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2017年度の重点課題を振り返って

1.いのち・暮らし・人権を守り支える看護の実践

（1）健康に暮らすことへの支援

（2）緊急・重症な状態から回復することへの支援

（3）住み慣れた地域に戻ることへの支援

（4）疾病・障害とともに暮らすことへの支援

（5）その人らしく最期まで生きることへの支援

2.ケアを通して経営貢献

3.人材確保と育成

4.時間外削減～健康で安全な働きがいある職場

2017年度重点課題

2018年度 看護部門集会 レポート①
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看護部長 折出 洋子

組織再編の中、病床稼働率96.0%を乗り切る

　2017年度は「地域包括ケア時代において、地域との連携を進め『い

のち・暮らし・人権』を守り支える看護実践」という大きな目標と4

つの重点課題に取り組んできました。

  

　2017年度の大きな変化は、看護部門と病棟の再編でした。

　4、5月に「手術室・放射線内視鏡室」「救急センター」「HCU」「外来」、

7月には「5東病棟」「5西病棟」が再編され、各セクションで新しい

チームづくりや基準づくりなどが進められました。

　5東病棟・5西病棟では、看護必要度が非常に上がりました。DPC

期間のコントロールを医師などと協力して行ったことで、入院期間の

短縮が実現しました。

　2017年度患者動態を見てみると、1日当たりの入院患者数は432

2017年度の総括と
2018年度の重点課題



いのち・暮らし・人権を守り支える看護の実践
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人です。450床のうち平均で432人入っていたということです。ま

た、1年間当たりの入院件数は1万1442件。1万件を超えるとかな

りの入院を受け入れていると評価されます。そのうち、臨時入院件数

が5633件なので、勤医協中央病院は約半分を臨時入院で賄っている

ということです。病床稼働率は96.0%で、平均在院日数は11.9日

と短いです。1日の外来患者数は486.7人で、約500人の患者さん

が来ています。非常に忙しいことがこれらの数字からも表れています。

看護の取り組みを振り返る

　それぞれのセクションで自分たちの役割を果たすために、独自で学

習会を実施してスキルアップに努めたり、院内外の関係者との連携を

強める体制づくりを積極的に進めました。

●各セクションでそれぞれの特徴に合わせた急性期看護をスキル

アップ

●学習会や研修に参加し、新しい技術を習得

●断らない救急の実践として、救急車 7800 台の受け入れ

●臨時入院と臨時手術に対応し、ベッド稼働率 96％台に

　断らない救急により、96％台のベッド稼働が実現しています。

●医療介護ネットワークや地域事業所との連携強化

●院内外関係者とのカンファレンスを通し「つなぐ医療・看護」を 

実践

　当院は東区医療介護ネットワーク協議会に所属して地域と手を結

び、東苗穂病院、札幌東徳洲会、札幌禎心会病院、天使病院などと顔

の見える関係を構築し、会議やカンファレンスを行っています（退院

支援看護師が積極的に参加）。

●患者相談課は数多くの相談電話に対応し、適切な部署へ紹介するト

リアージ機能を果たす

●介護福祉士を増員し、生活の視点で捉えたケアの実践を看護との協

働体制で推進した

　2017 年度は介護福祉士を増員し、5 西病棟、5 東病棟、3 西病棟、

3 東病棟に配置しています。患者の入院時に介護福祉士がインテーク

面談を行い、「どんなふうに家で生活していたのか」「どんな環境で暮

らしたいのか」など、生活者視点で引き出した情報を看護計画に反映

をさせて支援につなげる取り組みを行ってきました。介護過程につい

ての学習なども看護職と介護職で行いながら発展させました。

●多職種協働のチーム医療を展開



看護の現場から

北海道民医連総会での
救急センター牧口直子師長の話から事例1

社会の縮図のような救急の現場での学び

　数日間自宅に倒れたままでネズミに噛まれていた高齢者や若年結婚

で将来が描けずに何度も何度も薬のオーバードースを繰り返す若者、

アルコール多飲により救急搬送される生産年齢層の男性など、社会の

縮図のような救急の現場で患者の背景を捉えることを大切にし、学び

につなげています。

勤医協新聞に掲載された
5西病棟の話から

食べられない患者の「食べる」を支援できた実践

　誤嚥性肺炎を何度も繰り返す患者さんの話です。食べると肺炎を起

こすため、言語聴覚士の評価は「食べられない」となっていました。

ところが、本人は「食べたい」と訴えます。そこで、倫理的なジレン

マが生じました。「食べさせるべきなのだろうか」「ベストではなくて

も、ベターはどうだろう」「今の最善は何なのか」を病棟の多職種で

考え、大好きな食べ物をほんの一口ずつから食べさせるチャレンジを

しました。本人は「食べられた」という喜びが非常に大きく、意欲が

だんだん出て、体力も回復し、住み慣れた施設に帰ることができまし

た。

　食べさせることが、良いことか悪いことかまでは分かりませんが、

その人の生き方に寄り添った実践です。

事例2
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●退院前・退院後訪問が介入する在宅支援・療養指導の実践

●退院支援看護師とソーシャルワーカーによるラウンドカンファレ

ンス

●臨床倫理 4 分割カンファレンスによる意思決定支援

　4 東病棟ではアルコール依存症の患者さんや暴言のある患者さんが

入ってきた時に臨床倫理 4 分割カンファレンスを行い、ケアにつな

げる実践ができました。

　ICU では、ALS の患者の気管切開についてチームで話し合い意思

決定支援につなげていく実践ができました。

●インシデントの振り返りを通した安全な医療の提供の追求

●ふれあい健康まつり、友の会活動、患者会活動、ひまわり号への参加

●多くの公開講座の開催



無差別・平等の医療の
実践

重い病気を抱えて働く人を救う社会制度が欲しい

　HCUに入ってきた2型糖尿病の患者さんの話です。意識が混濁し、

足が紫色に変色している状況で救急搬送されてきました。生活保護の

申請をして治療を行い、治療継続で退院。退院後は生活保護が外れ、

ネットスーパーの配送業をしていました。一生懸命に働くも給与が少

なく生活が安定しないことから、無理が続き、わずか3年で蜂窩織炎

や網膜症になり再入院。無料・低額診療制度で治療を行いました。医

療については一時助けることができても、生活を助けることはできま

せん。重い病気を抱えながらも真面目に働いている人に、手を差し伸

べられる社会保障や仕組みが必要なことを学びました。

事例3

各セクションの改善活動が、ケアを向上させ経営にも貢献

ケアを通した経営貢献
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●管理経験のない疾患の学習、研修を行いながら、患者を受け入れた

　HCUでは、大腿骨頸部骨折の周術期看護について3東病棟の協力

を得ながら研修をして、術前術後の管理を受け入れるようになりまし

た。それによってベッド回転の効率が良くなりましたし、3東病棟に

入れなくてもHCUでしっかり治療ができています。Aラインの学習

会も実施をしました。

　4西病棟では、しばらく管理のなかった食道がんの患者が入院して

きましたが、手術ケアの再学習をしながら安全に看護ができるよう実

践をしています。

●ハイケアユニットの増床

　2東病棟では、11月からハイケアユニット4床が稼働開始となっ

ています。いろいろな不安を抱えながらのスタートでしたが、患者の

安全な療養と収益増につながりました。

●医師とカンファレンスをしながらDPC期間の管理を強化

●チームによるケアを通した加算の算定

　褥瘡やハイケアについてのチームケアは行っていましたが、2017

年は認知症ケア加算を新たに取得しました。

●病棟が協力し合い、有効なベッド運用

　4西病棟がほぼ満床状態でしたが、4東病棟や5西病棟の協力を得

て有効なベッド運用を行いました。

●ホスピスの長期入院枠の廃止

　長期入院をやめて、必要な人が必要な時に入院ができる受け入れ体



人材確保と育成への取り組み

時間外削減

そのほかの取り組み
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制へと改善しました。

●臨時手術を受けるために職員を育成

●ほぼ満床運用のベッドコントロール

　非常に苦戦していますが、ベッドコントロールセンター担当の副看

護部長を中心にベッド調整を頑張りました。

●新人看護師37人の受け入れ

●目標・育成面接・ポートフォリオの活用

●新しい技術を獲得するための研修参加

●各セクションで新人指導者会議を開催

●看護研究や事例を通した実践からの学び

　看護研究は全国・民医連関係含めて50件の発表をしました。

●さまざまな学習会・研修会・講師活動の参加

●職場内新聞の発行による情報共有やコミュニケーションの推進

　救急センターの季刊誌「救急ワゴン」の春号が発行されました。知

識交流やコミュニケーションのツールとして活用されています。

●新たな業務基準の作成

●各懇話会への参加

●中央材料室の外注準備

●脳血管カテーテル治療の受け入れ準備

　脳血管カテーテル治療のシミュレーションも行い、受け入れが進ん

でいます。

●IC記録のテンプレート作成

●短期入院アナム用紙の導入

●会議時間の短縮

●朝のスタートまでの時間の短縮

●時間外申請用紙の活用と管理

●5西病棟で試験的に戦略的ノートパソコンの活用

　大きな成果を得ていますが、業務の整備は今後も重要な課題です。



2018年度の重点課題を実践するために

　2018年度の北海道勤医協の目標は、「いのち・暮らし・人権を守り、

地域と共に支える看護の推進」です。また、全日本民医連で掲げてい

る2つの柱も実践していきます。第1の柱は「貧困と格差、超高齢化

社会に立ち向かう無差別平等の医療・介護の実践」です。人権の担い

手として、日々の医療・介護・福祉と健康権を結びつけた取り組みを

頑張ります。第2の柱は、「安全、倫理、共同の営みを軸とした総合

的な医療・介護の質向上」です。

　この目標を基に私たち勤医協中央病院看護部門が2018年度に掲げ

るのは、「医療」と「生活」両方の視点を持って、地域・多職種との

協働で「いのち・暮らし・人権」を守り支える看護を推進します……

という大きな柱です。4つの重点課題を添えました。

1いのち・暮らし・人権を守り支える看護の実践

❶その人の暮らしの中で、生活と保健・医療・福祉をつなぐ実践

　健康保険の視点で、患者や地域に起きていることを捉え、今まで通

り東区医療介護ネットワーク協議会に所属しながら、顔の見える連携

をさらに強めていきます。

❷どのような健康状態でも常に暮らしの場に戻ることを意識し「生活

の質」を維持し、尊厳を持ちその人らしく暮らすことへの支援

　病院にいても生活する人です。患者は必ず次の生活の場に戻ってい

きます。病気を診ることも大切ですが、どんな生活の場に戻っていく

のかという視点をしっかりと持ってケアをしていきたいと思っていま

す。そのためには介護福祉士の力も非常に大事になります。介護福祉

士と協力・協働しながらチームで患者を支援していきます。

❸緊急・重篤な状態を多職種と協働のもと、患者の疾病や治療内容を

理解し、身体的状況などを的確に観察、アセスメントし早期回復に

つなげる実践

　身近なアセスメントを徹底し、急性期の知識や技術を磨きながら、

早期に回復へつなげる看護をそれぞれが実践していきます。

❹個々の患者の「生活」を踏まえた療養指導、栄養指導、服薬指導、

リハビリ指導など多職種協働でセルフケア能力の向上を支援する

実践

　患者に必要な指導を誰が行うのかをチームで考えます。例えば服薬

なら薬剤師、栄養指導なら管理栄養士というように、専門的な知識や

技術を持つ多職種と協働で指導していくことに、私たちはチャレンジ

していかなければいけないと思っています。全てを看護師がやる時代

ではないということです。

  

2018年度重点課題
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2ケアを通して経営貢献

　患者の住んでいる場所、地域、生活を見て支援・指導しましょう。

その力量を高めながら取り組んでいかなければなりません。ケアを通

した経営貢献は、今年も行っていきます。

 

3人材育成（人権を土台とする無差別平等の医療・介護の実践者）

　看護協会でも訪問看護の出向研修を進めており、当院でも病棟看護

師3人が2年間の在宅出向に行っています。病院だけでなく地域で患

者を見ていく時代に対応できる、人材育成に取り組んでいきます。

 

4働き続けられる職場づくり

　北海道から院内保育園をつくる許可が下りました。2019年早々の

完成をめざしています。候補地は、旧中央病院近くのセブンイレブン

があった場所です。交代勤務の検討も行われる予定です。

　風通しの良い魅力的な職場づくりのために、各セクションでコミュ

ニケーションを大切にしてください。明るく働ける職場づくりをして

いきましょう。

看護の現場で大切にしたいのは、情勢を知り看護を語ること

　さまざまなことを実践していく上で大事にしたいのは「情勢を知

る」ことです。どんな情勢の中で自分たちが医療や看護を展開して

いくのかが分からないと、患者に必要な手を差し伸べることができ

ません。

　そして、看護を語れるようになってください。自分たちがやって

いる看護が、どのようなことなのかを胸を張って語れること。これ

は特に管理者の方に求めていきたいと思っています。自分たちのス

タッフがどんな頑張りをして、それがどのようなことにつながって

いくのかを管理者として語ってください。

　大切にしていただきたいのは、人を人として大切に思いやる心で

す。これは、患者さんに対しても働く仲間に対しても、とても大事

なことだと思っています。

　今年度も厳しい情勢が続きます。これらのことを大切に、実践の

ベースにしながら、皆さんと共に頑張っていきたいと思っています。

よろしくお願いいたします。
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診療報酬の医療と介護のダブル改定で
看護にも大きな変化

    診療報酬の階段を下りやすく

　2018年2月に診療報酬の改定があり、入院医療の機能は以下の3つになりました。

❶急性期医療：7対1と10対1が融合し、急性期一般入院基本料が7段階に

❷急性期医療～長期医療：13対1と15対1が融合

❸長期医療：20対1と25対1が融合

 

　2018年度の診療報酬改定では、10対1と7対1の間に中間的な水準の評価を設けて診療報酬の

差を少しずつにしています。差が大きいと、経営側は高い診療報酬をもらうために7対1を死守しよ

うという心理になります。厚生労働省には病床を削減するという狙いがあるので、差を少なくして診

療報酬の階段を下りやすくしています。「入院は短期間にして本当に必要な人だけに」という時代に

なってきていますので、これからの働き方にも影響してきます。

 

     重症度、医療・看護必要度は25％から30％に

　「重症度、医療・看護必要度」も変更されました。今までは25％でしたが30％に引き上げられました。

A項目は変わりありませんがB項目に「診療・療養上の指示が通じる」「危険行動のいずれかに該当する」

が入ってきました。

　勤医協中央病院は断らない救急を行っていますので、さまざまな患者さんの入院を受け入れていま

す。そのため、看護必要度が上がり、現在の重症患者割合の平均は30 〜 35％です。

     入院前からの「入退院支援」を評価

　ちょっとマイナーな変更ですが、評価基準の開腹手術が5日から4日になりました。退院支援の加

算が入退院支援へと変わりました。入院する前の外来通院時から認知症の患者や生活上の困難を抱え

ている患者をアセスメントし、ケアプロセスにのせて早期退院へつなげられたことに対して加算がつ

くという動きに変わってきています。

 


