の役割を定着させていく取り組みが必要。 
      

          結語 

①チェックシートの導入は、フローチャート内容の 

 実施率改善につながり受け持ち看護師の 

 意識向上に効果があった。 

 

②チェックシート終了後の、意識の継続ができていない
ため、フローチャートの定着化が図れていない。今後、
チェックシートの再検討・定期的な評価・取り組みの 

  継続が必要である。 
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