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療養病棟における５S活動に基づいた適正な在庫管理～職員のコス
ト意識の向上を目指して～

発 表 者 高原 六月 （岡山県：矢掛町国民健康保険病院）

共同研究者 下路 真智子、川村 かすみ

����� !"µ.�38I�ùûZBü�X
4Z���ý¸þ@� µÅÆ�ØÅÆ���µ
�è�Ò��OI��Dr��µ��º��P���
Z��Z	%/³
�X45

��� �K�\����ý¸þ@']����
���Dr����@��������ºX5

g�
結語です。患者緊急搬送手段はこの３年間で改

善が認められましたが、ヘリコプター搬送は悪

天候の場合は運航不可になるなど天候によっ

て、また Drヘリは日没までと時間帯等の制約

があるのが課題と考えられました。また、患者

搬送だけでなく、ヘリコプターによる本土から

離島への Drデリバリーシステムの構築も望ま

れます。
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【はじめに】A病院療養病棟は、看護師１５名、介

護福祉士１１名のスタッフから編成される。物品

管理には、医療材料を使用する看護師と、物品

請求に関わる介護福祉士との連携の難しさが

あった。

小林は１）、「安全に日々の業務を行うには、物

品管理が不可欠である。病棟における物品管理

の整理・整頓の考え方は、産業界での「５S」

による取り組みの効果を受けて、医療の場で取

り入れられた方法」と述べている。

５Sとは、�（整理）必要なものと不要なも
のを分け、不要なものを捨てること�（整頓）
必要なものがすぐに取り出せるように置き場

所、置き方を決め、表示を確実に行うこと�（清
掃）掃除をして、ごみ・汚れのない綺麗な状態

にすると同時に、細部まで点検すること�（清
潔）整理・整頓・清潔を徹底して実行し、汚れ

のない綺麗な状態を維持すること�（習慣化）
決められたことを、決められたとおりに実行で

きるよう、習慣付けることを意味する。

看護師は、患者の高齢化、業務の多様化、医

療安全、生命の維持、生活援助など、広い範囲

で関わり支えている。日常的にいくつもの業務

を同時進行し、平行的に行っている為多忙にな

り、ナースステーションの机の上や処置室が煩

雑になりがちであった。緊急時の必要物品の不

足により、必要以上に物品請求がなされ、使用

頻度の少なさからくる在庫の多さ、使用期限切

れも目立っていた。在庫確認を行うと不要在庫

にコストがかかっており、スタッフのコスト意

識が低いこともわかった。

そこで、職員のコスト意識を含めた物品管理

について調査し、５Sに基づいて業務改善を行っ

たので、ここに報告する。
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【１、研究方法】

１）対象：療養病棟に勤務する看護師１５名、

介護福祉士１１名

２）方法：物品管理に関するアンケートを５

S活動前後に行う。

アンケートは、単純集計とする。

５S活動を行う。

整 理…物品棚の現状を把握し、必要

な物品と数を決め、不要な物

は捨てる。使用頻度の高い物

を視線の位置で取りだしやす

い所へ。

整 頓…必要な物がすぐに取り出せる

ように、用途に合わせて配置

を決め、商品名・定数・コス

トのラベルを貼り、注文カー

ドを作成する。

清 掃…掃除を行い、定期的に点検す

る。（毎水曜日）

清 潔…整理・整頓・清掃を行って、

その状態を維持する。

習慣化…注文カードの使用方法（所定

数量を使用すると注文カード

が現れる。そのカードを請求

ボックスに入れ、介護福祉士

が請求する）を徹底し、習慣

化する。目的を理解してくり

返し行動することを定着する。

３）期間：平成２４年１０月１日～平成２５年３月

３１日

４）倫理的配慮：病棟師長の承認を得た後で、

当病棟スタッフに対し、研究の主旨、方

法、また、アンケート調査は本研究以外

では使用しないことを説明した。アンケー

ト用紙はプライバシー保護に努め、無記

名で回収した。
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【２、結果】看護師と介護福祉士の５S活動前後

のアンケート結果は図の通りであった。（図１）
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実施前アンケートでは、物品請求に関して介護

福祉士より質問された看護師は１４人（９３％）だっ

た。その質問内容で一番多かったのは、商品名

に関する質問で、看護師１４人（１００％）だった。

次に多かったのは、注文数に関する質問で９人

（６４％）、取りに行く場所６人（４３％）、定位置を

聞かれた５人（３６％）だった。看護師に質問し

た介護福祉士は、１１人（１００％）だった。その質

問内容で一番多かったのは、商品名に関するこ

とで１０人（９１％）だった。次に多かったのは、

定位置を聞いた８人（７３％）、取りに行く場所４

人（３６％）だった。

コストに関しては、コスト意識を持って仕事

をしているかの質問に対しては、看護師１０人（６７

％）と介護福祉士に比べ意識は高かった。残数

の確認については、介護福祉士の方が意識は高

かった。

実施後アンケートでは、物品請求に関して介

護福祉士より質問された看護師は１３人（８７％）、

看護師に質問した介護福祉士は８人（７３％）だっ

た。その質問内容で看護師に一番多かった質問

内容は、注文数に関する質問で８人（６１％）、定

位置を聞かれた６人（４６％）、取りに行く場所４

人（３１％）、商品名は３人（２３％）と減少した。

介護福祉士では注文数と定位置を聞いたがどち

らとも７人（８８％）だった。次に多かったのは、

商品名５人（６３％）、取りに行く場所２人（３０％）

だった。

改善後、介護福祉士に質問され業務を中断し

た看護師は８人（６２％）と減少した。

コストに関しては、コスト意識を持って仕事

をしているかの質問に対して、看護師は８人（５３

％）と低く、介護福祉士は逆にコスト意識が少

し高まった。

物品が足りなくて困った経験は、看護師は１５

人（１００％）と全員だった。

残数の確認に関しては、介護福祉士の方が意

識が高かった。改善して良かったのは、看護師

は１２人（８０％）、介護福祉士は１１人（１００％）で

あった。
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【３、考察】処置室内の必要物品と使用物品を把

握し、５Sによる適正な在庫数を検討した。品

切れの物は中止し、使用頻度の少ない注射針は

本数を減らした。月に１回交換するレビンチュー

ブ・バルンカテーテルは定数の半数に減らし、

２週間に１回交換する物品は約２／３量に定数を減

らした。吸引チューブ・手袋は現状通り、ほぼ

使用しない血管内留置針などは急変用として定

数を２～３本とした。同じ使用目的で種類が複

数あったテープ・マスク・手袋などは、一番使

用している物を残して種類を減らした。このよ

うに１７品目の在庫中止と、５９品目の定数削減で

５９，３８６円のコスト削減が出来た。しかし、改善

後も、介護福祉士が請求方法を理解できず尋ね

る場合もあったが、注文カードの使用方法を繰

り返し説明する事で、不足物品は請求できた。

また交代勤務によりスタッフ全員に伝達がうま

くできなかった事や、慣れない請求方法で手間

取った事も原因の一つであると思われる。

コストについては、値段を表示することで値

段を知る効果はあったが、それを意識して使用

しているかは看護師、介護福祉士ともに意識が

低く職員教育の必要性を感じた。５S実施後、

物品が不足し困ったことは、患者の急変が重な

り、点滴セット・血管内留置針・注射針など少

ない定数物品の使用頻度が上がり不足がおきた

と考えられる。患者急変時に必要な定数を再度

考える必要があった。使用頻度の少ない物品に

ついては、期限チェックを行い、使用頻度の多

い部署へ回し使用してもらう事にした。

急変時物品が足りなかったり、定位置の変更

で戸惑ったりしたが、改善して良かったと答え

るスタッフがほとんどであり物品名・写真・注

文数が札に書いてあるので請求するのが楽に

なったと思われる。介護福祉士が日常業務で請

求物品について困らなくなった。不必要な物品・

期限切れの物品を整理することで、スペースも

広くなったという声が聞かれた。

藤森は５Sの定義のなかで２）「決められたこと

を、きめられた通りに実行できるように習慣づ

ける。職場のなかで周知徹底することが重要だ」

と述べている。いつか使うかもしれない・誰か

が片付けてくれるだろうという思いから増えた

煩雑な物品、不要な物品が整理・整頓でき、改

善はされた。しかし物品管理の方法が、交代勤

務のすれ違い等によりなかなか周知できなかっ

た事。また、整理することにより、定位置が変

わり、請求方法が変わった事が注文数・定位置

を聞く回数を増やす結果になったと思われる。
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【４、まとめ】病院で使用するすべての医療材料

を定数化することは困難である。５Sを通して

コスト削減・物品の定数化（都度補充方式）・注

文カードを作成したことで、散在していた物品

が一箇所に集まり、探しやすくなった。また必

要以上の請求がなくなり、効率よく物品が使用

されるようになった。物品を使用しない介護福

祉士が請求するという業務も、注文カードによ

りスムーズに出来るようになった。

今後の課題として、必要物品１つ１つの値段

表示を継続し、物を大切にする精神を職員に周

知・徹底させる。そして需要にあった定数配置

の定期的な見直しを行い、５S活動を定着させ

安全・安心な看護を提供していきたい。
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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。

QRSTU=VWX?@AC°±
²��h³´24µ¶���

• ·|@¸¹º?@A
²»?¼½tu?@¾� ¿1,332¾� ·|vÀ\37¾�

• ÁÂ?@ ²?@¾� ¿18,786¾�Ã�³Ä100¾�

• ÅÆÇÈ ²ÇÈk� ¿1,991É�

• Êm?imË?Ì
• ÍÈÎÏ²ÍX�P,ÐÑÒ,ÓÔÕ,^iÖ×ØÙÚ,ÛÜ¶ÝÞ�

• ß��CtuvwF~A
• �àAC�á?@A
âã?@A²ä3å�æç�áAièél�áA²Íä1å�

【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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