interview&report

「湘南でいちばん高齢者にやさしい病院」をめざして

超高齢社会に向けた
地域医療の充実へ〜湘南第一病院の挑戦

1971年に神奈川県藤沢市に開設した湘南第一病院は，前院長のもと長きにわたり地域医療を担ってきた．
時代とともに移り変わる医療ニーズに対応すべく，病院を継承した嶋村浩市病院長は，
要介護高齢者急性期病院をめざした改革を開始．新病院開設を前に医療・介護・福祉の連携を強化し，
より地域に密着した病院への再創造に取り組んでいる．
そのビジョンと，現場で改革を進める看護師に話を聞いた．

嶋村病院長に聞く

湘南第一病院の再創造 〜その背景とは
高齢者が安心して暮らせる地域へ
医療ニーズに対応した病院改革

建物の老朽化に伴う新病院開設計画を
立案するなかで，高齢者の急性期の病態
に対応し，患者さんやご家族が望めば，

──要介護高齢者急性期病院への転換をはか

終末期の看取りも行うという，
“高齢者に

った経緯を教えてください．

やさしいハートフルな医療”を実現し，

戦後，日本は豊かになり，医療も大き

この地域から超高齢社会に向けた医療の

く進歩しましたが，それは現在の日本を

あり方を具現化して発信する必要がある

築き上げてきた先人のおかげです．しか

のではないかと思いました．

し，いままさにその先人たちが，介護を

──具体的な取り組みを教えてください．

必要とする年代になっています．

それまで，私たちの提供する医療の顧

藤沢市の高齢化率は 20%を超え，介護

客は患者さんのみでしたが，高齢者を多

施設は約 300 ，独居高齢者も増加の一途

く受け入れることになれば，付き添いの

をたどっています．しかし，当院の半径

方や家族，近隣の介護施設のスタッフな

10km圏内には病院が少なく，その周辺

どもすべて私たちの顧客となります．患

も多くが中・大規模病院で，DPC対象病

者さんやその関係者に認められる病院に

院となっています．DPC対象病院では，

なることで社会に呼応するという，発想

を担い，地域のなかでこの循環を回して

介護施設入所者などが肺炎や心不全，あ

の転換が必要でした．

いくという意味です．

嶋村 浩市 病院長

そこで，当院の看護師が考えた
「自ら回

また，高齢者にやさしい病院を実現す

調を崩した場合でも，短期間で退院せざ

せ！ 愛のぐるぐる」
を新病院のコンセプ

るためには，技術やスキル以上にスタッ

るをえないのが実情で，高齢者の体調の

トにしました．これは，近隣病院と連携

フ一人ひとりのハートが大切であり，太

変化や急変に対応できる病院がないとい

をはかりながら，当院が近隣施設の患者

陽に向かって揃い咲く向日葵のように，

う現実がありました．

さんの外来や入院，リハビリテーション

スタッフが同じ方向を向いていなければ

るいは摂食・嚥下障害や脱水などにより体
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いけません．そこで，
「太陽に向かい，揃

です．このUSMプロジェクトをエンジ

い咲く向日葵の和を，湘南に溢れる波と

ンとすれば，ユーザーからの声が吸気，

すが，ソフトが変わらなければ意味があ

風の優しさを」
をビジョンに，個人の価値

それを原動力にして排気としてアウトプ

りません．新病院開設を前に，ユーザー

観に委ねることなく，組織として理念が

ットするというイメージです．

思考で社会性のある組織をつくり，病院

実行できるよう，院内の組織態勢も明確
化しました．

病院は，患者さんの来院時から全部の
部署が連動していますので，連携が乏し

新病院の建設でハード面は整備されま

組織としての理念，考えを浸透させてい
きたいと考えています．

さらに各部署のビジョンを浸透するた

いと流れが分断してしまい，ユーザーの

いま，この恵まれた社会をつくって私

めに，全職種，約 25 人のメンバーからな

信頼を得ることができなくなります．で

たちに託してくれた先人たちを敬い，社

るプロジェクトを立ち上げました．とく

すから，地域連携室に届いた声をキーマ

会と共生できる開かれた医療を実現する

に力を入れたのは，USMプロジェクトと

ンたちで仕分けして，ミッションとして

こと，医療を通じてこの超高齢社会を実

いう，患者満足度アンケートによるユー

必ずやるべきもの，プロジェクトを立ち

りあるものにつくり上げていくことが私

ザーの声を拾い上げて改善につなげたり，

上げて検討しながら企画立案していくも

たちの使命だと思っています．

施設訪問を通じて連携強化をはかる活動

のに分けて取り組んでいます．

看護チームのキーマンに聞く

患者満足度を高める改革を通じて
気づいた看護の原点
看護部を中心に現在さまざまな取り組みを行っている
看護チーム．その中心メンバーに話を聞いた．

新病院移行へのとまどいと
施設訪問で見えた原点
──新病院開設に向けた改革について，看護
師はどのように受け止めていますか？

鈴木 今回の新病院開設に向けた改革で，
大きく変わったのは外科部門でした．外
科は手術によって病状を回復させ，社会
復帰させることをめざしていますので，
「施設入所の高齢者中心，看取りも含めた
医療」
へのシフトに対し，不安やとまどい

いるかといえばまだまだ多くの課題があ

は，地域連携室に連絡が入ると事前にカ

を感じた看護師もいたと思います．

ります．

ルテを準備したり，医師に診察に必要な

木梨

──地域連携を強化するための具体的な取り

検査のオーダーを出してもらうなどして，

な看護師と，急性期の患者さんの治療や

組みを教えてください．

患者さんの来院後，すぐに診療に入れる

ケアをしたいという看護師とで考え方に

木梨 2012 年 7 月に地域連携室が入院相

態勢を整えています．

違いがあると感じました．この地域で，

談の窓口になるまでは，各介護施設のス

2013 年 3 月からは，地域の施設訪問も

施設スタッフとともにチームとして患者

タッフから院長に入院相談の連絡が入っ

行っています．以前は地域の施設の特性

さんにどのようにかかわっていくべき

たり，直接来院されたりするなど，ルー

をすべて把握しきれずにいましたが，訪

か，当院のスタッフが同じ意識を持てて

ルが明確になっていませんでした．現在

問を通じて施設のスタッフとも顔の見え

確かに，高齢者の看護に前向き
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同時に“患者さん”になってしまい，
“生
活者”だということを忘れてしまうのだ
と思います．
平野 施設スタッフと入所者との関係は
すごく濃厚で，私たちが不適切な発言を
すれば，施設とその患者さんの家族との
信頼関係も壊しかねません．そのくらい
施設のスタッフにとって入所者は大事な
存在だということも感じました．
奥寺 病院は治療して病気を治すところ
ですが，それは心のケア，家族や施設ス
タッフなど，その患者さんの背景まで見

奥寺 和子 看護主任

なければ本当の看護ではないということ
も思い知らされました．ただ，まだそこ

木梨 沙織 MSW
（地域連携室）

まで深く考えられていないスタッフもい
る関係ができ，連携もスムーズに行うこ

ますので，一からやっていかなければい

れず，施設に戻ったあとで体調を崩し

とができるようになりました．

けないと思います．

てしまった患者さんの事例がありまし

──施設訪問による気づきはありましたか？

岡藤 同じ意識をスタッフの隅々に広め

た．地域連携室と施設の相談員との情

木梨 恥ずかしい話ですが，訪問を開始

ていくのはとてもむずかしい課題です．ど

報交換だけではタイムリーな情報が伝

した当初は，病院全体の意識の低さ，患

うやってアプローチして，一丸となって協

わらないため，当院と介護施設の看護

者さんの目線に立ってケアができてい

力し合い，よい病院にしていくかを試行

師同士で情報共有ができるのがベスト

ないといった病院へのクレームも多く

錯誤しながら取り組んでいる段階です．

だと考えました．

聞かれましたし，なかには，非常に厳
しい意見もありました．そこで，同じ
職種同士で話したり，生活の場を見て

コミュニケーションを重視した
施設スタッフとの連携強化

現在は当院で施設ごとに担当看護師を
決める話し合いを進め，共有サマリーの
作成や，電話連絡など情報共有の方法に

もらう機会をつくる必要性を感じ，看

──実際に看護部を中心に活動していること

ついても施設の意見を聞きながら態勢を

護部の協力のもと，施設訪問に同行し

はあるのでしょうか？

整備しています．そのほかにも，施設訪

てもらいました．

木梨 以前，退院日が決まったあとに状

問を通じて得られたユーザーの声を反映

鈴木 病院ではベッド上で一人で食事を

態が変化していたという情報が伝えら

すべく，各部署で取り組んでいます．

しますが，施設には，何人もの入所者が

鈴木 外来では，まず行動を起こすこと

テーブルを囲んで食事をするという“生

が大事だと思い，施設スタッフに任せて

活”がありました．病院でもっとできる

いた検査室への誘導を外来看護師が行い，

ことがあるのではないかと感じましたし，

その間にコミュニケーションを積極的に

その入所者が来院したときには“あの施

はかるようにしました．それによって患

設から来られたんだな”とすぐに頭に浮

者さんのことがより見えてくるようにな

かび，自然に声がかけられるようになり

り，しだいに“次は何をしようか”と積

ました．

極的に行動するようになりました．ただ，

施設そのものも利用者目線の介護を実

各施設の考え方もあるので，施設スタッ

践していて，学ぶことが多かったです．

フとしっかりとコミュニケーションをは

私たちは業務を考えながら患者さんを見

かり，対応をしていくことが大切だと感

ているところがありましたので，本当に

じました．

意識が変わりました．
岡藤 入院するまでは地域で，自宅で普
通に生活していた方なのに，入院すると
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いまはコミュニケーションを意識する

鈴木 真由美 看護師

こと，挨拶をきちんとすること，プラス
アルファの声かけ，心遣いを意識してい

ます．待ち時間が長いときにも，
“いま，

潔が保たれるようになりました．繰り返

検査の結果を出していますからね”とひ

し話をすることで看護師の意識も変わっ

と声かけるだけで，患者さんに“自分の

てきましたし，やはり日々の実践の積み

ことをちゃんと見て気にかけてくれてい

重ねが大切だと思います．そのためには

る”ということは伝わります．

アプローチの仕方も重要になりますが，

奥寺 スタッフへの周知は言葉だけでは

長年やってきた看護師にも培ったものが

なく，私たちが自ら行動で示すことも大

ありますし，協力関係も大切なので，す

切です．それを続けることで意識も変わ

べてを否定するのではなく，歩み寄りな

ってくると思います．

がら改善しています．

平野 以前は，施設のスタッフが来てい

木梨 2013 年 9 月に連携施設を対象に実

ても顔を知らないので素通りしてしまう

施した患者満足度アンケートでも，施設

ことがありましたが，いまは折に触れて，

のスタッフが当院の変化を感じているこ

挨拶をしましょう，声をかけましょう，

とがわかりました．また，
「もっと看護師

できるだけ患者さんと話をしましょうと

とコミュニケーションをとりたかった」

岡藤 みさと 看護師

伝えています．ただ，慌ただしい業務の

「やさしい看護師がいるので面会にも行

なかで，時間をとられることを負担に感

きやすい」
「遠方の家族には電話をくれる

護も病院で実践できるようになると思い

じてしまうと話もできなくなりますから，

のでありがたかった」という声も届いて

ます．

そこは課題のひとつだと思います．

います．

鈴木 たとえば，施設で坐位の時間が長

岡藤 当院は特浴がなく，寝たきりの患

平野 こちらから積極的に話しかけ，面

い人の場合，病院では寝ていることが多

者さんの入浴機会が少ないため清拭で対

会に来られたときには病状などは聞かれ

くても，退院後はまたもとの生活に戻る

応をしていますが，退院時に肌が荒れて

る前に話をするようになるなど，意識は

わけです．退院前に坐位の時間を増やす

いた，爪の手入れができていなかった，

すごく変わりました．

ことで，
“非日常”からスムーズに“日常”

髪がボサボサだったという施設からの意
見もありました．現在は，看護助手が担
当していた清拭に看護師も入るようにし，

もっとできる 看護の意識改革で
ソフト面の充実をはかる

に戻ることができるように，継続的な看
護ができるようになりました．
また，院内での連携強化も進めていま

退院前日には必ず担当看護師がチェック

──ケアにかかわる時間が増えることによる

す．まず，外来と病棟で胃瘻交換の方法

するようにしています．

負担は感じていますか？

について検討し，施設スタッフや患者さ

平野

平野 やはりそれはありますが，いまは

んの負担軽減と手技の統一を目的にクリ

人事にも力を入れてくれていますので安

ニカルパスを導入しました
（図）
．

心しています．新病院では設備も整うの

木梨

で，特浴もできるようになりますし，車椅

3 時間ほど施設のスタッフに付き添って

私は入職して 1 年になりますが，

その当時に比べると確実に患者さんの清

平野 宮子 看護主任

以前は，検査から胃瘻交換まで

子での散歩も可能になるので，人材確保

いただいていました．病棟での対応に

によってもっとこんなケアができるのでは

変更し，施設のスタッフの付き添いが不

ないかという前向きな意見が多いです．

要となったため，とても助かっていると

木梨 新病院開設前に介護職員も入職す

聞いています．クリニカルパスの導入も

る予定なので，施設のスタッフからは介

病院でやっていることが見えるので，施

護職同士の連携ができるという期待の声

設側にとっても安心なようです．施設に

もあがっています．施設からの看護サマ

戻るまでにパスがどこまで進んでいて，

リーには介護サマリーも入っているので

自分たちは何をすればいいのかがはっき

すが，当院でそのサマリーをみるのは看

りわかるという点も評価してもらってい

護師なので，生活の部分はあまり拾い上

ます．

げられなかったものもありました．当院

──業務改善として取り組んでいることはあ

に介護職員が入ることで，医療の部分だ

りますか？

けではなく，日常生活や切れ目のない介

平野 病棟では，以前申し送りを 1 時間
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図

胃瘻交換のクリニカルパス

かけてやっていたのですが，いまはチー

の患者さんがいま何を求めているのか，

気よく看護ができることにやりがいを感

ムごとに分かれてポイントを絞り，30 分

どんなことを伝えたいのかをみんなが理

じていますし，看護学校の学生だったこ

以内に終えています．また，これまでは

解しながら対応することが大切です．

ろに思い描いていた“やりたかった看護”

自主的に早く出勤していたスタッフが点

患者さん一人ひとりにそれまでの生き

を思い出させてもらいました．患者さん

滴の準備をしていたのですが，一部の人

てきた過程がありますし，家族とのかか

のそばにいることができ，自分がやりた

だけにそれを任せるのではなく，役割分

わりのなかで，患者さんが家族にとって

いと思ったことが実践できる病院になっ

担を明確にして責任を持たせるようにし

かけがえのない存在だということもよく

てきたと思っています．

ました．

わかります．だからこそ，私たちが看取

患者さんにより添ってケアができると

るときには最期まで手厚く，家族にもよ

いう看護の基本が実践できるというのが

早く出勤した看護師は自分の受け持ち患

かったと思ってもらえるような看護がで

当院の強みですので，今後もそれを極め

者さんの情報収集をしたり環境整備をし

きればと思っています．

ていきたいと思っています．

たりと，時間を有効的に活用できるよう

奥寺 大腿骨頸部骨折などで入院してい

岡藤 藤沢市だけでなく，日本全国が超

になりました．

た患者さんが施設に戻ったあと定期受診

高齢社会に向かって進んでいます．行政

病棟も外科系，内科系と分かれている

で外来受診することがありますが，元気

任せにするのではなく，私たち一人ひと

のですが，とくに外科の病棟には内科の

に歩いている患者さんと話をしたり，施

りがこの状況を考えていかなければなり

患者さんもいるので，記録委員会も立ち

設のスタッフに現在の生活の様子を聞く

ません．いまは身を持って超高齢社会を

上げて，記録の共有方法についても検討

のはうれしいです．地域連携室から施設

実感していますし，医療だけでなく，い

を始めています．

の反応を聞くことができ，患者さんや施

まの日本の現状をどうするべきかを考え

設スタッフへの接し方を見直したり，院

ることができる，そういう病院だと思い

内での話し合いができるようになりまし

ます．

患者さんの担当を前日に決めることで，

超高齢社会を肌で感じ
看護師としてのやりがいを見出す

た．こうした意見を活かすことができる

木梨 前院長のお言葉であり，現院長も

──高齢者看護のやりがいはどのようなとこ

ので，高齢者を地域全体でみること，そ

大切にしていらっしゃる“魂の医療の実

ろにありますか？

のための連携の大切さを感じます．

現”を果たすために，患者さん，施設の

岡藤 高齢者の場合，入院という環境の

鈴木 大規模な急性期病院では，めまぐ

スタッフ，そして当院のスタッフの心をよ

変化を機に認知症を発症することがあり，

るしい医療の進歩についていくことに必

り添わせることによって，今後はより一層，

症状の出方も人それぞれ違いがあります．

死で，患者さんの病気が中心になってし

地域の高齢者一人ひとりに心のこもった

それをひとくくりで見るのではなく，そ

まいがちですが，患者さんを全人的に根

ケアができる病院になると思います．
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2014 年新病院開設

スタッフの声も反映し
高齢者にやさしい機能が充実
2014 年開設予定の新病院（イメージ）

2014 年に開設する新病院には，要介護高齢者急性期病院として患者目線の心づかいや
工夫が凝らされている．そのポイントを紹介する．

ポイント1

ポイント2

「施設専門外来」の新設
地域連携室を窓口に，迅速な対応が可能な介護施設入所者の専
門外来を新設し，患者や施設スタッフの負担を軽減．外来は，ド
アもスライド式にして出入りも楽になり，廊下の幅もゆとりをも
たせてリクライニング式の車椅子でもスムーズな移動が可能に．
内視鏡室も壁を減らしてカーテンでの仕切りにし，患者に負担を
かけず，ストレッチャーでの移動を可能にした．これらは，看護
師が
“使い勝手のよさ”
を考えて要望したという．

病棟設備の充実と
ゆったりとしたベッド配置
現在の病棟にはなかったデイルームや特浴可能な入浴
設備も新設．病室のベッド配置も車椅子でスムーズに
室内を移動できるゆったりとした広さを確保した．
いまはベッド上での食事ですが，車椅
子移動が可能な患者さんはデイルーム
に集まってテーブルを囲んで食事をし
てもらうこともできるようになります．
介護スタッフも増えますから，介護施
設に近いゆとりを持った入院生活を送
ってもらえるようになります．

湘南の海の波風をイメージした新病 施設の大型車も入口に横づけでき
院の外来待合ホール
（完成イメージ） る駐車スペース（完成イメージ）

X線検査や心電図検査などの検査室
も 1階に配置されるので，外来診察
室から検査までの一連の流れがワン
フロアで完結できるようになります．

ポイント3

平野看護主任

ナースステーションのドア 1 つ隔
てた隣にはリカバリールームが新
設されます．高齢者は少しのこと
で体調を崩すことがありますので，
ここは重症患者さんや感染症の患
者さんなどをすぐにみることがで
きるようにしました．

奥寺看護主任

アクセスがよく通勤にも便利で
子育て中の看護師も
ブランクのある看護師に
働きやすい環境を整備
はペア制度で 4 週間の研
小田急江ノ島線，相鉄いずみ野線，
横浜市営地下鉄 1 号線の 3 線が乗
り入れる湘南台駅．駅から歩いて 2
分という好立地で，平塚市，茅ヶ崎
市，大和市，綾瀬市，横浜市，鎌
倉市など，スタッフも多方面から通
勤している．
子育て世代の看護師も多く，復職
する看護師への研修も充実．

岡藤看護師

修期間を設けています．

取材協力

湘南第一病院

岡藤看護師

私自身もいま子育て中です．子育て
中は急に休みを取らざるをえないこ
ともありますが，嫌な顔をされたこ
とはありませんし，それを理由に退
職する看護師はいませんね．
老年看護が好きな看護師，
じっくり患者さんとかかわれ
る看護がしたいという看護
師にとっては，とても働きや
すい環境だと思います．

鈴木看護師

（2014 年新病院開設予定）
〒 252-0804
神奈川県藤沢市湘南台 1-19-7
TEL：0466-44-7111（代）
病床数：94 床（鉄骨造 6 階建て，鉄筋コン
クリート造地下 1 階）
診療科目：内科，循環器内科，消化器内科，
整形外科
新病院の医療機能：
◦外来診療機能の充実
（診察室の増設，動線の分離，部門の同
一フロアー化，内視鏡室の拡充）
◦手術室機能の強化
（手術数の拡充）
◦リハビリテーション室の充実（室面積の
確保）
◦病棟の療養環境の改善（療養環境加算の
取得）
◦個室の増設（個室比率のアップ）
◦職員アメニティの充実
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