
栄養科５S活動

５S対象場所：栄養科事務所

決めた理由：

パソコンとプリンターが増設されたため、デスク周りに

物が増えた。

引き出しの中に物を収納できるようにしたい

医療安全・業務改善の視点からの期待

デスクと壁に物があふれている状態を何とかする。

見た目に清潔感のある空間にする。

活動前の状態（壁・扉）
いろんな書類が
雑多に貼られた
ホワイトボード

扉にもカレンダー
や書類がベタベタ
貼られている

活動前の状態（デスクまわり）

4/20/2021

デスクの横にメモ
がいっぱい貼られ
ている。

栄養管理ソフトの
入ったPCがデスクと
デスクの境にあって
使いにくい。

栄養科事務所 目標⇒収納スペースを活用し、デスク上のものを減らす。

Before 引き出しの中の不要品を処分する。

壁張りの掲示物もボードにまとめて整理する。

4/20/2021

色々なものが雑多に貼ら
れたホワイトボード。

栄養管理ソフトの入った
PCがデスクとデスクの
境にあって使いにくい。

活動後の状態（壁・扉）

書類の定位置を決めて、
余計なものは貼らないよ
うにしました。

活動後の状態（デスクまわり）

デスクの上の書類
は整理して
ファイルしました。

PCを使い
やすい位置
に移動しま
した。
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活動のまとめ
定位置を決めたら、その場所に、見てわかるように書いておくと、整
理した時の状態が維持されることが分かった。

これまでは、中間報告以降に、せっかく整理した状態が元に戻って
いることがあったが、今回はそれを防げた。

どのような状態にしてほしいのか
書いておくと有効。

何を貼る場所か書いておくと、整理
した時の状態が続く。

今後の課題

委託会社のスタッフとは、勤務条件が異なること
もあり、活動を業務として、共に行うことが難しい。

一人で活動するとなると、できる場所も限られてく
るため、次年度の活動場所をどうするかが課題。
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外来５S活動
５S対象場所： ①外来休憩室 ②外来待合（掲示物）

③外来の結果郵送や物品請求のしくみ

決めた理由：

①休憩室内が書類やサンプルであふれ、スペースが狭く休憩できないため

②掲示物の更新ができておらず、タイムリーで患者に必要な情報が提供できて

いないと考えたため

③今まで一人もしくは決まった人のみで業務をしていたが、業務の効率化・確認ミ

スを防止するためシステムを構築しようと考えた

医療安全・業務改善の視点からの期待

①快適な空間での休憩はスタッフにゆとりや余裕を与え、患者へ対応が向上する。

②サンプルの在庫を把握することで患者へ適切に渡すことができる。

③患者が外来の流れを把握しスムーズに診療を受けられるようになる。

④チェックするタイミングを明確にしインシデントをなくす。

誰もが適切な物品補充をおこない、物品不足による診療の妨げがない。

外来休憩室

書類やサンプルが山積み状態であったが不要な書類
は処分し棚の中に納まるものだけにまとめた。

ソファも３人が密にならないように座れるレイアウトに変
更し机の上にアクリル板を設置した。

一度きれいに整理するとスタッフみんなが片づけを意
識し、常整理された状況を保てるようになった。

結果郵送・物品請求のシステム構築

• 物品請求リストを作成したことでスタッ
フがそれぞれで物品を請求し、請求中
の物も伝票を確認することで明確にな

り重複で 請求することもなくなった。

• 結果郵送は担当者を５名とし、いろいろなスタッフが関わることによるリスクを避け、業務
を行った。担当者たちは郵送準備がどこまでできているかを誰もが分かるようなシステム
を構築し、郵送遅れ・郵送間違いが無いよう対応している。

外来器材庫

器材庫が煩雑だったので、ファイル・パンフレット
など種類ごとに分別した。

各係活動に必要なものを置くスペースを設け業
務がスムーズに行えるようにした。

評価と今後の課題
今年度は整理・整頓だけでなく新たな業務のシステム構築に取り

組んだ。休憩室・器材庫は大幅に物を減らし、定位置を決めることで
その後も煩雑になることはなく、常に整理された状態を保つことがで
きている。

また定位置を決めることで物を探す時間を省き、定数も見やすく物
品の過不足もなくなった。

掲示物に関しては感染拡大を懸念し、 小限にしたが患者に必要
な情報が正確に伝わるよう配布物などで工夫し情報伝達に努めた。

スタッフ全員に役割を分担することで、全員で５Ｓに取り組むことが
できた。次年度も患者の視点に立った５Ｓ活動をスタッフと共に取り
組んでいきたい。
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医事課５S活動

５S対象場所：受付カウンター

決めた理由：

整理整頓することにより、書類の混在、紛失を防ぐ

作業スペースを広くとることで業務の効率化を図る

医療安全・業務改善の視点からの期待

整理整頓し、書類の混在、紛失を防ぐ

作業スペースを広くとることで業務の効率化を図る

物品が定位置にあることで探す手間が省ける

メモを整理集約することで素早い対応ができる

活動前のカウンター内

× 患者から丸見えで
あるにも関わらず業務
中は書類や物品が散
乱している

×スペースが足りず
他の保管場所も検
討中の書類

× 物を置くスペー
スが限られている
ためキーボード上
にも書類が置かれ
ている

活動後 １

フロアケースを設置し

書類を整理

書類たてを導入し
スペースを確保

活動後 2

オーバーテーブルを

再利用して、作業場所
を確保

4/20/2021

レターケースを設置
し、書類を整理

カウンター内を整理したこ
とにより、事務室内の書類
棚の整理にも着手できた。
サーバー室の書籍、書類も
集約して整理することがで
き、相乗効果を得ることが
できた。

今後の活動計画

整理整頓の継続と、作業効率の更なる向上を目
指します

★整理整頓による生産性の向上
★整理整頓によるセキュリティの確保（書類紛失等の防止）

★整理整頓されたカウンターで患者に清潔感を提供
★整理整頓を全員の目標として共有し、チーム力の醸

成を図る
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庶務課５S活動

５S対象場所

引き戸書庫２台

決めた理由

３月に庶務課内の模様替えをし、引き戸書庫が２台

に増えた。 １台は前から使用しており、中身は

そのままの状態で、もう１台はとりあえずの物を

収納している状態である。

業務改善の視点からの期待

１、入口書庫の利便性の向上

２、個人情報書類の適正な保管

書庫①（事務室の奥）

＜改善点＞
・カタログは事務室入口側の書庫②へ移動し貸出しやすくした
・使用していない在庫品は処分した
・今後他のキャビネットより書類を移動させるために、あえて空きスペースを設けた

書庫②（事務室入口付近）

＜改善点＞
・カタログの必要性を判断し、半数近く処分した。
・不要な文具品を処分した。
・請求頻度が高い物品を収納し、すぐに取り出せるようにした。

今後の課題

・カタログの保管期間を決める。

・来年度の５Sで書類を整理する際に、書庫①

の空きスペースを利用し、個人情報書類の

適正な保管を続ける。

19 20

21 22



OP室・中材５S活動

５S対象場所：OP室 中央材料室

決めた理由：

① 緊急OPセットを作成し、効果的であるか聞き取り評価して

いく必要がある。

② コロナウイルス感染拡大予防の為、必要な衛生材料を確保

する管理が必要。

医療安全・業務改善の視点からの期待

① 物品や機器に不備がないようにし、患者の安全を担保する。

② 清潔を保ち物品の過不足がないように管理する事で、患者の

安全を担保しスタッフの業務を円滑にできる。

OP室
・短時間でＯＰ準備ができるようにＯＰ器械セットを作成した。

スタッフから、ＯＰの準備が速くできるようになったとの評価。

今後、緊急時に対応できる環境を整備していく。

・備品の点検、補充は週3回実施しているが、週3回は不要と

の意見があり補充点検方法を検討し変更した。

今年度実施し、物品の不備も無く点検への負担・不要感の声も

無くなった。

・コロナウイルス感染対策でＯＰ室内にオゾンエアバスターが設置
され、稼働させている。

中材

・コロナウイルス感染症の影響で備品納入が不安定な為、通常

ディスポにする物品の再利用の消毒が新しい業務に加わった。

・昨年、購入した機器乾燥機（チューブ類を含む）がフル活動し、

乾燥がスムーズで消毒、滅菌過程が短時間になった。

・中材室の清掃はチェック表を活用し、日々確実に実施できている。

・針刺し防止用の採血ホルダーを導入した。

今後の課題

• OP室の適正な備品点検の実施により、物品
の不足、不備がない 方法を開始した。今後も
評価をしていく。

• コロナの影響で供給が不安定な物品もあり、
業務に支障がないように運用する。

• 患者とスタッフにとって安全で使いやすい衛生
材料を導入する。
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薬剤部５S活動

５S対象場所：

薬剤室

決めた理由：

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い消毒薬の

管理を庶務課から薬剤科へ引き継ぐことになり、

薬剤師不在時でも払出しが可能な状態するため。

医療安全・業務改善の視点からの期待

消防法により、届け出を行わずに保管可能な量が

80Ｌまでと規定されていることから、それ以上になら

ない在庫管理を行う。

実施内容

・アルコール消毒薬は目的によりジェルタイプと液体

タイプの2種類を使い分けていることから、それぞれ

の適正在庫量を把握する。

・始めのころは、アルコール消毒薬の購入に関して、

安定供給とは言えず、様々な業者から購入しなけ

ればならなかったため、適切な在庫量を維持する

ことは困難な状態がしばらく続いた。夏場を過ぎて

供給が比較的安定、現在はほぼ適切な量を確保

した状態で運用できている。

整頓状況
一斗缶在庫時

現在

10月時点での状況
今後の課題

消毒用アルコールの供給がある程度安定している

現状においては、業務上不都合が生じることのない在庫
を確保できている。

また、消毒薬をできるだけ集めて保管することで、在庫
場所を探す手間は省略できると考える。

また、コロナウイルス感染症の流行はもうしばらくは続
くと考えられるため、消毒薬の使用量をこまめに確認し、
過不足がないよう在庫を維持することが必要である。
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検査５S活動

５S対象場所：

外来休憩室（外来・事務と共同で）

決めた理由：

試供品が積み上げられ、職員が休憩するスペースが

少ないため。

医療安全・業務改善の視点からの期待

試供品の在庫が適正に管理できる。

職員がゆとりがあり、清潔なスペースで休憩できること

５S活動前の1階休憩室

現状

コロナ対策を徹底した休憩室 試供品などの余剰品が床にあふれなくなった

終報告

• 検査室としては何もできず、事務・外来スタッフの実践と
なった。

• 試供品の納品数や種類の見直しを行う予定だったが、配
布を頻繁に行うことで余剰品が出ないよう調整できた。
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放射線科５S活動
５S対象場所：

撮影室（Ｘ線撮影室、マンモグラフィ室）

決めた理由：

新型コロナウイルスを含む感染症対策の一環として、

検査に用いる物品などを整理し、検査を安全でスムーズに

実行できるよう見直していきたい。

医療安全・業務改善の視点からの期待

感染対策を実施することができ、

検査もスムーズに実行することができる。

検証の 終報告

1. 感染予防対策

①手指の衛生
消毒用液体石鹸を使った「日常手洗い」、速乾性アルコール
消毒薬を使った「手指消毒」を行い、患者に接触する前後だ
けでなくこまめに行う。

②放射線診療業務（Ⅹ線撮影）
Ⅹ線撮影室、マンモグラフィ室内や関係のある医療機器類
は適切な消毒を実施する。
患者の素肌が直接触れる装置に関しては、始業点検時はも
ちろん撮影前後に除菌シートを用いて清掃を行う。

→ 手指消毒剤、速乾性アルコール消毒薬、除菌シートを
用いて、適切な手指消毒と清掃が行えた。

2.物品の配置

①消毒剤

患者に接触する前後に手指衛生を確実に行えるように、手指消毒剤、

速乾性消毒剤を随所に配置する。

②検査着

新型コロナウイルス感染症対策として検査着は一人一着とした。

→ 適時必要な場所に配置することが出来た。

3.物品の管理

①消毒剤

適切な消毒を実施するために、消毒物（医療機器など）によって

消毒剤や除菌シートを使い分けている。

②検査着

使用済検査着から汚染が拡大しないように取り扱い、保管している。

→ 適切な手指消毒と清掃が行えた。

今後の課題

・ 今回、撮影室の整理整頓は、特に問題なく行われた。

・ 今後は、検査件数を考慮した在庫管理を行い必要性
を確認しながら、操作室の収納棚等の整理整頓を

実施し、環境整備を行っていく。
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２F病棟５S活動

５S対象場所：

①分娩室1 ②2Fスタッフステーション

決めた理由：①分娩件数の増加に伴い出血など緊急対応することも多くなっている
。

物品が使いにくく慌てることがあるため、使いやすい物品の配置や

管理を考え、業務がスムーズに行えるようにしたいと考えた。

②昨年度は電カルの導入にあたり、スタッフステーションの5Sを行った

が動線が悪くまだ改善すべきところがある。

医療安全・業務改善の視点からの期待:

①物品の管理を確実に行い、使いやすい配置を工夫することで、

緊急時の対応がスムーズに行える。

②限られたスペースのなかで使いやすい配置を工夫することで、

患者に寄り添う時間が増える。

インシデント、アクシデントを減らすことができる。

２F スタッフステーション
• スチールラックの輸液ポンプを点滴台にセットしすぐ使用できる

ようにし、空いたスペースを利用して臍帯血バンクの物品をまと
め、整理した。

2Ｆスタッフステーション

• ゴミ箱の蓋がテーブルに
当たらないようにテーブ
ルの高さを上げ、テーブ
ルの下に3つのごみ箱を
まとめて置いた

分娩室１ PPE配置

PPEの
保管場所が散在し
ている。
⇓

分娩室入室時に
PPEを1か所で装
着できるよう入り口
にPPEをまとめた。

分娩室入り口

オーバーテーブル

シンク上の棚

分娩室１ シンク下収納

出血多量の際に使用
するバクリバルーンが
入っている引出しに、
不要な物品が入って
おり、物品がすぐに取

り出せない
状態

不要なものを
上の棚に収納

出血対応に必要な
ものだけを収納
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患者支援課５S活動
５Ｓ対象場所：

3階説明室

決めた理由：

これまで内視鏡検査時のみ使用していたが、今年度より

患者支援課も使用することとなり、業務が円滑に行えるよう、

また患者との面談場所としても使用できるよう環境を整える必

要がある。

医療安全・業務の視点からの期待：

①業務が円滑に行えることで、産前・産後ケアの引き受けの

検討やより細やかな他部署・地域との連携ができる時間を

生みだす。

②患者が安心して過ごせる環境を提供することで、メンタル

ケアにつなげる。

１．業務を行うための環境整備

・作業しやすいように棚と引き出しを配置し、書類類をナースステーションから

移動した。

・電話訪問を行うため、設置電話を代表番号から発信できるよう設定した。

・電子カルテを午後ベビー室から借りるようにした。

・カレンダーを活用し、患者への電話訪問や地域への連絡、産後入院の患者・

自治体との調整などの予定を書き込み、スタッフ間で業務を共有し、勤務状

況に応じて業務を割り振るようにした

4/20/2021

２．患者と面談のための環境づくり
• ママと赤ちゃんが一緒に面談出来るようにコットを置いた。

• 雰囲気を和らげるような壁紙を貼りアコーデオンカーテンを使
い検査器具やベッドをカバーした。

• 授乳がしやすいように、かかとが床につく高さで、ひじ掛けが
無い椅子を購入した。

• 環境を整備したことで、助産師外来・2週間健診が重なった時
など、面談以外にも使用出来るようになった。

4/20/2021

３．胃カメラ室と併用使用のための工夫

• 内視鏡検査で使用する時は、棚、コットは清潔に配慮して
部屋の外に移動させている。

• 移動しやすいように、棚にキャスターを付け、ｽﾀｯﾌの負担
を減らし効率よく作業出来るようになった。

良かった点と今後の課題

★良かった点

・書類作成・電話訪問など実施できる環境を整備出来た。

・患者支援課の業務全体を把握し分担しやすくなった。

・患者とゆっくり面談できるスペースが確保できた

★今後の課題

・産後ケア入院の増加に伴い、ベビーを詰所で預かることが多く、

スタッフが常駐する必要があり、説明室で業務を行うより詰所で

業務をすることが多くなっている。

・手術、胃カメラ、D＆Eなどで３Fの電子カルテを使用することが多く

台数が不足する場合もあり、以前のルールどおりベビー室の電子

カルテを借りる。
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3F病棟５S活動
５S対象場所： ３Ｆオープン倉庫 ３Ｆ倉庫

決めた理由：

① オープン倉庫内は病衣やタオルなどの清潔なリネン類が置かれているが、

他にも現在使用していないバケツやお誕生日会のグッズなどが上に積み上げ

られている。

① 倉庫内に現在使用していないものが取り置かれている。

② 倉庫内に輸液ポンプやECGモニターなどの医療機器が定数配置されておらず
安全に医療機器を使用できない可能性がある。

医療安全・業務改善の視点からの期待

① リネン類やその他の物品などの整理を行うことで、きれいな物・使用中の物を
分けて配置できる

② オープン倉庫内の清掃がしやすくなる

③ オープン倉庫・倉庫内にゆとりのスペースができ、物品の管理がしやすい

④ 空きスペースを活用することで看護業務を効率化をができる

⑤ 医療機器の定置定数管理を行い、日々の点検が効率よく行え、安全に医療
機器を使用することができる

３階倉庫
倉庫内には、病棟共用の点滴台や
輸液ポンプ、また親子生活bookの在
庫や、車いす・生体モニター、NSTモ
ニターなど使用頻度の多いものから
少ないものまで保管されている。

内科病棟で使用していた吸引器や
ベッドに直接取り付ける点滴棒など
現在使用されていないものが多い。

輸液ポンプやシリンジポンプ、点滴
台、歩行車など2階病棟と共有して
いるものが雑然と置かれている。

医療機器に関してはメンテナンスの
時期が不明確である。

オープン倉庫

使用頻度の高いバスタオル・タオル

類の保管場所

右側の空いているスペースいっぱい

に補充される

3階病棟で使用するリネン類の保管
場所

上部空きスペースには総室を使用

する場合のベビーおむつバケツなど
も保管されている

オープン倉庫

オープン倉庫内は、清潔リネン
やタオルなどの保管と、使用頻
度の低い物品の保管している
。

リネン類などは使用頻度も高
いため、倉庫内の人の出入り
は頻繁。中央に作業台もあり
物を取り出しにくい。

アルミラックを使用しているが、
デッドスペース、清掃しにくい
場所がある。

今後の課題

• 倉庫内の輸液ポンプ・シリンジポンプ、点滴台のナンバリングを
しなおし、２、３階にそれぞれ点滴台とセットにして、配置した。

定数管理表を作成することによって、輸液ポンプ、シリンジポン

プのメンテナンス時期や、必要台数の把握も容易になった。

• 現在ほとんど使用していない物品も多く、これらの必要性や保
管場所・保管方法を検討し、物品の整理を実施している。

物の出し入れがスムーズに行え、必要な物品を新たに配置

できるように整理している段階である。

• オープン倉庫は、現在収納されているものの必要量や作業動線
を踏まえレイアウトを見直していく予定。

５S活動報告ありがとうござ
いました。
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