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もっと詳しく！ ナース　ワゴン αNo.19

2014年度 新病院2年目の現状を目指すもの

看護部では新年度スタート後に、各セクションが看護内容や課

題・方針などを発表する「看護部門会議」を開催。勤医協中央

病院看護師の「あるべき姿」とは何かについて一緒に考え、と

もに目標を確認し合う貴重な場になっています。2014年度の

看護部門会議では、以下のような「看護部ビジョン」を示し、

目指すべき方向性を看護部職員がともに確認しました。

看護部長 須田倫子

　勤医協中央病院は、2013年5月1日に現在地へ新築移転して以来、急性

期病院の地域ニーズに応えるため全力で走り続けてきました。昨年度は入

院患者数が前年度よりも1,108人多い約1万人となり、救急車受け入れは

5,311件と前年度より2,110件増えました。病棟では、医療依存度の高い

患者さんが多くなっています。

　そこで2年目にあたる今年度は、「無差別平等の急性期病院」としての使

命を果たすため、多職種と協働しながらチーム医療を推進し、地域との連携

を図りながら急性期に求められるケアの質向上と、次のステップへつなぐ看

護の実践をしましょう。

勤医協中央病院　看護部門会議2014

医療機能を最大限に発揮し
急性期病院としての使命を果たしましょう

看護部
ビジョン

急性期医療とがん医療・地域医療・災害医療

共同の営みの医療・尊厳・権利を尊重できる医療人の育成

安心して住み続けられる、まちづくり・無差別平等の医療

急性期 救急 がん 専門医療

新・勤医協中央病院が目指す医療

10年後、20年後の日
本の医療はどうなって
いるのでしょうか

看護師は社会からどの
ような期待を受けてい
るでしょうか

勤医協中央病院は何を
すべきでしょうか



－2－

旧病院
2012年度

新病院
2013年度 変化

病床数 402床 450床 48床　↑

病床稼働率 92.2％ 94.9％ 2.7％　↑

手術件数 2,093件 2,389件 296件　↑

入院数（一般） 8,845人 9,953人 1,108人　↑

救急車受入 3,201件 5,311件 2,110件　↑

旧病院と新病院の変化

将来像に向けての医療・介護機能再編の方向性イメージ

　勤医協中央病院はDPCを採用している急性期病院です。必要な治療を終

えた患者さんが、在宅やほかの病院・施設で療養を継続できるよう、私たち

は勤医協・民医連の医療・介護ネットワークを生かし、また、連携する医療

機関や介護事業所と手を結んで、切れ目ない医療介護の提供を勧めます。

2025年

高度急性期

一般急性期

亜急性期など

長期療養

介護施設

住居系サービス

高齢社会が深刻化する
2025年問題に対応するための機能再編

勤医協中央病院は
急性期を担います

医療から介護へ
施設から地域・在宅へ

相
互
の
連
携
深
化
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急性期を担う病院としての使命を果たすために

❶健康増進や生活習慣・環境改善などの一次予防から、外科的治療、化学療

法、放射線治療、緩和ケア、リハビリテーション、在宅医療まで総合的な

機能を活用し発展させる

❷地域連携を強め、安心して切れ目のない医療・看護・介護の提供をめざす。

多職種協働で患者さんの退院支援や在宅復帰に力を注ぐ

❸救急医療の充実と強化。年間7000件の救急車の受け入れができる条件整

備を行う

❹急性期病院において医療の高度化や複雑化に対応できる多職種協働型チー

ム医療の推進

❺看護体制の安定化を目指す確保を進め、労働負担の軽減や労働条件の改善、

急性期における介護職・看護補助職との協働を進める

❻在宅緩和ケアクリニックの具体化

　ほかにも、医療安全への取り組みを推進し、医療倫理の検討、チーム医療・

多職種協働型医療で医療の質の向上、ヘルスプロモーション活動で地域住民

の健康づくりを支援します。

　看護部門総力で、急性期病院を発展させ、退院後に継続されるべく医療支

援・生活支援、患者さんの未来をともに考えて助けていく支援へとつなげま

しょう。
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【基本方針と重点目標】 
～札幌北東部の急性期基幹病院として発展するために～

＜基本方針＞

❶看護の質の向上

❷看護実践能力を高める継続教育の推進

❸ケアの提供を通して経営に貢献する

❹社会や医療の動向に目を向け、地域の人々の要求に基づく継続した医療・

　看護を推進

＜重点目標＞

❶看護の質向上

●人材確保	 ●看護の可視化

●管理職の育成	 ●チーム医療の推進

●療養環境の整備と認知症高齢者のケア技術の向上

❷看護実践能力を高める継続教育の推進

●人材育成	 ●災害看護

❸ケアの提供を通して経営に貢献する

●経営貢献	 ●急性期仕様

❹社会や医療の動向に目を向け、

　地域の人々の要求に基づく継続した医療・看護を推進

●連携強化	 ●地域や患者のニーズに合わせた働き方の検討

【2014年度の実践課題】 

❶急性期病院として深化した看護業務の改善とスリム化の実践

❷多職種協働型チーム医療の推進

❸急性期に求められるケアの質向上と「つなぐ」看護の実践

❹働き続けられる職場づくり

「深めていくこと」が
大切です

急性期仕様 チーム医療 つなぐ看護 職場づくり
機能充実と

病床の効果的な運用
2025年問題を

高齢者ケアの技術向上で
乗り切る

急性期だけでは
看護は終わらない

看護にやりがいを持ち
働きやすい環境へ
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看護部各セクションからの「2013年度のまとめ」と「2014年度の方針」

1回目 5月20日

地域連携センター

独居でも支援する心構えと体制で

　昨年度は703件のスクリーニングを実施し、204件の退院支援計画書を

作成しました。また、60代独居の舌がん男性患者さんの「自宅で生活したい、

積極的治療は控えたい」との意向を実現しつつ、QOLに寄り添った事例を

経験しました。今年度の目標には「これから増え続ける独居を恐れずに、団

塊の世代が後期高齢者になる2025年に備えたい」と掲げ、療養にまつわる

相談は何でも受け付ける心構えと体制で頑張ります。

血液浄化センター

自ら「気づく」看護師に

　安全性を向上させるために、昨年度は「業務基準・手順の見直し」と「感

染拡大防止を考慮した業務改善」を行いました。患者さんに安心して治療を

受けていただけるよう環境整備を行った結果、スタッフも働きやすい職場に

なりました。今年度は看護師の配置が変わりますが、臨床工学技師と看護師

が協働で業務を遂行し、「自ら気づく」看護師になれるよう頑張ります。

手術室

チーム力を最大限に前へ進みます

　新病院での手術室が運用を開始して以来、高齢化・重症化する手術患者さ

んが急増し、2013年度の総手術件数は、前年度よりも296件多い2389

件となりましたが、中材や薬剤部の協力を得て、業務のスリム化・効率運用

を行いました。今年度のミッションは、「効率にとらわれない・看護の視点

を忘れない・患者の安全を守る」チームになること。力を合わせて前へ進み

ます。
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看護支援室

院内認定コースで初の卒業生

　2年前に研修がスタートした当院独自の教育制度「院内認定コース」（3

分野4コース「緩和」「オストミー」「創傷・フットケア」「感染」）で、初め

ての卒業生（36人）を出すことができました。がん相談外来の運営やがん

サロンの企画など、がん患者さんと家族への看護を充実させ、新人看護師の

メンタルサポートも強化しました。今年度も「質の高い看護実践」「専門分

野の看護ケアの指導･相談」「地域啓発活動」を目標に掲げていきます。

医療安全室

病院全体の課題として取り組みます

　2013年度はインシデント集計とフィードバックを実施しました。インシ

デントの総数は前年度より250件減の2621件ですが、看護部門では212

件増の1988件でした。急性期・高度医療の増加に伴うものですが、「病院

全体の課題」と捉えて取り組みたいと思います。安全・安心な医療を患者さ

んへ提供し、医療者を医療事故から救うために、今年度はセクションと共同

で事例検討会や再発防止策の提言を行うほか、看護師業務委員会と連携し看

護部門の医療安全も強化します。
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2回目 5月23日

6階西病棟 呼吸器センター

専門知識を得て寄り添える看護を

　昨年度は医師に講師を依頼し、定期学習会の企画・実施など専門領域の能

力向上に取り組み、多職種との連携を強化するためチームカンファレンスの

充実を図りました。今年度は専門看護の実践能力を高める継続教育を推進し、

患者さんや家族への支援を充実させます。費用削減やさまざまな工夫をする

ことで経営に貢献し、社会情勢や社会制度を学ぶことで、患者さんに寄り添

える看護を提供したいと思います。

3階西病棟 回復期リハビセンター

在宅生活へのスムーズな継続看護を

　2013年5月から運用を開始した「退院支援パス」を使用し、244例の退

院支援を実施。入院1週間以内に家族と面談ができるようになり、スムーズ

な退院が可能になりました。また、受け持ち看護師制を充実させることで責

任ある看護へとつながりました。脳梗塞の60代女性患者さんの「娘の結婚

式に歩いて出席したい」という願いを叶えるため、リハビリと連携し、看護

目標を一緒に立案・支援し、目標を達成できました。今年度も在宅生活への

継続看護に力を注ぎます。

3階東病棟 運動器リウマチセンター

連携力とチームワークで看護力アップを目指す

　昨年度は臨時入院が外傷の受け入れと合わせて急激に増加。手術日が週4

日以上となり、1週間に22件の手術が行われたこともありました。認知症

の高齢患者さんも増えたことから、事例検討会やカンファレンスで認知症看

護認定看護師からアドバイスを受け、看護力を高めました。また、両下肢切

断後、硬膜外血腫にて全介助状態となった60代女性患者さんを自宅退院さ

せた経験から、今年度の目標に「多職種や地域、他院とも連携し、効率の良

いベッド運用とスムーズな退院・転院支援」を加え、チームワーク良く取り

組みます。
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ER-HCU

救急車搬入件数目標7000件！

　昨年度は救急車搬入件数が前年度よりも2107件多い5308件となり、救

急車3台が同時搬入する事態も。ERでは外傷患者さんの受け入れ増加に対

応するスキルを高める学習会を開催し、HCUではベッド運用を6床から10

床へ拡充して救急車入院の約26％に対応しました。多忙ですが、看護基準

の作成を行い、ER-HCUの合同事例検討会ではウォークインで来院し処置

室で経過観察していた患者さんの容態が急変したケースの振り返りから、糖

尿病性ケトアシドーシス（DKA）の対応・判断を教訓化しました。今年度

は救急車搬入件数目標7000件をスムーズに受け入れられるよう看護師のス

キルアップと業務のスリム化を目指します。

2階東病棟 心臓血管センター

「何でもノート」でスタッフコミュニケーション

　2013年度は心臓カテーテル検査を安全に運用できることを目指し、12

人の看護師が頑張りました。作業の見直しで効率化を実現し、夜間の緊急カ

テーテルにも迅速に安全に対応しています。前年度よりも107件増の968

件となりましたが業務多忙で、スタッフ同士がコミュニケーションする時間

が少なくなりました。そこで「何でもノート」を作り、気がついたことを書

き込むようにしました。「忙しくても、まだまだ改善できる」とSWOT分析

や意見交換をしています。今年度は、「カンファレンスする時間を増やし、

患者さんの希望に添った看護ケアを提供すること」を目標に掲げています。
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3回目 5月26日

6階東病棟 ホスピスケアセンター

最大限のケアで「患者さんの願い」を実現

　患者さんやご家族の願いを捉え支援することを目標に頑張りました。40

代女性がん患者さんの事例では「同年代看護師との外食ランチ」「主治医参

加のお部屋女子会」を、20代男性がん患者さんは「自作のパソコンを楽し

む3日間の自宅生活」を実現するなど、こころに寄り添う最大限のケアで支

援しました。2014年度は「持続セデーション検討時のガイドラインに沿っ

たカンファレンス」「カンファレンスシートの作成と工夫」などにも取り組

みます。

感染制御室ICN

タイムリーに情報共有できる体制へ

　昨年度は「感染管理院内認定看護師」育成の2年目研修として「ケアの手

順書」の作成と教育を行い、12人を正式認定しました。今年度からリンク

ナースとしての活動を開始します。また、リンクスタッフの活動として取り

組んだ手指衛生ではキャラクターを募集しポスターなどで啓発活動したとこ

ろ、遵守率が上がりましたが、MRSA感染率は患者数の増加とともに上昇し

ていることから注意が必要です。日々の感染管理の改善から、手術件数が増

えているのに関わらず、消化器外科手術部位感染率や中心静脈内カテーテル

関連血流感染率は下がり、良い変化が見えています。今年度の重点目標は、「全

職員がスタンダードプリコーションの基本を理解し尊守できる」ように働き

かけ、感染対策情報をタイムリーに共有できる体制を目指します。

４階西病棟 乳腺センター・消化器センター

緩和ケアを正しく理解していただくために

　ストーマケアに力を入れ、パンフレットを10年振りに更新する準備を進

めました。また、乳房再建術や放射線治療が開始されたことから、看護実践

能力を高める学習会を開催。化学療法患者さんに対しては、プライマリー看

護師が中心となり、「その人らしく生きられるサポート」を行いました。70

代の女性胃がん患者さんの事例では、「個別性のある看護ケアの提供」「清潔・

栄養・運動・睡眠への援助」を実践し、プライマリー看護師の大切な役割と

チームのあきらめない関わりの大切さを学びました。今後の課題は、患者さ

んやご家族が「緩和ケア」を正しく理解し緩やかに移行できるように支援す

ることです。今年度も頑張ります。
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5階西病棟 糖尿病内分泌･腎臓病センター

倫理的観点を含めた意思決定支援ができるように

　2013年度は「糖尿病教育コース入院」される患者さんにお渡しするパン

フレットを作成しました。スタッフから糖尿病療養指導士1人と創傷・フッ

トケアを学んだ院内認定看護師2人が誕生したので、より専門性を高めた看

護につなげたいと考えています。また、糖尿病性慢性腎不全と多発合併症が

ある60代男性患者さんの透析非導入の終末期医療への関わりから「患者さ

んの意志・希望・願いに立ち返り、より良い選択を追求する」ことの大切さ

を実感しました。今後は「倫理的観点を含めた意思決定支援」ができる力量

の獲得を目指したいと思います。法人内外の助勤を受けながら、マンパワー

不足を補ってきましたが、2014年度は新人4人と異動者3人を加えること

ができましたので、ゆとりをもって看護の質の向上を目指したいと思ってい

ます。

ICU

効率の良い運営と個別性を重視した看護支援

　スタッフ全員がプリセプターとして新人や異動者の支援を行い、部署全体

のスキルアップを目指しました。情報の共有化や継続的な学習会の開催が、

個々のスキルアップやチームのレベルアップにつながりました。スタッフ4

人が院内認定看護師研修に参加しましたので、今年度は伝達講習を行い、全

スタッフが実践力を高めたいと思います。また、安全を第一にした療養基盤

への取り組みとして、ICU入室オリエンテーション用紙の文字を大きくし読

みやすくしました。控室を広くし、トイレや自動販売機を整備したことで、

複数のご家族が共有することができるようになりました。2014年度は「業

務整理とスキルアップ」「積極的なコミュニケーション」で効率の良い運営

を目指し、個別性を重視した支援に力を注ぎます。
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第1外来

迅速な改善で看護業務を整備

　救急総合外来、中央処置室、各科専門外来、内科専門外来において良質な

医療と看護を提供できるよう、中待合室でのウォークイン患者さんと各科の

処置患者さんの待機場所を区別し、動線を変更することで対応をスムーズに

したほか、有症状や重篤な患者さんを確実に見極めるトリアージ力のスキル

アップを目指すため、事例検討会や合同カンファレンスを実施しました。中

央処置室では転倒・転落が9件発生したことから防止対策への意識を高め、

掲示内容が分かりにくいとの苦情に対しては表示内容を変更し改善していま

す。糖尿病患者さんの教育・相談活動は319人を対象に行いましたが、今

年度はフットケア外来とストーマケア外来で予約件数を増やし、継続できる

ケアをより充実させます。地域の医療連携を強化するために開設された「か

かりつけ医ご紹介コーナー」では、案内・相談業務を担当しています。今年

度は引き続き看護の質の向上を目指しながら、「病院機能評価に向けての外

来診療の運用マニュアルや看護業務基準の整備」を行います。

第2外来 検査治療部門

安全・安楽な放射線治療と内視鏡治療

　2013年度は放射線治療室が立ち上がりました。専門知識を得るための

学習会を開催しながら、システムづくりに取り組み、開設後は入院患者さ

ん104人、外来患者さん28人の治療を実施しました。進歩するがん医療

に伴う看護や内視鏡看護について学び、地域友の会活動では、患者さん訪

問を10件、化学療法室ではプライマリーケアの実践を6例実施しました。

2014年度の目標は「安全・安楽な検査や治療を提供できるよう看護の質の

向上を目指し、がんや慢性疾患を抱えながら外来で治療している患者さんが

安心して療養できるよう支援することです。スタッフ同士がお互いに高め合

い、働きやすいチーム作りを目指します。

4回目 5月30日
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4東病棟 消化器センター

看護力を支える専門知識と技術の向上

　2013年度の目標は、安全な看護技術を提供するための知識や技術を習得

し、看護実践能力を高めることでした。院内外の研修や院内認定コースに参

加し、評価しながら実践するために「4分割カンファレンス」「転倒・転落

の分析と対策」「インフルエンザ・ノロウイルスのアウトブレイクの阻止」「血

液暴露の阻止」に取り組み、成果を上げました。友の会活動への参加は「患

者さんの不安」の理解につながりました。2014年度は「消化器疾患の学習

と技術の向上」「委員会活動やグループ活動の活性化」「患者さんを理解する

ための情勢学習」などを掲げて頑張ります。

5東病棟 総合診療センター・血液内科センター

2年目看護師の育成システムの確立へ

　血液内科との再編から１年が経過し、2013年度に受け入れた血液内科

領域の疾患は非ホジキンリンパ腫、慢性白血病など24種。延べ患者数は

3526人でした。疾患の基礎知識を学び、闘病する患者さんの思いに寄り添

うことを大切にした看護の実践を心がけました。悪性リンパ腫のために若く

して亡くなった患者さんとの関わりを医師・看護師と合同で振り返り「死の

恐怖の中にいる患者さんの孤独」を理解するケアとは何かを考えました。患

者さんの希望を実現した看護実践では、「オペラ歌手であるお子さんの歌声

を食堂ホールで披露したリサイタル」「永眠された前日に1時間半自宅で過

ごした外出」などがあります。また、研究発表のために実施した「院内教育

に携わる先輩看護師が卒後2年目看護師に求める看護技術実践能力」のアン

ケート調査を看護師の教育システムの確立に役立てたいと思います。

中央材料滅菌室

安全と効率、経営貢献につながる改善を

　質の高い滅菌器材を提供するために、錆び除去剤で洗浄度を高めました。

また、安全に使用できるようメンテナンスを実施、経営貢献につながる改善

や定数管理の見直しを行いました。地域活動として「友の会温泉ツアー」や「東

区健康まつり」「地域訪問」に参加。新病院や無料低額診療を紹介できただ

けでなく、住民の生活を知り、生の声を聞く良い機会となりました。2014

年度の課題は、新しい器械（スジェット、ウオッシャーディスインフェクター、

オートクレーブ、ホルマリン滅菌などの洗浄機）の操作方法を、全員が正し

く確認し、スムーズに扱えるようになることです。安全と効率を考えて作業

できるようになりたいと思います。

勤医協中央病院の看護職員

が、患者さん一人ひとりを

大切にした看護を実践する

ために「心を一つ」にしま

した。2014年度もともに

頑張りましょう！


