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【は じめに 】

昨今 高齢化が進 み透析 医療 においても ､患者数の

増加 に伴い合併症や個別性 を考慮 し ､毎回の透析

を予定通 り､安全 に行 う医療の提供が求め られ て

い るoさらに ､透析 中の患者の状態変化 に対 しス

タッフの的確かつ迅速 な対応が要求 され ている｡

阿部 は ､ ｢ク リニカルパスは ､病院管理手法 と

して医療ケアの効率 と質 を同時 に保証す るもので

あ る｡ ｣と述べ てお り､ク リニカルパス導入の メ

リッ トの一つに ､ r医療ケアの標準化 としてのパ

ス ｣を挙げてい る｡

小林 らは ､ ｢医療 の標準化は業務 にお ける 『ム

ダ ･ム リ ･ムラ 』を明 らか にし ､業務内容の効率

化 をはか ることになる｡ ｣と述べている｡

そ こで ､当院 では ､毎回の透析時 に使用す る

｢4時間パス ｣ (以下パ ス とす る )を導入 した ｡

今回 ､当院 スタ ッフに対 しパスについての意識調

査 を行い ､その効果 について検討 を行 った ｡

【目的 】

｢4時間パス ｣効果の検討

【導入経過 】

2004年 8月パス委員会結成 ､医師 も含め ､

パス用紙作成お よびインデ ィケー ター基準値の設

定を行 い ､同年 12月 当院外来透析患者 17名 に

導入 ｡その後 ､バ リア ンス分析 を繰 り返す 中で ､

書式 の変更を要す る問題や ､ス タ ッフの理解不足

による問題 ､臨床判断基準の見直 しを要す る問題

もあが り､書式の変更 ･ス タッフ教育 ･インデ ィ

ケー ター基準値 の見直 しを し､改訂 してい くと共

にパ ス患者 も増 員 し 2006年 9月 よ り当院外来

透析 患者 51名 に本格導入 となった ｡

当院 で作成 したパスの適応基準は ､ ｢重篤 な合

併症 がない患者 ｡前回透析がバ ス通 りに行われ た

患者 ｡透析前の問診で ､前回透析時 と比較 し状態

に著変 がない と判断 した患者 ｣､除外基準は ､

｢体重 ･自他覚症状 によ り透析 の中止 ･大幅な
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変更が必要 と判断 された患者 ｣とした ｡

アウ トカムは ､ ｢透析 が安全 に予 定 していた透

析丑通 りに行われ ､患者 の状態 に著変がない ｣と

した ｡これ を具体的 に判 断す るためのインデ ィケ

ー ター は ､透析前後の体重変化 ､透析開始時か ら

終 了時 までのバイタルサイン ､自他 覚症状 ､穿刺

部 ･シ ャン ト部の状態を設定 した｡作成 したイン

デ ィケー ター に合わせ ､時間 ご との観察項 目を ､

何時誰が見て も分か るよ う､また容易に記入で き

る ､チ ェ ック方式 とした (図 1参照 )｡現在 さら

にス タッフの理解 を深め るため ､毎回のカ ンファ

レンス時 にバ リアンスを抽 出 してい る｡

2006年 8月 ､導入か ら 1年 9ケ月が経過 し

パス効果 の検討 ､今後の課題追及を 目的 に ､ス タ

ッフ-の意識調査 を行った｡

【意識調査対象 】

当院透析室 スタッフ

14名 (医師 1名 看護師 10名 臨床工学技

士3名 )

【意識調査内容 】

(丑クリニカルパスについての知識

②パ リアンス分析 について

③パス理解度

④ ｢4時間パス ｣活用の効果

6)｢4時間パス ｣運用方針

(砂自由記載欄 とした .

【アンケー ト結果および考察 】
(》ク リニカルパスについての知織

結果

問 :これ までク リニ カルパスを使用 した ことがあ

りま したか ? (∩- 14)

a.はい 2 1%

b.いいえ 79%

問 :(使用 した ことがなかった人 )パスを導入す

る前 ､ク リニカルパ スを知 っていま したか ?

(∩= 11)

a. よ く知 っていた

b. 聞 いた ことがある程度

ー 72-

0%

73%



C . 知らなかった 27%

考察

導入以前のパス使用経験状況について未経験者が

79%であ り､｢4時間パス ｣が始めてであ るこ

とが解 った ｡また ､その うち ｢ク リニカルパス ｣

について聞いた ことがあ る程度のスタッフは 7

3%を占めてお り､ ｢ク リニカルパス ｣について

の知識 が不十分だった と考えられ る｡パスの導入

方法は ､トップダ ウンで導入す る方法 と､パスを

導入したい と考えてい る医療チー ムか らボ トムア

ップで導入する方法 とに分けられ るが当院の場合

トップダウンの導入であったため ､導入初期はパ

スに対する知識 が不十分であった と考え られる｡

②バ リアンス分析について

結果

間 :バ リアンス分析によるパス改善について知っ

ていま したか ? (n= 14 )

a.よ く知 っていた 7%

b.聞いた ことがある程度 50%

C . 知 らなかった 43%

問 :今回のパス運用にあた り.あなたは実際にバ

リアンス分析に関わ りま したか ?

(n=14)

a.はい 71%

b.いいえ 29%

問 :(関わ った人 )バ リアンス分析は ､パスの改

善に効果的でしたか ? (n= 10 )

a.非常に効果的だった 50%

b.効果はあったが手間がかかる 50%

C . や らな くても良い 0%

考察

バ リアンス分析 によるパス改善について知 らなか

った ､聞いたこ とがある程度 ､と答えたスタッフ

は 93%であ り､導入初期はバ リアンス分析に対

す る知識が不十分だった と考えられる｡しか し､

分析に関わったスタッフは 7 1%で ､分析 につい

て ､全員が ､効果はあった と答えてお り､バ リア

ンス分析に関わった事で効果が確認 された と考え

られる｡また ､効果はあったが手間がかか るが 5

0%だったため ､よ り効率的なバ リアンス分析方

法が必要である と考え られ る｡

小林 らは､ ｢パス本来の 目的は､パスを完成 させ

ることではな く､定期的にバ リアンス分析 を実施

し､パスの改定を継続的に行 うこ とでCQ I(C

ontinuou s qua1ity im p∫

ovem ent ;継続的なケアの質の改善 )を実

践 してい くことにある｡｣と述べ てい る｡当院 に

おいてもバ リアンス分析によ りパスが改善 されて

きたが ､更にCQ Iを 目的 とし ､バ リアンスを収

集 ･分析 しやすい方法を検討 してい く必要がある

と考え られ る｡

③ クリニカルパス理解度

結果

間 :rクリニカルバス ｣を理解 できていると思い

ますか ? (∩- 14 )

a.はい 29%

b.いいえ 0%

C ,理解できている点 もあるが解 らない点もある

71%

問 :(b､Cと答 えた方 )理解できていない点は

何ですか ? (∩- 10 )

a.記載の仕方 10%

b.クリニカルバスの効果 20%

C . バ リアンス分析の効果 30%

d.バ リアンス ､アウ トカム ､インデ ィケー ター

(臨床判断基準 )とはど うい うものか 4 0%

O . 良 ､不良の判断の仕方 30%

クリニカルパスの理解度については ､理解で きて

いる点 もあ るがわか らない点もあ ると答えたスタ

ッフは 7 1%だった｡理解不足の内容 として ､バ

リアンス ､アウ トカム ､インデ ィケー ター につい

てなどパスについてス タッフ教育を要す る と考え

られ る回答が比較的多かった｡パ ス作成は ､医師 ､

看護師 ､MEな ど､パ スに関わ る全職種が参加す

る事で ､チーム医療につながってい くため ､理解

度 を深める対応 が必要であると考えられ る｡

④ 4時間パス活用の効果

結果

問 :パスを導入 して良かったと思いますか ?

(∩- 14 )

a.はい 93%

b.いいえ 0%

C . どち らでもない 7%

問 :(はい と答 えた方 )良かった点は何ですか ?

(∩- 13 )

a.医師の指示の統一 62%
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b.検査デー タの判断の標準化 15%

C . 患者への説明 ･指導の統一 31%

d.チーム医療の促進 (情報共有 ､コミュニケー

ション ) 54%

O.患者状態の改善 (治療の効果 ) 24%

I.患者満足の向上 8%

g .自分 自身の透析医療に対する自信 8%

h,仕事のや りがい 0%

考察

パスを導入 して良かった と答えたスタッフは 9

3%だった｡効果 内容 として ､医師の指示の統一

が 62% ､チーム医療の促進 (情報共有 ､コミュ

ニケーシ ョン )が 54%だった ｡これは ､インデ

ィケーター基準値を明確 にし ､良 ･不良の判断が

容易 とな り､それ に対す る医師の指示である対応

が明確になっているか らと考え られ る｡また ､患

者-の説明 ･指導の統一が 31% ､患者状態の改

善が 24% と患者 に対す る効果の回答もあがった ｡

これ に対 しては ､客観的に効果を検討す るための

アウ トカム評価が必要 と考え られ る｡

⑤ 4時間パス運用方針

結果

間 :今後も ｢4時間パス ｣を改善 させ ､使用を継

続 したほ うがいい と思いますか ?(∩-14)

a.はい 1O O牝

b.やめた方がいい 0%

G.このままでいい 0%

考察

パス使用の継続 に対 しては全員が継続したほ うが

いい と答えた｡

導入初期 に比べて現在は ､スタッフ全員のパスに

対す る積極的意欲が現れてきた と考えられ る｡

⑥ 自由記載欄

間 :その他 ､今後 ｢4時間パス ｣をどのように改

善 していったほうがいいか意見 ､案などあ り

ま したら自由に記載 して ください｡

(∩-20)

結果

インデ ィケーター基準値の見直 し 5%

書式の見直 し.用紙の検討 20%

スタ ッフ教育 15%

バ リアンス対応の見直 し 50%

その他 20%

考察

自由記載欄 においては ､ ｢毎回同じバ リアンス

が多 くそれについて検討 したほ うがいい ｣など ､

血圧 ､体重増加率についてのパ リアンス-の対応

に対す る意見 ､提案が 50% ､その他書式や用紙

の検討 に対す るものが 20%寄せ られた｡

現在 ｢4時間パス ｣のなかで ､バ リアンス対応が

標準化 されてい るインデ ィケー ターは ､脈拍 ､穿

刺部 ･シャン トのみで ､標準化 されていないもの

は ､血圧 ･体重 ･自他覚症状である｡この対応は

その場のスタッフの判断によってお こな うため差

がある｡これ については患者個別性の問題が大 き

く関係 して くる事か ら､標準化が必要なのか検討

中であった ｡しか し ､今後は全 てのインデ ィケー

ター- ､対応 の標準化が課題 となった と考えられ

る｡

阿部は ､ rクリニカルパ スには3段階がある｡

第 1段階は ､現在行われている医療 をま とめたも

のであ る｡第 2段階は ､その医療ケアを改善し ､

標準化していったものであ る｡第 3段階は ､CQ

Iや TQM (tota1 qua1ity ma

nagement)の完成 されたシステム改善に

まで至った段階 とされている｡ ｣と述べている｡

当院においては ､医療ケアの標準化 としてのパ

ス ､チー ム医療の共通言語 としてのコミュニケー

シ ョンツール として効果が得 られてお り､パスの

段階であ る､第 1段階 と標準化 された医療ケアの

パスの第 2段階が混在 している状態である と考え

られ る｡更に開発 させ てい くためには ､以下の課

題が明確 となった ｡

【課題 】

1.ア ウ トカムに焦点 を定 めた定期的なバ リアン

ス分析

2.バ リアンス対応の標準化

3.患者 も含 めた医療ケアのコンセンサスやイ ン

フォーム ドコンセ ン トの効果を得 るためのパ

ス.,

【ま とめ 】

当院 において ｢4時間パ ス Jの導入は ､医療ケ

アの標準化 ､スタッフ間の コミュニケーシ ョンツ

ール として効果的であった ｡スタッフの理解 も深

ま り､パス開発 に対し積極的になってきた｡今回 ､

アンケー トの結果か ら明確 になったパス改善の課

題に対 しスタッフ全員で取 り組み ､医療ケアを効

率化 し毎回の透析 を予定通 り､安全に行 う医療の
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提供 を行 ってい きたい ｡
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