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飯塚病院看護部特任顧問・セル看護推進研究会会長
㈱麻生 医療事業開発部

須藤 久美子

第1回セル看護推進研究会

セル看護提供方式®の概略 （資料）



本日の内容

１、セル看護提供方式導入の経緯

２、セル看護提供方式とは？

３、セル看護提供方式の目指すもの

４、セル看護提供方式の成果・・・飯塚病院の成果

５、さらなる改善・・・飯塚病院の課題から



１、セル看護提供方式の導入の経緯



まごころ医療・まごころサービス

「断らない医療実現」

➣看護管理者は病床コントロールに多くの時間

を費やし、スタッフも業務に忙殺され、看護が

埋没してしまうおそれも出てきている。

↓

看護の仕事の中で楽しみや喜びを

感じられなくなってしまいそう・・・・・

➣平均在院日数の大幅な減少⇒
業務の過密化・煩雑化

当時の現状から 看護部長就任時



当時を振り返ると・・・看護部長に就任して・・・・

➣ナースを増やしても増やしても・・・

ナース不足！ 疲弊感ＵＰ 残業時間減らず！

辞めていくナースから「ここには看護がない！」

➣「間抜けな看護」と言われて・・医療安全推進室から

ナースの観察不足からインシデント・アクシデント発生

なぜなんだろう？

増やしたナースはどこに行っているんだろう？？？

ナースを増やしても

「やり方」を変えな
いと変わらない！

当時の現状から



まごころ医療・まごころサービス？

【経営理念に立ち戻って・・・・】

まず、やった事・・

➣地域における飯塚病院の役割・地域から何を求めら
れているか？

➣どんな看護を提供すればいいのか？
➣地域に貢献するとは？
➣看護部として病院に貢献できることは？

変えなければ・、変わらなければ・・・！！！

大変さを「やりがいに」
現場Nsのモチベーション

を上げる



準備期
「エンパワーメント」

発展期
「看護現場学」

成熟期
「管理指標MaIN 」

平成21年度 平成22年度 平成23年～
25年度

「未来からの反射」実施計画

未来からの反射
～飯塚病院看護部の５年後を創造する～

これらを踏まえて・・・

「大変さ」を「やりがい」に！！ 「楽しき働くために！！」

新しい明日のためにイノベーションを起こそう！



まごころ＝「患者に寄り添う看護」

➣まごころ？？

私たちが何をやったではなく、

患者にどんな価値を提供できたか。

一人ひとりが
大切にしてもらったと
感じていただくこと！！

患者に関
心を寄せる



人はどんなときにモチベーションが
高まるか？

➣ 自分が提供したサービスで他者に喜んでも

らったとき

➣ 自分が成長したと感じたとき

➣ 「本質」に触れたとき

（人は本質に集まってくる）

楽しい→モチベーションアップ→生産性の向上

目指すは「まごころ医療」
楽しんで働いてもらいたい！



３）アメリカ シアトル ＶＭＭＣ訪問

➣そこで、見たものは・・・・

「スタッフステーションにナースが居ない！」

ナースは看護助手と共に病室に居た。

➣製造業の「セル生産方式」がモデルです。

そのとき！
ｇｏｏｄ timing

「ナースが
患者のそばに居られるようにしよう！」

（そうすればスタッフステーションに戻らなくてよくなる）

2009年



２、セル看護提供方式とは？

Workcell Nursing



セル看護提供方式とは

【ねらい】
患者や看護師にとって利益にならない
「ムダ」を省いて、ケアの受けての価値を最大化すること

【概念】
➣ナースの「動線」に着目し、改善手法を用いて、動線のムダを
省き、「患者の側で仕事が出来る＝患者に関心を寄せる」を
実現する。
➣受け持ち患者数を減らすために、担当看護師の

受け持ち患者数は均等割りにする。
➣ケアの必要度の高い場面に看護師を配置する。

「看護師対患者」の仕事のやり方に「時間軸」を入れる。

「セル」の名称は製造業のセル生産方式に由来する



勤務時間内に最高のパフォーマンスが
発揮できる仕組みを作る

看護業務の流れを作る。

流れをマネジメントする

そのために・・・限られた資源で（人数と時間内）

それを実現するのが

「セル看護提供方式」である。



「流れ」のムダを省く・・ムリ・ムラ・ムダ

• 動線（動き）のムダ

何回も往復する。物を取りに行く・戻る

人や物を探すなど・・・

• 記録のムダ

次の勤務者や医師を含むチーム医療メンバーに

読まれない記録・利活用されない記録

• 配置のムダ（ムラ）人＝看護師
患者を受け持たない看護師

受け持ち患者の重症度の偏り

必要度に添わない看護師配置

常時○：○の日勤数（夜間と比べ日勤は余剰になる）

セル看護提供方式では



• 動線（動き）のムダ

患者の側で仕事をする！

ＰＣカートの屋台化

病室の周囲に物品を配置する。

• 記録のムダ

看護ナビコンテンツ（設計図）

サマリーの簡略化

• 配置のムダ（看護師）

受け持ち患者の均等割り振りで患者数を減らす

重症者を一箇所に集めない

タイムスケジュールに添った仕事のやり方

セル看護提供方式でやることは？ 日々のKaizen！



３、セル看護提供方式が目指すもの

具体的にはどうする？

具体的にどうする？



➣行ったり来たりせずに、患者の側で仕事が出来るようになった！

以前は、ケアが終われば戻って来て、
スタッフステーションで記録をしていた。

動線のムダ：行ったりきたりしない

１、動線のムダを省いて
患者に関心を寄せる。



➣カンファレンスは患者の顔が見えるところで病状を捉えた

ケアを振り返るようになった。

以前はスタッフステーションで
２０分以上の時間を要していた。

動線のムダ：患者のそばでカンファレンス

栄
養
士



業務改善のKeyになった

業務に必要な物品の整備
（ＰＣカートを屋台にした）

動線のムダ：作業域を縮小する



１）．看護師が「変わりないですか？」と聞いてるだけでは、
訴えなかった言葉！

◆「昨日は眠りかけたら大きな声で看護師さんが患者さんと
いつまでも話すから耳に響いて眠れんやった・・・」

◆「先生が来て説明してくれよるけど、よ～わからん」

動線のムダを省いて患者に関心を寄せる⇒AIHで見えた事

２）．以前は転倒ハイリスクの患者を、ステーション前の
個室へ可能な限り移動した。

◆「このまま大部屋で看たほうがいい。いつも部屋にいて患
者を看れるから、安心」という声が看護師から聞かれた。

３）．離床センサーがはずせる。
◆患者さんの動きと同時に対応（介入）が出来る。

＊患者さんから「ありがとう！」・ナース自身が成果を確認。



リーダー

師長

フリー

師長

チームナーシング セル看護提供方式

スタッフステーション

早・遅番

担当

担当

スタッフステーション

違いは？患者数配置のムダ：受け持ち患者を減らす



受け持ち患者数を減らす
（受け持ち患者均等割り振り）

なぜ受け持ち患者
を減らすのか？

Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM. et al. JAMA 2002, 288:1087-93

ナースの受け持ち患者数が１名増える毎に
死亡率が７％上がる！

ナースのバーンアウト率が２３％増える！！
ナースの職務不満度が１５％上昇する！！！

Griffiths P, Ball J, Murrells T, et al. BMJ Open  2016 Feb. 9

ナースの受け持ち患者数が１０人以上の場合、６人以下と
比べて

死亡率が２０％上昇！！！！

配置のムダ



入院患者総数÷日勤Ns数＝受け持ち患者数

一Nsの受け持ち患者平均数 約４人

受け持ち患者均等割り振りへ

リーダー看護師・早番・遅番

フリー看護師も患者を受け持つ

どのようにやったか？

動線のムダ：受け持ち患者を減らす

患者受け持ちを部屋ごとに固定せず、
１部屋を複数で受け持ちする。

複眼的

これは新人教育にも好影響を与えた。



＊ナースが受け持ち患者の側で仕事をすれば、
１、誰もいないステーション周囲に患者を集めなくて良い。
２、重症者の部屋移動がなくなる！
３、患者の安静が担保できるし、部屋移動の業務がなくなる。

動線のムダ：重症者をステーション近くに集めない



セル看護提供方式の評価指標

１、ナースが患者のそばにいることの証明

➣転倒・転落件数

➣ナースコール件数

➣患者受け持ち均等割り振り

➣スタッフステーション・廊下にナースがいない

➣必要度Ｂ項目3点以上（口腔ケア・食事摂取・衣服の着脱）

２、モチベーションアップの証明

➣ストレス調査

➣退勤時間

➣離職率

３、患者に及ぼす価値の証明

現段階で・・・考えている事



しかし、しかし・・・・・
中々、うまくいかない！

•看護師達は、

病室・患者のそばにいること

ができない？！

まわそうPDCAサイクル・・・Kaizen

うまくいった・・・？



どうなったか？

➣H22年・23年 「ナースはベッドサイドに」

時間になったらスタッフステーションに戻ってくる

➣H24年「スタッフステーションにナースがいない」

ステーションにはいないが廊下に居るようになった。

➣H25年「ベッドサイドで仕事が出来る」

病室には居るようになったが・・・。（ＰＣ見てるだけ）

➣H26年「患者さんの声が聞こえますか？」

標語が示して
いる！



どうなったか？

➣H22年・23年 「ナースはベッドサイドに」

時間になったらスタッフステーションに戻ってくる

➣H24年「スタッフステーションにナースがいない」

ステーションにはいないが廊下に居るようになった。

➣H25年「ベッドサイドで仕事が出来る」

病室には居るようになったが・・・。（ＰＣ見てるだけ）

➣H26年「患者さんの声が聞こえますか？」

標語が示して
いる！



• たくさんのナレッジを展開した。
１、スタッフたちの看護の楽しみって何だろう？

・楽しみはやりがいに直結する！

２、どうして患者のそばに居られないのだろう？

・どうして患者から「あっちいけ！」と言われるの

だろう？

・どうしてカーテンを閉められるのだろう？

３、患者にとっての価値は？

・私たちのやっていることで患者さんにどんな価

値を提供できているだろうか？

患者に関心を寄せる

視点を自分では
なく相手に移す



患者に関心を寄せる

１、患者に寄り添う看護

「患者さんの声がきこえますか？」

➣物理的に声が聞こえる位置にいるか

➣「何をしてほしいのか、何を希望しているの
か」を聴く

＊「セル方式」が病室や廊下で記録をすること
と思っていないか？

ナイティンゲールも
嘆いている！

「患者は見つめられることを
嫌がる」というのは、不注意
な看護婦のだれもがいう言
い訳である。Byナイチィンゲール

余談ですが・・・ わからなかったので・・・一休みしてたら・・・



４、セル看護提供方式の成果
飯塚病院の成果



ナースコールの回数減少
月別平均数 （各7日間平均）
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セル方式と他方式の比較
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年別転倒・転落件数（全病棟）
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＊ 全病棟の年間平均転倒・転落件数は、45件/年～62件/年で
あった。



退勤時間（全部署平均）

➣2014年11月：18時05分
➣2015年7月 ：17時50分
➣2015年11月：17時39分
➣2016年6月 ：17時34分
➣2016年11月：17時41分
➣2017年6月 ：17時38分
➣2017年11月：17時33分

早く帰れるよう
になった。

30分早く
なった！



ストレス実態調査
「職業性ストレス簡易調査票」

2013年6月 ストレス値︓102.2
2014年6月 ︓97.6
2015年6月 ︓92.5
2016年6月 ︓87.2
2017年6月 ︓86.7

毎年、職員の健康診断時に産業医が調査実施



１、調査期間：2015年と2016年の5月～8月

２、調査対象患者：

A病棟に入院し、口内炎に対して含嗽液に

キシロカインを使用した患者

３、調査結果

2015年：21名 2016年：16名

➣口内炎調査(抗がん剤治療の病棟）

患者に及ぼす価値の証明：成果

重症口内炎
患者減少



記録の後活用による質改善の取組み
～ICU入室に至った敗血症性ショック後ろ向き調査から～

標準用語を使用しているため可能になった
データーの後利用！

セル方式と看護ナビコンテンツから生まれたKaizen

2015年・2016年・2017年調査

【状態変化時に見られた徴候】

体温異常・呼吸異常・食事量変化・意識障害
【用語の定義】食事量変化 ： 食事摂取量の減少や食事の嗜好の変化

3年同様の結果が得られた。

ICU入室までの期間が短くなった‼

しかも



５、さらなる改善
飯塚病院の課題から



改善⇒ムダ取りに必要なこと

➣お金・時間・人・物もないところでやれる

のが「改善」

➣何もなくても「知恵」と「汗」は出せる

➣「本質」から考えてみる

患者・スタッフ・病院にとって良いこと

スタッフファーストではなく、受けての価値に焦点
を当てる

突然ですが・・・



飯塚病院の課題

１、師長業務がチームナーシングのままだった。

師長も本来の楽しい仕事をしよう！

師長業務のタイムシケジュール・マニュアル作成

２、会議などでケアの必要度の高い時間帯に

患者の側を離れなければならない。

ミィーティング・会議時間の変更など

３、Kaizenの継続

１）情報収集時間の短縮

２）補完？



セル方式日勤タイムスケジュール【師長業務】

専門的な業務は各病棟で追加する

セル方式を取り入れ、患者状態に合った看護ケアを提供し、17時に退勤できるように業務の効率
化を図る

時間 業務内容 具体的行動 must

8:30

～
管理申し送り

◆他部門・看護部・委員会からと病棟内
の伝達事項

*勤務開始前に担当看護師・患者
のバランス（重症度・検査・輸液・

OPEなど）を確認し、看護師配置を
最終決定する。

*深夜スタッフのもとに行き報告事
項があるか確認する。

（業務遂行に必要な情報のみ伝達す
る）

8:35

～
病棟管理日誌で情報収集

◆病棟管理日誌から情報収集する。患
者をラウンドし、挿管・点滴・挿入カテー
テルなどを確認する。

*患者ラウンド：管理日誌に記載さ
れている患者（または重症者欄に
名前が挙がってる患者）でバイタ
ルサインの変化がある、状態が不
安定な患者を見て・聞いて・触る。

*スタッフからの情報収集が必要
な場合は、自ら足を運ぶ

*必要度：全員入力されているか
確認。

*前日、緊急入院など手術や検査
があった患者、管理日誌に記載さ
れている患者の必要度の内容を
確認する

気になる患者は必要時、看護記録から
情報収集する。

病棟管理日誌に、師長
チェックを入れる

◆入退院、入患数、重症者のチェックを
行う。

インシデントやその他報告
内容の把握

◆スタッフからの報告や、スタッフへの
声かけの時間をつくる

必要度の確認
●必要度評価入力についてのマニュア
ル参照

課題１



担当 項目 業務内容 留意点

師長 注意すべき患
者の抽出

① 病棟画面を印刷する。
（病棟看護業務→業務管理→画
面印刷）

① ①の用紙に下記対象患者
の印をつける。

ア）管理日誌の特記事項に記
載されている「状態変化が
あった患者」「トラブルがあっ
た患者」の状況を短文でメモ
する。

イ）管理日誌の「重症者欄に
記載されている患者」

ウ）ブロックカンファレス時に気
になる情報が聞かれた患者

エ）患者ラウンド時に気になっ
た患者

（顔色が悪い、普段と違う
など）

※病棟画面の印刷は、在院日数が短い病棟
で行う。在院日数が長く、患者の入れ替わり
が少ない病棟は必ずしも印刷をする必要はな
い。

【注意すべき患者＝気になる情報】

≪重症者≫
・バイタルサインの変動がある、または異常が
あるなど
・術直後など
・敗血症の4徴候（体温異常、呼吸異常、意識
レベルの変化、食事量変化）がみられるなど
・緊急入院や救急病床退室後など
・抗凝固薬量を調整中など
・麻薬使用中
・ペインコントロール不良など

≪気がかりな患者≫
・治療がうまくいってないなど
・治療方針が決定していないなど
・治療を変更したなど
・療養先が決定していないなど

注意すべき患者の抽出と情報収集（状態把握）方法
課題１ 業務マニュアル 気になる患者を

どう導き出すか



師長の気がかりシート

目標 ： ※治療の適切な実施 ※重症化予防 ※トラブル回避

師長業務mustチーム 2018.9.21作成

患者名 気になること 状態・状況 やるべきこと

麻生 花夫

□治療 ☑VS ☑検査デー
タ

□術直後 □緊急入院・退
室

□抗凝固薬使用 □麻薬使
用

□ペインコントロール不良
□その他の気がかりなこと

SpO2 89 % 
息がしにくい、肩呼吸
採血 K6.2 

☑モニタリング 心電図モニター装
着指示 VS回数増やす
☑医師への報告指示
☑看護ナビコンテンツの追加・修正
意識レベル
□スタッフへの情報共有

□治療 □VS □検査デー
タ

□術直後 □緊急入院・退
室

□抗凝固薬使用 □麻薬使
用

□ペインコントロール不良
□その他の気がかりなこと

□モニタリング
□医師への報告指示
□看護ナビコンテンツの追加・修正
□スタッフへの情報共有

夜勤者に
引き継ぐこの用紙で

課題１



➣会議時間の変更

・看護部常設委員会：１６時～１７時

・その他の会議：午前１１時～

午後１６時３０分から

➣看護部ミーティング：１６:３０～１７:００（月）

・新入患者が100名を超える月曜日に現場を

離れないといけないのか？

看護の視点で患者・スタッフのことを

考えてみよう！！！

2018年4月～：（金）16:30～17:00へ

ケアの必要度の高い時間に現場を離れる

課題２



➣昼休みの時間変更

・１２:３０～１３:３０が昼休み→１１:３０～休憩
⇓

・患者さんにとっての昼食時間

食事による姿勢の変化や咀嚼により循環動

態が変化し急変しやすい

・食前後の準備や後片付け・口腔ケア・排泄

ケアなど必要度は高い。

ケアの必要度の高い時間に現場を離れる

食事時間に手厚い配置にした。
３パターンで交代！！

課題２



例）朝の情報収集時間の短縮

カイゼンしたい内容：10分以内
現状：約15分程度（患者受け持ち数：3～4名）
クリック数調査・・ほしい情報にたどり着くまで
のクリック数が1クリック～3クリック

要因１：収集の際の電子カルテのクリック数に
差がある

要因２：収集した情報は、不用な情報が満載
必要な情報は「本日、患者に必要なケアの
情報」

対策：電子カルテの内容や操作熟知し周知
「患者カレンダー」という機能を使用する。
マニュアル作成

ムダ取りをする
タクトタイムの標準化

Kaizenの継続 １）



タイムスケジュールの項目にマニュアルを作成する

２．日勤帯情報収集マニュアル
【時間】 8：35～8：50 この時間に看護師は担当患者の情報収集を行う
【担当】担当看護師

項目 業務の流れ 注意点

必要物品の準備と確認 1．パソコンカートに必要な書類を準備する。
◆パソコンカート内の必要物品は物品補充チェックシー
ト及びマニュアルに沿って準備する。

□患者業務ワークシート
□注射ワークシート
□検査・処置予定表

2.必要な物品を準備する。

《共通物品》：①血圧計 ②体温計 ③ゴージョ

④アルウエッティ ⑤キーパー2
《自部署統一物品》：自部署で決めたもの

病棟管理日誌の確認 1．病棟管理日誌の特記事項欄を見る。 ◆担当患者の病状変化などの情報を知ることで、患者

ラウンド時の参考にする。

担当患者をラウンド 1．一人一人の患者の顔を見て、担当の挨拶をする。◆まず本日担当である事を伝える。

して挨拶をする 「おはようございます。 本日担当の○○です。 ◆患者の表情などから状態の変化を五感を使って
ご用がある時は直接声をかけて下さい。 把握する。

私がいない時は部屋にいる看護師にお声かけ下さい

後で（○分頃に）お熱や血圧等を測りに伺います」

と声かけする。
情報収集の実際 【まず電子カルテを以下の順で開く】 ◆朝の情報収集は10 分で終了する。

1．最初に患者カレンダーを開く 本日のケアに必要な情報のみ収集する

医心伝心またはデスクトップの病棟看護業務⇒ 追加情報は勤務時間内で必要時収集する。

患者選択⇒患者カレンダーを開く ◆情報収集後不明な点は夜勤者へ聞き取りする。
2．次に看護計画管理を開く 口頭では引継ぎしない。

Kaizenの継続 １）



補完とは？

業務補完ではなく

患者にとって不十分な部分を補う

患者に必要なケアの補完をしてほしい。

（患者目線で補完してほしい！！）

さらなる・・・・勘違い
Kaizenの継続 ２）



時間 業務内容 具体的行動 留意点

前日 患者振り分け
翌日の担当振り分けを行
う。

補完作業がスムーズに出来るように、
1部屋を複数の看護師で振り分ける。

※同時にスタッフの力量や業務量や重
症者なども考慮する。

師長
出勤時

患者振り分け最終決定
夜間の状況を踏まえて、
最終振り分けを決定する。

夜間の緊急入院や、患者の状態変化
に伴い、業務に偏りがないか確認を行
い、必要時振り分けを変更する。
お互いに助け合える体制（1つの部屋を
複数で見る）を整える。

11:00 業務の進捗状況確認
午前中の業務の進捗状況
を確認し、業務の偏りをな
くす。

午前中の仕事の進捗状況を確認し、抱
えている業務の偏りがないか確認。偏
りがあれば、残務が少ないスタッフへ師
長から、業務補完を指示する。

※日頃より、業務設計が苦手なスタッフ
に対しては、午前中のうちに具体的に
業務の実践方法を具体的にアドバイス
する。

補完マニュアル
•同じ部屋を出入りする看護師が、相互に助け合いケアを実践する事。ただし、依頼する
側から依頼される側へ声掛けし、依頼されていない業務に関しては必ず担当に確認を行う。

勝手に手伝わない！！！
•残っている業務を、残務が少ない看護師が代わりに補う事。（管理者の指示のもと行う）

補完確認時間：11時・13時30分・15時

Kaizenの継続 １）



【業務補完】

• 残務の聞き取り

• 残務自体を整理できていないスタッフ

• 業務の間に一度整理する時間を設け、自身の
言葉で語ってもらう。

• この作業が１日の業務設計が出来る

トレーニングとなる。

ナレッジすることが、
教育になる

残務を言えない
Nsがいる

Kaizenの継続 ２）



53

☆業務終了確認表☆ 業務終了確認（ ）振り分け（ ）

スタッフ名 記録 輸液 点滴準備 保清 内服 BOX 処置 フリー 必要度 その他

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

CV・PICC

骨髄穿刺
保護・包交

各Nsの残務の「見える化」

Kaizenの継続 ２）



看護師がそばにいる事であなたは安心できましたか

40

198 270

10 5 14
0

50
100
150
200
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300

全体の87％
の回答

ひとりになりたいと思った時に、看護師がそばにいる事で、ひとりにな
れなかった時があるか

57 3 6 35
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全体の77％
の回答

ちょっとここで視点をかえて・・・・患者アンケートから！
回収率：33％



病室でパソコン操作をしている看護師の態度をみて、どのように思っ
たか。

23
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263

42 4
65
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全体の75％
の回答

病室内での看護師と看護師の会話は気になったか。

18

181 230
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全体の77％
の回答



セル方式が従来と違う点

➣アウトカム＝自分達が作り出す「製品」を目指

して、ケアプロセスを見直しカイゼン＝ムダ取

りをしていく事である。

➣看護業務の「流れ」をマネジメントする。

個を注視していたら「流れ」が見えにくくなる。

「何が看護で、何が看護でないか」＝看護の本質

ムダ取りの視点は？

くどいようですが・・・



最後に

• やれない理由ばかり並べてもどうしようもない。

• やれる事から始めよう！

• 入院が多い・検査が多い・処置が多い・急変が
多い・急なスタッフの休みがある。

• これらは病院において非日常ですか？

• これらがない病院ってあるのですか？

• 日常業務なのでは？

• 日常業務であればコントロール可能なはず。

Not easy but not impossible！Not easy but not impossible！

ご清聴ありがとうございました。



麻生泰著
日本経済新聞出版社

【お知らせ】

第50回日本看護協会看護管理学会
日時：2019年10月23日 14：40～15：40 第8会場
場所：名古屋国際会議場
内容：交流集会（公募企画） 採択！

テーマ「Kaizenから生まれたセル看護が
質向上と働き方改革に貢献する」

ご参集いただきますように
お願いいたします。



【ディスカッション論点】

１、動線のムダ取りは具体的にどう実現するのか
１）まず取り組んだことは？
２）取組後の看護師の反応は？

２、患者のそばに居続けるためにはどうしたらよいか？

３、早く帰るために必要なことは？
１）どうしても早く帰られない部署に対して何が有効か？

４、セル看護導入で医師や他医療スタッフからの反発は
なかったか？

５、タイムスケジュール・マニュアルに沿う仕事のやり方は
考えない看護師をつくるのか？


