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国立西洋美術館（上野）

「小児在宅医療」のすすめ
医療法人財団はるたか会

前田浩利
当法人は、東京では、子ども在宅クリニックあおぞら
診療所墨田と訪問看護ステーションそらで、小児在宅医
療をメインに活動しています。NICU、PICU から様々な
医療機器をつけて地域に移行する患者は年々増え、ケア
も益々複雑化し、
「子どもの在宅医療は大変そう」と感じ
ておられる方も多いと思います。確かに医療機器の多さ、
親への対応など、大変な部分もありますが、子どもを思
う親の愛情と献身的な姿に触れたとき、あるいは、笑わ
なかった子どもが笑ったとき、成長を感じた時の喜びは
大きいです。
今年 3 月に自宅で看取った白血病の 13 歳のお子さんも
忘れがたい患者さんでした。白血病細胞が、脳や脊髄に
浸潤し、四肢麻痺、嚥下障害、呼吸不全があり、胃食道
逆流による嘔吐に伴う誤嚥を繰り返していました。胃管
を入れれば数日は命がもつかもと胃管留置を勧める私た

ちにお母様は、
「1 年以上本当に苦しい
治療をここまで頑張ってきたから、最
後は本人に選ばせたいんです。
」と言

Bon Courage
ぼん・くらーじゅ

われ、本人に問いかけます。
「胃に鼻から管を入れたら、
吐くのが治まるって、どうする、入れる、入れない、決
められないからお母さんに任せる。3 つのうちどっち」
と涙ながらに問いかけます。本人は 2 つ目でわずかに頷
きます。更に同じ問いかけをされます。でも、2 つめで
ウン。
「わかった、入れないよ」とお母様は言われ、
「本人
の気持ちを大事にしてあげたいです。
」と涙でくしゃく
しゃになって私たちに言われました。親として 1 分 1 秒
でも長く生きてほしい、でも懸命に白血病と闘ってきた
本人の気持ちを大事にしたい、その葛藤で引き裂かれる
ような想いが、
「お母さんに任せる」3 つ目の選択肢に託
されていたのです。もちろん、私たちは、その親子の選
択に従い、胃管を入れず、麻薬の量を増やして対応しま
した。その数時間後、思いがけず嘔吐が治まり、多くの
クラスメイトに会った後、その子は旅立ちました。その
親子のような子を思う親の愛、親を求める子どもの愛、
そんな愛に出会える子どもの在宅支援が広がることを切
に願っています。

Report①
総会報告
平成 28 年度東京訪問看護ステーション協議会総会が平成

括ケアシステムの多職種連携チームにおける訪問看護師の役

28 年 4 月 23 日（土）
、東京都看護協会会館にて開催されま

割活動推進のご挨拶がありました。

した。4 月現在の会員数 424 施設、出席 61 施設、委任状

また、今年度はホームページリニューアルと訪問看護の質

328 施設で無事総会が成立しました。

向上のための体系的プロジェクト事業費に昨年度以上の予算

嶋森会長から平成 28 年度診療報酬改定の説明と、地域包

が計上されました。
（（株）ライフケアーサービスセンター 高木）

平 成 28 年 度 活 動 方 針

特 別 講 演

1. 協議会への加入を推進し、訪問看護ステーション同

テーマ「糖尿病治療の最新情報－高齢化社会に向けて

士の連携体制・組織の強化を図る。

チームアプローチを深化する」

2. 訪問看護活動の普及啓発を進め、各地域における看

講 師

護職種間・多職種間ネットワークの推進・強化を図る。

小沼 富男 氏
順天堂大学大学院医学研究科
東京江東高齢者医療センター特任教授

3. 訪問看護の魅力の発信等、訪問看護ステーションへ
の新規就業に繋がる取り組みを実施する。

＊糖尿病治療薬についてと、非肥満型糖尿病で認知症を有

4. 質の高い看護を実践できるジェネラリストとしての

する方に対しての少量のインシュリン療法により、ケト

意識を高め、臨床実践能力の向上に主体的に取り組

ン性昏睡の予防につながり、結果的にサルコペニアが改

める体系的教育プログラムを構築する。

善されることをお話ししていただきました。

Report②
熊本地震

避難所で見たこと・感じたこと

2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分、4 月 16 日 1 時 25 分、熊本

熊本地震は終わっていません。今も訪問看護ステーション

県で震度 7 の地震が発生しました。死者 49 名、関連死 13 名、

の看護師が交代で支援に出向いています。

避難者 4 万 8,238 名（毎日新聞 2016 年 4 月 25 日）熊本地震

東京訪問看護ステーション協議会では、これまでも災害対
策委員会を中心に災害マニュアルの作成・活用などに取り組

で被害された方々にお見舞い申し上げます。
熊本地震発生 2 日目から現地で救援活動をした看護師さん

んできました。いつどこで起こるかわからないのが天災です。
私達訪問看護師は地域に散らばって活動をしています。訪問

からレポートをいただきましたので、ご紹介いたします。

中に地震が起きたら？洪水になったら？利用者さんは？自分

救援活動のレポート

の家族は？日頃から災害時の行動をシミュレーションしてお

救護用の資材や車を現地に運ぶ役割もあり、車で東京か

きたいと思います。

ら熊本まで1200キロを22時間かけて被災地へ向かった。

東京にいて、私たちになにができるのか？人は「喉元過ぎ

被災地では、
『家屋の倒壊や真横に倒れた電信柱、穴の

れば熱さ忘れる」ですが、災害の体験は、自分のこととして

空いた道路』など地震の大きさを目の当たりにした。

準備をしていかなければならないのだと思います。明日から

一番被害が大きかった益城町の避難所では、余震が続

と言わず、今から準備を

く恐怖の中で避難生活が送られており、余震の中で階段

していきましょう。

から降りようとする高齢者への声かけ、手助けなど常に

（野村訪問看護

予断が許されない状況であった。環境面では、プライバ

ステーション 家崎）

シーが確保されていない空間での生活により、不安や不
眠の訴えも多かった。
小さな避難所では、自然発生的にリーダーや自治がで
きており、まとまりがある印象を受けた。初めて参加し
た救援活動で、医師や看護師のチーム力、避難所リーダー
の方々の情報収集・集約力、
サポート力に感動を覚え、日
本人のお互いにささえ合う地
域の力が発揮されていること
がとても印象に残った。
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Business administration
わかりやすい「けいえい学」
回

第２

護 の
客 満 足
は
訪 問 看
顧
と
？

＜サービスを利用する立場で考える＞
まず、私たちがサービスを利用する顧客の立場になって
考えてみましょう。
たくさんあるレストランの中から“また行きたい”と思

今回は、顧客満足度を高めて新規依頼を増やして
いくことに焦点を当てて考えてみたいと思います。

事例の場合、A さんの褥瘡を治して転倒前の ADL に近づ
けるのがゴールになりますが、週 3 回の訪問看護でできる
ことは限られてしまいます。そのため訪問看護師は、ケア
マネジャーやヘルパー、訪問入浴、医師と密な連絡を取り
あい、ケア内容を調整していかなければ、目標は達成でき
ません。ケア内容は褥瘡の処置だけでなく、転倒を防止し
ながら離床を進めていくための、ケアマネジャーやヘルパー
に対するタイムリーな助言が重要となります。

うのはどのようなレストランでしょうか？「他の店にはな
い工夫を凝らしたメニューで、しかも美味しかった。
」
「店
員さんがユーモアのセンスが抜群で、楽しませてくれた。」
「お店の雰囲気が幻想的で非日常的な空間で癒された。
」
等々。レストランは美味しい料理を提供するのがサービス
の本質です。そして、お客さんは当たり前のサービスでは
なく、想定した以上のサービスが受けられた時にはじめて満
足感が得られ“また行きたい”と思うのではないでしょうか。

ではこの事例で、訪問看護の顧客満足度が高まるのはど
のような状況でしょうか？
ご利用者であれば、訪問看護師の適切なケアとアドバイ
スで、褥瘡が治癒し以前のように歩けるようになったとき
であり、ケアマネジャーにとっては、訪問看護師と良好な
連携が図れた結果、ご利用者の状態が改善されたときです

＜訪問看護ステーションの顧客は？＞
訪問看護のサービスの対象は、
ご利用者とそのご家族です。
しかしながら、ご利用者やそのご家族が、直接訪問看護ス
テーションを選択することはまだ少ないのが現状です。実際
に訪問看護ステーションを選択する人は、ケアマネジャー、

ね。
さらに、ケアマネジャーがリピーターとしてその後も利
用していただけるような“顧客維持”につなげるためには、
何が必要でしょうか？
訪問看護の市場は、まだ成熟しているとは言えず、成長
期にあります。訪問看護ステーションによって、看護の質
や他職種との連携のしかたは様々ではないでしょうか。ま

病院の MSW や退院調整看護師、訪問診療の医師などです。
したがって、ご利用者やご家族だけでなく訪問看護ステー
ションを選択してくれる事業者も顧客となるわけです。

た、ほとんどが一人で訪問するため、看護師個人のスキル
にも左右されます。まずは、ある一定のレベルまで訪問看
護のサービスの質を向上させることが必要と考えます。そ
の上で“想定以上のサービス”を工夫していくことが重要
となります。
訪問看護の顧客はご利用者やご家族だけでなく、ケアマ
ネジャーなどの他職種であることを意識し、満足度を高め
られるかかわりができているのかどうか？いま一度振り
（なごみ訪問看護ステーション 葉山）
返ってみましょう。

＜訪問看護の顧客満足と顧客維持＞
ここで、訪問看護の事例を挙げてみます。
A さん 88 歳女性、
独居。室内での転倒をきっかけに、
ADL が低下し仙骨に褥瘡を形成したため、急遽訪問看
護を依頼された。それまでは週 1 回のデイサービスと
週 2 回のヘルパーしか利用していなかった A さんに、
一日 2 回のヘルパー、週 3 回の訪問看護、週 2 回の訪
問入浴が導入となった。
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こ

せ た がや訪問 看

ーション
テ
護ス

んにちは、せたがや訪問看護ステーションです。

を受けることも多くあり

世田谷区は 23 区では大田区に次いで 2 番目に大きい

ます。そのため訪問比率

58 ㎢の面積を有し、28 年 4 月時点人口 887,994 人、高齢化
率 20.09％。この少子化の時代に、子供の人数が増え続けて
いる地域です。世田谷区というと、下北沢や二子玉川を思い

は、介護保険と医療保険がほぼ半数になっています。

職

員は訪問看護1年生から20年超のベテランナースまで、
それぞれの得意分野を活かし持ち味のある訪問を展開

浮かべる方も多いと思いますが、ステーションはとても静か

しています。また、地域連携を大切にし、地域連携会議や、

な住宅街にあります。世田谷線という 2 両編成のかわいい電

医師やケアマネ、病院も含めた看取り後のデスカンファレン

車の線路沿いで、近くには世田谷八幡、豪徳寺、松陰神社な

ス等にも参加しています。

どがあり、最近は外国の観光客の方も増えています。

せ

たがや訪問看護ステーションは、平成 25 年 9 月に開設
しました。会社名みゆきは、会社の理念「みんなのゆ

めときぼうを叶えます」につながっています。利用者様のニー

訪

問看護を広めたい思いから、ステーションの見学や同
行訪問なども積極的に受け入れています。訪問の実際

を知ってもらうことで、地域で活躍する看護師が増えれば良
いな‥‥と心から願っています。

ズ、希望を叶えられるようなステーションであること、そし
て働く職員のプライベートの希望も満たし、充実した仕事が
できるような環境作りを目指しています。

徐

々に職員も増え、看護師 10 名（常勤 2 名）
、作業療法
士 1 名、事務（常勤）1 名で 0 歳から 102 歳までの方

に訪問しています。世田谷区には成育医療センターがあり、
小児の訪問看護のニーズが高くあります。また、ターミナル

8

の方を断らない方針で、病院から直接ターミナルの方の依頼

9

豪徳寺

宮の坂駅

旧車両が展示されています

豪徳寺の招き猫

株式会社みゆき

せたがや訪問看護ステーション
所長 松井 知子
〒156-0053

東京都世田谷区桜1-5-20
パレドール豪徳寺101
TEL：03-6413-7393 FAX：03-5426-2466
http://setagayast.com

スタッフ一同
4

11

1

訪問
看護

こ

け せら

んにちは。訪問看護ステーションけせらの阿部です。

同じフロアにいるので情報も共有しやすく、みんな仲良しで

当ステーションは平成 12 年に設立しました。ステー

す。定着率も良い（職員平均年齢を高くするという要素もは
らんでいる）です。

しいからステーションの開設は別の場所にしては？と助言を

自

いただいてから 16 年経過しました。

めには訪問だけではなく、スタッフそれぞれが担当者となり、

と全国で最も大病院が集中している地域です。在宅医療は難

病

分たちの看護、介護を地域に届け、一人一人の利用者
さんを支えたいという思いで訪問しています。そのた

院や大学だけではなく、水戸徳川家の庭であった小石

勉強会の開催やマニュアル作成を行い共有化することで、訪

川後楽園や六義園、小石川植物園と公園も緑も多い街

問看護の質を高め、ステーション内の質の標準化に努めてい

です。季節を感じることも多く、自転車での訪問は気持ちが

ます。地域の医療職が連携することで見えてくる地域包括ケ

良いです。また、東京ドームとサッカーミュージアムも近く

アの実践と推進をめざし、地域医療職交流会を準備し開催す

にあり、ワールドカップなどサッカーの話題の多い時

るなど、スタッフそれぞれが自分の役割と自覚し、積極的に

は報道局がよく来ています。

規

10
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ス テ ーション

ションの周囲には大学病院が 5 か所あり、都立病院も 2 か所

12
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模は小さいですが訪問看護以外に訪問介
護と居宅介護支援事業があり、スタッフ

活動しています。

以

前から狭くなりつつある事務所が一段とせまくなった
ので、もう少し広い事務所に引っ越しました。新たに

も総勢28人になりました。看護師は常勤5名、

スペースができましたので、看護も介護もけせらのスタッフ

非常勤は8名で非常勤理学療法士が6名です。

の一員となりませんか。待ってま～す。

介護部門、事務部門にはイケメン？（スタッ
フ評価）の配置もあり、どの部門もなかなか
優秀なスタッフが揃っていて自慢です。また、

小石川後楽園
スタッフ一同

有限会社けせら

訪問看護ステーション けせら
取締役 阿部 智子
〒113-0033

東京都文京区本郷３-１５-２
本郷二村ビル２階
TEL：03-3815-1170 FAX：03-5840-6871
http://www.houkankesera.net/

サッカーミュージアム
5

For the future
進んでいますか？ ICT化
～ 訪問看護ステーションにおけるICTの活用 ～
近年、病院や施設では電子カルテの使用などの ICT の活用が普及しています。訪問看護や在宅医療においても、
ICT という言葉を耳にする機会が増えています。会員の皆様のステーションでは進んでいますか？？

＜なんだろう ICT ？＞
ICT と は（Information and communication technology）情報・通信に関わる技術の
総称で従来から使われている「IT」に換わる言葉として使われている用語で海外では
「IT」より「ICT」の方が近年一般的に使用されるようになっています。
訪問看護における ICT とはなんだろう？

ケアマネジャーとの連携を行っている「東大和訪問看護ス

ICT化を3段階にわけると①レセプト請求やインターネッ

テーション武蔵村山サテライト」に現状をレポートしてい
ただきました。

トなどでの訪問看護関連の情報の収集など、
②訪問看護の報

（東電さわやか中野・訪問看護

鈴木）

告書や計画書の作成・訪問看護記録の作成、訪問看護の実
績のデータ化・利用者情報の共有など、
③地域の関係機関と
の連携などがあります。
多くのステーションは①、
②の途中までは行なっているの
ではないでしょうか？
②については、計画書・報告書の活用はしているけれど、
記録は手書きであったりと、訪問先での記録や実績の入力
まで行なっているところは少ないかもしれません。
今回は、
②業務での ICT 活用の導入を決定した「千寿すぎ
なみ訪問看護ステーション」
、
③の ICT を活用して主治医や

＜日常業務での ICT 導入に向けて＞
千寿すぎなみ訪問看護ステーション（杉並）では、

② 訪問毎の記録データを利用した報告書・計画書

CASE

区の ICT 導入経費助成金交付事業を契機に平成 28

作成による残務時間短縮

1

③ 画像などデータ共有による治療・ケアの円滑化

年 6 月から ICT 導入することに決めました。

と持続性の維持

今まではコストの問題と本当にCS（顧客満足度）
・ES（従

④ 随時スタッフ間で情報共有が可能となり、訪問先などで

業員満足度）に繋がるのか不安な部分も多く、導入を躊躇

上司や同僚からの助言が得やすく、職務への安心感を持

していました。しかしながら、減らない残業、業務の煩雑さ、

つことができる。

訪問先での消えない不安、24 時間対応の精神的負担はいつ

⑤ 毎日の申し送り時間の短縮化

までたっても解消されないため、今回少しでもこのような

⑥ 実績が請求システムと連動されることによる業務量の
軽減

問題が解決できるよう次の点に期待して、ICT を導入して

⑦ ICT 導入による新入職員獲得へのアピール

みることとなりました。

まだ地域の関係機関との連携は構築できませんが、まず

① 訪問先での看護記録書作成・プリントアウトによる家族・

はより健全な労働環境をつくり、ES 向上が利用者さんへの

他職種との情報共有と残務時間短縮

良いケアにつながることを期待しています。次回は実践編
をレポートできればと思っています。
事 業 所 情 報
6

（千寿すぎなみ訪問看護ステーション

千寿すぎなみ訪問看護ステーション
▶常勤換算

約 5.5 人

▶利用者数

85 ～ 95 名程度

▶営業日

月～日

24 時間対応

渡辺）

＜主治医・ケアマネとの連携での ICT の活用＞
ICT を導入して 3 ヶ月という、開始してから間も

師や訪問看護師からの情報提供があることで、
「非

CASE

ない当ステーションの現状報告と、導入の準備に関

連続性治療から連続性治療になった」と熱く話して

2

くださいました。また、在宅で訪問診療や訪問看護
サービスを受けていた患者さんが退院するときに

わった医師とケアマネジャーへのインタビュー内容

は、
「そろそろ退院調整に入った」などの情報提供

をお伝えしたいと思います。

をして、病院から在宅へのスムーズな移行にも役立ってい

当ステーションの特色は、武蔵村山市の武蔵村山病院併
設のステーションで、居宅事業所も併設しています。指示

るようでした。

書を頂いている主治医は同法人からと他の医療機関からそ

ケアマネジャーの感想‥‥介護保険の更新等で主治医に意

れぞれ約 50％ずつの割合です。

見書などの依頼をする時のストレスが少なくなったそうで

ICT を使用している患者さんは全体の約 17％で、使用目

す。また、薬の変更や褥瘡の経過など小さな変化がリアル

的は患者さんの情報共有です。その内容のほとんどが医師

タイムでわかるのが良いと話してくれました。今後は「動

への報告や指示受けです。地域交流などへの活用は、まだ

画などでより正しい情報が伝えられるといいなあ」と ICT

できていません。実際に ICT で情報共有している医師は地

の力を発揮させたいという希望も語ってくれました。

域医と同法人病院の医師ですが、ごく限られた数名の医師

私たちの地域では、まだ始まったばかりの ICT。今は対

のみです。その他市内のケアマネジャーの方々とも情報共

象患者が少なく、使用している職種も医師とケアマネ、訪

有をしています。

問看護師の 3 つの職種に限っての運用を行なっています。
今後、拡大していくためには

ICT を導入してからの変化として、導入前はそれぞれの

まだまだ時間がかかりそう

医療機関や事業所に別々に連絡を取らなければならない場

ですが、メリットも多くある ICT を活用して垣根のない連

合でも、一度に複数の職種の方と情報共有できるように

携ができるといいですね。

なったことが便利ですし、現在は使用している件数が少な

（東大和訪問看護ステーション武蔵村山サテライト

事 業 所 情 報

いので大きな変化は出ていませんが、今後増えれば時間や
業務の削減になっていくのではないかと思っています。
＜導入後の変化＞
病院の医師の感想・・・外来患者さんは数ヶ月に１回の受診
時のみの情報共有だったものが、次回の外来までの間に医

龍原）

東大和訪問看護ステーション武蔵村山サテライト
▶常勤換算

約 5.3 人

▶利用者数

85 名前後

▶営業日

月～土

24 時間対応

はじめる前に確認しておきたいこと
1．訪問看護業務の ICT 化が進むと、様々な情報のやり

また、個人情報に関しても、包括的患者情報の共有と
いう観点から、現状の個人情報保護に関する同意書の見

とりが行われます。

直しが必要になってくることも忘れてはならない点です。

画像による情報の送付などにより、よい多くの情報をス
ピーディに伝えることが可能になります。
しかし、介護保

2．導入する機器やソフトがステーションの使いたい用

険法では書面での出力、押印が義務つけられている書類も

途のものでしょうか？場合によっては、導入した機器で

多くあるため、取り扱いには注意が必要です。
また、平成

は地域連携には使用できなかったり、現在使用している

28 年度の医療保険の改正においては、電子的方法による

業務支援ソフトとの連動ができなかったりすることもあ

計画等を主治医に提出する場合についての法整備が行な

るようです。今後どのように ICT 化を進めたいか？考え

われましたが、公開鍵基盤による電子署名など、訪問看護

て、様々な情報のリサーチを行なってから導入するよう

ステーションでの実用化には高い壁があるようです。

にしましょう。



 







 

7

【連絡先】

～ 癒しのカメちゃん ～
東京訪問看護ステーション協議会の 3 つの
ぶれ いくたい む
昨年、半年ばかりの間でしたがステー
プロジェクトをお伝えいたします。
ションでカメの兄弟を飼っていました。
その 1、学研「ビジュアルナーシング在宅
利用者の A さんから「いずれ自分で世話ができなくなるから里
看護」執筆プロジェクト。これは、平成26年冬から取り組みを始め、
親を探している」と相談され、そういうことならウチの事務所で
新人から 3 年目ぐらいの訪問看護師のバイブルとなるような書籍を
面倒みながら里親探しましょうという話になり、そのカメ達はわ
作ろうというものです。まだ構成途中ですが、現場の考えや工夫が
がステーションの一員となりました。名前は『つる』と『かめ』
、
盛り込まれたものになる予定です。
A さんのお子さんがお祭りで購入したが結局親である自分しか面
その 2、訪問看護師の質向上のための体系的教育プロジェクト。
倒見ていないというあるあるエピソードでした。
現在訪問看護師のキャリアラダー構築中です。医学書院「訪問看護
スタッフに飼うことを相談したところ、ノリノリな感じはなく
と介護」で連載掲載予定です。お楽しみに！
「どうぞ飼いたいなら飼えば」みたいな冷めた感じでした。とこ
その 3、訪問看護師のイメージキャラクターを作ろうプロジェク
ろがいざステーションに来
ト。総務会で公募、選定中ですが、そろそろ東京の訪問看護のキャ
ラクターがお目見えする予定です。次回そわにえでその全貌が明ら
てみれば皆カメに夢中で
かにされることでしょう。協議会のいろいろな活動の中で、どんど
す。エサやりから温浴、散
ん訪問看護師の仲間の輪が広がっていることを実感しています。
歩、ストレッチ、いじりた
また暑い夏がやってきます。訪問看護の皆様、熱中症対策と日焼
い放題で、特にエサを食べ
け対策には万全の準備で臨みましょう。エイエイオー！
るときの口をめいっぱい開
（野村訪問看護ステーション 家崎）
け噛みちぎる姿は一生懸命
でエサ係は奪い合いでした。そして、現場から戻ればカメに向かっ
て何か話していたり、眺めていたり、だいぶカメに癒しを求めて
東京訪問看護ステーション協議会は、都内で活動し
いるようでした。普段から愚痴の少ない職場だなと感じてはいま
ている訪問看護ステーションの訪問看護師たちを支
したが、カメには話すのかと思ってみたり、カメを介してスタッ
援していきます。
ご入会を心よりお待ちしています。
フの意外な一面をみることができました。
生き物を飼うことは、疲弊された日々を送る中では癒しとなり
6月30日現在の会員施設数
心の健康を回復させてくれる場合もあります。
『つる』と『かめ』
継続会員：405 新規会員：72 合計：477
は無事に里親が見つかり、ステーションは元通りの雰囲気となり
ましたが、スタッフ達はちゃんと癒されていることを祈るばかり
TFTビル東館9F
（千寿すぎなみ訪問看護ステーション
《口腔ケア
キ ッ ト トゥ
ー セ ッ テ Q ケア 》 A 4渡辺）
横 1 / 4 （ H7〒135-0063
4 × W 2 1江東区有明3-6-11
0） ‘13.5.2
8
です‥‥。
（株）
プロコムインターナショナル TEL 03-5520-8824

「Qケア」は、CDCのガイドラインに紹介されているSchleder達の文献にある“comprehensive oral
hygiene program（包括的口腔衛生プログラム）”を実践しやすいようキット化されたものです。
シンプルなケアの導入

VAP予防の
成功のポイント

ケアの統一・標準化
CPC配合の保湿剤を使用
磨き残しを意識した
ブラッシング
体位交換前の吸引

販売

コンプライアンスの向上
ケアの品質を確保
乾燥予防と口腔内細菌の増殖を抑制
空振りしないケア
垂れ込みの防止

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西３丁目９番３号

Q4（4時間毎に、1日6回用）

製造販売元

株式会社トータルメディカルサプライ
大阪市淀川区東三国２丁目３４番１号
ハイランドビル7F

Q8（8時間毎に、1日3回用）
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