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2019年度 看護部門集会 レポート❶

1.いのち・くらし・人権を守り支える看護の実践

（1）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

（2）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

（3）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

回復に繋げる実践

（4）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

2.ケアを通して経営貢献

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）

4.働き続けられる職場づくり

2018年度重点課題

看護部長 折出 洋子

2018年度の総括と
2019年度の重点課題

2018年度 総括

災害医療・病院機能評価に

全職員が一丸となって取り組みました



－ 2 －

●看護部の雇用と退職の状況

1年目

結婚、転居、他院で働きたい（理由：看護の

提供方式が合わない、賃金、休暇など）

うち新人

（離職率10.2%）
49人

7.8年

（離職率2.6%）
1人

38人

新卒

26人

既卒

雇用看護職員数 看護職員退職者数

平均勤続年数

退職の理由 現在の正職員の
経験層別割合

7.8%

31.1%

15.2%

32.6%

2・3
年目11年目

以上

4～10
年目

　数字で振り返る2018年度の看護部の動き

全国の新人看護職員離職率の平均は
7.5 ～ 7.9%（出典：公益社団法人
日本看護協会調査）であることから、
勤医協中央病院の離職率は全国と比
べると非常に低いようです

何十年も勤務し
ている人もいれ
ば、1 ～ 3年な
どで辞めてしま
う人もいます

●患者さんの動態

1日当たりの患者数 1年間の入院件数合計 平均在院日数

救急車搬入台数外来患者数 ウォークイン患者数

ベッド稼働率

430.6人 12.2日

7,936台 12,848件

11,272件
（約半分が臨時入院）

※勤医協中央病院の
病床数450床

95.7％
1YEAR

2017 年度は 11 日
台だったので若干伸
びています

1日当たり
481.2人
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　北海道胆振東部地震での振り返り

▼9月6日に地震発生

　午前3時7分の地震発生後から午前中までに約630人の職員が集ま

りました。災害モード受入態勢解除までに12回の本部会議と6回の役

職者会議を行い、師長会議も朝昼晩の合計8回を重ねました。

▼傷病者の受け入れ・派遣の動き

◦当日の救急車搬入84台、救急徒歩受診86件、臨時入院42件

◦病棟では入院患者を、ERでは救急車を受け入れ、停電解消後に臨

時手術も実施

◦透析治療についての相談電話が多数入り、院内外の患者さんの透析

に対応

◦呼吸器の患者さんからも相談電話が多数入ったため、窓口を一本化

し認定看護師を中心に対応

◦避難所となった、東苗穂小学校や札幌小学校など5カ所に医師と共

に出向く

◦JMATとメンバーとして、3東病棟の作間奈美看護師を派遣

◦3西病棟の岩佐剛典ケアワーカーが被災地訪問へ出向く

▼ブラックアウトへの対応

◦5西病棟では勤医協札幌ひがし訪問看護ステーションが訪問看護で

関わっている脳性まひの30代の女性患者さん（他院管理で在宅人

工呼吸器使用）を受け入れる

病棟シフトがキツイ中で、地域
を守る使命を果たしました

かかりつけの病院が受け入れ困
難で不安を抱えていましたが、
入浴介助を受けて1泊2日で自
宅へ戻ることができました

生きるか死ぬかで不安でしたが、入院を

受け入れてくれただけでなく、お風呂にま

で入れていただき感謝しています。勤医協

は命の恩人。診察券をお守りにします

後日、患者さんからお礼の連絡

看護部長コメント

混乱の中でも心地よく過ごしてもらうためのケアができ

るチームが素晴らしい！　誇らしいと思いました
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■災害対応の総評

　地震発生直後のブラックアウトは非日常的で現実感のない感覚と大

きな不安をもたらしました。そんな中で私たちが心掛けたのは「患者

さんを守る」「事業所を守る」「職員を守る」「地域を守る」ということ

でした。

　入院患者さんのケア、傷病者の受け入れ、院外活動、スタッフ配置、

労務管理、入退院調整、メンタルサポートなどを実践しながら乗り切り

ました。非常時の看護実践は、突然できることではなく、これまでの

積み重ねがあったからだと思います。

　しかし、私たちの災害対応が完璧だったということではありません。

「厳冬期だったら大変だった」と、救急センターでは氷点下での状況

をシミュレーションしながら机上イメージトレーニングを実施。札幌西

区病院では在宅患者さんが多いことから、手動式のサクションポンプ

や人工呼吸器の発電機になるものを「万が一の備え」として患者さん

に準備していただいているとのことです。

　震災は必ず起きます。被害を最小限にするために備えるという減災

の視点も大事だと感じました。今回の震災の教訓から、「私たちは何を

すべきで、何ができるのか」ということを考え、次につなげていく必

要があると思います。

私の職場は保育園です。地震の早朝、朝7時には看護師

さんのお子さんを受け入れて保育をしました。命を守る

職場の人々を支えるという思いからでした。夕方、札幌

小学校に勤医協中央病院のワゴン車が止まり、救護のビ

ブスを付けた人たちが玄関に入っていくところを目撃し

ました。「あっ、避難所訪問をしている」と気付いて、勤

医協中央病院も地震直後から救急患者を受け入れている

のに、診療が終わってからも避難所を回る姿に心が震え

ました。職員の方も被災して不安な中、本当にありがと

うございます。職員の皆さまも休暇を取ってくださいね。

地域の方からのお手紙

私たちは病院の中にいて、患者さんの命を守る仕事をし

ていますが、「地域にも目を向けていく必要がある」とい

うことを、このお手紙からあらためて学びました

看護部長コメント
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　震災の2週間後に病院機能評価を受審

　震災の2週間後に「病院機能評価」が予定されていました。受ける

か受けないか迷いましたが、予定通りに9月20、21日の訪問を受け、

「一般病棟2」「緩和ケア病院（副）」の適用審査に合格しました。

　S評価を受けたのは、「救急医療機能を適切に発揮している」「災害

時の対応を適切に行っている」で、ケアプロセスでは「困難な事例が

多い中で、多職種の連携が優れています」との高い評価もいただきま

した。倫理コンサルテーションやリハビリテーション科との連携、目標

を患者さんと共有し治療を進めていることも褒めていただけました。

　看護に関わる面では「説明と同意」のところで「看護師が同席でき

ていない患者さんに関する記録が不十分」との指摘がありました。「同

席できない患者さんの思いや背景を聞き取り、ケアに反映させていっ

た方が良い」とのアドバイスを受けました。
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2019年度 重点課題

医療と介護をつなぎ

患者さんの願いや希望をつなぎ

自分たちの成長もつないでいきましょう！

●2019年4月現在の勤医協中央病院の職員数

34人

新卒

16人

既卒

2019年4月の雇用看護職員数

1 日平均約 500 人の
職員が働いています

　数字で見る2019年度の看護部

正職員数

医師

技術職

看護師

事務職介護職

1,010人

128人

245人 104人

看護師は
パート職員を含めると

539人

2018年4月と比
べると既卒看護師
が増えています

505人
（保健師・准看護師含む）

（パート職員含む）
47人
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　「つなぐ」役割を果たせる看護集団へ

　2018年度も2019年度もほぼ同じ方針ですが、これまでは「医療

と生活の視点からの意思決定支援」を大事にしてきましたが、2019

年度は「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の視点」も加えた

いと思っています。

　ACPは、人生の最終段階の医療ケアを本人が家族やケアチームと事

前に繰り返し話し合うプロセスのことですが、外来や在宅での最初の

関わりから多職種につないでいくことが必要になると思います。

　私たちは普段、急性期病院として「命を伸ばすこと」に取り組んで

いますが、これからは「患者さんがどうありたいのかという願いや希望」

も最初の段階からくみ取って、医療から介護へと丁寧につないでいけ

る看護集団を目指したいと思っています。

■より重要になる多職種連携

　院内では限られた職種同士で連携していますが、これからは院外の

在宅調整会議や自宅訪問で病院以外の介護職や福祉職と連携すること

も増えてくると思います。その職種やボリュームは、患者さんの状況

や関わる時期によって変わることを念頭におきましょう。状況が変化

する中で、今の患者さんにどんな職種のどんな支援が必要なのかを考

えることが必要になります。

■医療従事者としての接遇向上へ

　最近、患者さんやご家族からの苦情の投書が増えています。一人一

人の身だしなみや言動に注意が必要です。一生懸命良いケアを提供し

ていても、見た目で信頼関係を得られないとしたら残念です。2019

年度は教育委員会で接遇向上に力を入れていくことになっています。

 

■みんなでつなぐ人育て

　2019年2月に開催した看護部公開講座で日本看護協会教育研究部

長の渋谷美香氏が「『協育（みんなで協力し育む）』や『響育（技術や

ワザを響き合わせながらお互い育て合っていこう）』を大事にしながら

取り組んでいきましょう、指導する時には相手が理解しやすいように、

具体的な言葉や内容で伝えましょう」と言っていました。また「プリ

セプターさん自身が大切にしている看護や価値観を伝えながら指導す

ることが大切です」ともお話しされていました。

　教育では「つなぐこと」を意識しましょう。師長さんから主任さんへ、

主任さんから中堅へ、中堅からプリセプター、そしてプリセプターか

ら新人というように、つないでいくことを大切にしながら、みんなで

協力し合って取り組みたいと思います。
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■働き続けられる職場づくり

　国の働き方改革によって、2019年は時間外削減と年次有給休暇の

取得が法律化されます。時間外労働の上限は月45時間で年間6カ月

までです。年次有給休暇が10日以上ある人は年5日以上取得させる

ことが義務化されました。職員が平等に休暇を取れる体制を目指して

計画的に進めていきます。

■院内保育園の開設

　9月に開設を予定し準備中です。名称は職員の投票で「勤医協中央

病院保育園なないろ」に決まりました。看護師の人材確保のためにも、

保育園があることをPRしたいと思います。

■民医連綱領を学びます

　年間を通して民医連の綱領を学習していきます。これは、全日本民

医連と共に行う活動です。平和と憲法を守る運動も続けます。

　まとめ

　実践する上で大切にしたいことは以下の3つです。

●情勢を知ること

●自分たちの看護を語れること

●人を人として大切に思いやること

　北海道勤医協は2019年で設立70周年です。患者さんや家族も、

働く仲間も大切にしながら取り組みを進めます。今年もよろしくお願い

いたします。 （了）


