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テーマ
魅力ある太田綜合病院へ向けて

第21回　太田綜合病院学会
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私 た ち の 誓 い

一、最善の医療を　やさしさと思いやりをこめて捧げます

一、地域の信頼の上に　新しい保健　医療　福祉の輪を拡げます

一、歴史と伝統を胸に　中核病院としての責任を果たします

一、それぞれが謙虚で誠実な品性を育て　友愛で結ばれた院風をつくります

一、先ず自らの健康に努め　使命に役立つ心と　知識と　技術を磨きます

1990年8月18日制定(病院創立95周年記念）



行　動　規　範

[一社会人として］
　１．私たち職員は、理想を目指す人間の一人として、自らの欲望、無知、怒りに基づく

行動を厳しく慎み、諸悪を憎み、公正で中庸の道を歩みます。
　２．私たち職員は、自らを修め、教養と品性の練磨を持続します。
　３．私たち職員は、法を遵守し、反社会的行為や思想には毅然とした姿勢で臨み、その

ような組織・集団とは関係をもちません。
　４．私たち職員は、地域社会への貢献を率先垂範し、他の社会人の模範となる行動をと

ります。
　５．私たち職員は、国際人として、グローバルな観点に立ち、広い知識をもって、環境

問題や人類愛に目を向けた努力をいたします。

[一医療人として］
　６．私たち職員は、すべての病める人、悩める人、心配している人に、等しく慈しみの

心をもって接します。
　７．私たち職員は、患者さんやご家族の言葉に真剣に耳を傾け、相手の意思を尊重し、

自らの行動に照らしてみる努力を行います。
　８．私たち職員は、患者さんとの専門的支援関係を最も重視し、職員相互の専門性を

尊重し、その連携・協働のもとに職責を果たします。
　９．私たち職員は、自己の偏見や先入観を排し、患者さんをあるがままに受け入れ、患

者さんの自己決定やプライバシーを尊重します。
　10．私たち職員は、単なる病気のキュア（cure）にとどまらず、患者さんやご家族への思

いやりをこめた全人的なケア（care）を行います。
　11．私たち職員は、患者さんやご家族に対し、分からないものは分からないと言える十

分な知識をもち、見えないもの・神秘的なものをも無視しない謙虚さを持ちます。
　12．私たち職員は、医療や福祉のために誠心誠意尽くしても、それを恩に着せたり、見

返りを求めるような行為は絶対にいたしません。

[一組織人として］
　13．私たち職員は、どこにあっても、太田綜合病院の職員であるという矜恃を保ち、教

養と品性をもって行動します。
　14．私たち職員は、太田綜合病院の担い手としての自覚をもち、業務上必要な知識の研

鑽、担当業務や経営の改善に向けた努力を怠りません。
　15．私たち職員は、太田綜合病院の一員として、連帯感、帰属意識、意思疎通に心を

配り、働きがいのある職場環境づくりに努めます。
　16．私たち職員は、後進の指導に熱意をもって当たり、太田綜合病院の美風を継承して

いく努力を持続いたします。
　17．私たち職員は、職務関連の法令を遵守し、不正を行わず、高い倫理観と責任感をもっ

て職務に精励します。
　18．私たち職員は、太田綜合病院の関連先との関係を、公正かつ信頼の上に成り立つ

ものといたします。
　19．私たち職員は、地域社会との良好なコミュニケーションを図り、必要な情報は積極

的に開示し、また、個人情報や職業上知り得た情報の管理には厳正に臨みます。
　20．私たち職員は、思慮深い判断と情報の分折を常に心がけ、大胆に将来計画を考え、

絶えず改革向上に努めます。
2005年10月14日制定（病院創立110周年記念)
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ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人 太田綜合病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　堀　江　孝　至

　太田綜合病院学会は、本年で第21回目を迎えました。
　本年から新たに太田西ノ内病院　川上雅久副院長が実行委員長に就任されました
が、委員長の挨拶文を読んで意気込みを感じると共に、強い刺激も受けました。ま
た、今回のプログラムを拝見して、さまざまな領域の職員の発表と、それに引き続く
パネルディスカッションの企画がどのように展開されるのか、非常に楽しみであり、
期待感を持って参加しようと思っています。
　1983年に厚生省保険局長が、このまま医療費の増加が続けば国家がつぶれるという
「医療費亡国論」を発表しました。その後の経過で明らかなのは、少子化、高齢化社
会が経年的に顕性化していることです。この状況は世界的に類が無く、その結果とし
て我が国が直面している様々な問題には「先駆的に、独自に」対処していかなければ
なりません。求められる医療やその提供体制がどのように変化し、医療提供側がその
変化に如何に対処していくのかが問われます。平成25年に叡智を集めた「社会保障制
度改革国民会議」の報告書が公表されましたが、皆さんも読まれたことでしょう。そ
して、現在は各都道府県単位、さらに地域単位での地域医療構想策定に向けた議論が
進行しています。
　このような状況に対して当法人附属施設のあり方も現状維持ではなく適切に順応
し、対処していく必要があります。職員の皆様は状況を十分に理解、認識されている
と思いますが、あえてこのような「挨拶」を記しました。
　そのような視点から、パネリストの皆さんの発表、そして討論がどのように進めら
れるのか、大いに期待しております。



ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２１回太田綜合病院学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　川　上　雅　久

　第21回太田綜合病院学会を開催するにあたり、ご挨拶を申し上げます。
　平成５年10月に第１回太田綜合病院学会が開催され今回で21回目となり、毎回、各
職場から素晴らしい発表がされてきています。また、病院学会の前にセミナーを開催
していますが、このセミナーは全職員に教育・講習の機会を設けなさい、という国の
指導に基づいて実施しているもので、第17回の病院学会から継続実施しています。
　平成27年６月に厚生労働省から「保健医療2035」という保健医療政策が出されまし
た。これは、これまでより遥かに長い視野である20年後の2035年を見据えた保健医療
政策のビジョンを明らかにし、短期・中長期の課題解決に向けた政策立案とその実行
に向けた取り組みです。このビジョンを作成したチームの平均年齢は42.7歳であり、
次世代を担う30代から40代を中心とした方々でした。政府が日本の将来に対して若い
世代の意見を取り入れたことは非常に意義深く、一読の価値ありと考えています（厚
生労働省ホームページに公開されています）。
　今回のテーマは「魅力ある太田綜合病院に向けて」です。皆さんは、現在の太田綜
合病院が患者さんや職員にとって魅力ある病院であると自信を持って言えますか。い
ろいろな考え・意見があるでしょうが、さらに魅力ある病院になる為にはどうすれば
よいのでしょうか、20年後、30年後も魅力ある病院でいる為にはどうしていけばよい
のでしょうか。
　今回は、将来を担う職員の方々が現在の太田綜合病院についてどのように考えてい
るのか、魅力ある病院になるためにはどうしたらよいか、忌憚のない意見を出してい
ただけるような企画といたしました。パネリスト以外の皆様も、ぜひこの機会に太田
綜合病院の現状と将来について考えてみてください。そして自分なりの「太田綜合病
院2035」のビジョンを立ててはどうでしょうか。
　太田綜合病院は創立121年目を迎えました。太田綜合病院の職員の総力を結集し、
患者さんにとっても職員にとっても魅力あふれる太田綜合病院にしていきましょう。



プログラム

開　会［14：30］

挨　拶	 	 理事長	 堀　江　孝　至
	 	 実行委員長	 川　上　雅　久

第Ⅰ部　一般演題［14：40］
　　　　　　　　　　座長	 太田西ノ内病院	 歯科	 小笠原　克　哉
	 介護老人保健施設桔梗	 増　子　松　代

　１　院内ＢＬＳの質の向上を目指して
～多職種間急変時対応シミュレーションで学んだこと～

	 太田西ノ内病院	 放射線部	 宮　田　健　吏

　２　病理部の現状と今後の展望
	 太田西ノ内病院	 病理部	 遠　藤　輝　美

　３　学生と取り組む学校づくり
	 太田看護専門学校	 	 堀　部　由美子

　４　信頼される保育園へ向けての取り組み
	 桔梗保育園	 	 鴫　原　彦　人

　５　回復期リハビリテーション病棟の役割と展望
	 太田熱海病院	 総合リハビリテーションセンター　理学療法科
	 	 	 小　林　美　智

　６　回復期リハビリテーションにおける退院支援の現状と課題
	 太田熱海病院	 看護部	 佐　藤　康　子

　７　自分らしい生活の実現に向けて
～退院調整ルールに沿った支援の実際～

	 法人運営推進本部	 総合福祉統括部	 新　林　康　行

休　憩
第Ⅱ部　パネルディスカッション［16：10］
　　　　　　　　　　座長	 太田西ノ内病院	 歯科	 小笠原　克　哉
	 介護老人保健施設桔梗	 増　子　松　代　
閉　会［17：00］
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第Ⅰ部　一般演題

演題１　『院内ＢＬＳの質の向上を目指して
～多職種間急変時対応シミュレーションで学んだこと～』

太田西ノ内病院　放射線部
　○宮田 健吏　橋谷田 理香　深谷 理人　大原 亮平　遠藤 裕貴　佐藤 寛之　孔 秀和
　　白石 あゆみ　大河内 徹　新里 昌一

【目　的】
　患者急変は医師や看護師のいる場所だけではなく、どこでも起こる可能性があり、その場に
いる職員が連携して迅速に対応しなければならない。医療従事者であっても急変時対応の機会
が少ない人は、その緊迫感や普段と異なる業務のため、慌てて対応が遅れてしまう恐れがあ
る。
　放射線部ではそのような場面でも落ち着いて対処できるように、急変時対応シミュレーショ
ンに取り組んでいる。一方で、他部署との連携にはお互いの協力が不可欠であり、慣れていな
いと不安だという意見がある。
　本検証は、多職種間で急変時対応シミュレーションを行うことによって見える課題を検討
し、医師や看護師がいない状況下でも院内急変時に対応できる環境を作ることで、院内BLSの
質をより向上させることを目的とする。

【方　法】
　同部署グループと多職種グループの２グループを作り、急変時対応シミュレーションを行っ
た。内訳は以下の通り。
同部署グループ　太田西ノ内病院放射線部で構成
 診療放射線技師 ４名（うちBLS受講済１名）
 放射線助手 １名
 以上５名は経験年数５年以下

多職種グループ　急変時の機会が少ないと思われる事務員、コメディカルで構成
 診療放射線技師 １名（BLS受講済） 経験年数　９年
 理学療法士 １名 経験年数　４年
 臨床工学技士 １名 経験年数　２年
 事務員 ２名 経験年数　１年
   　　　　　４年
　シミュレーションでは、レールダル社製Resusci Anne QCPR Dマネキンとレールダル社製
AEDトレーナ２を用いて、外来患者の急変からECコールにより医師が到着するまでのシナリ
オを作成した。
　各グループそれぞれ計３回行い、各回終了時に救命医中島拓郎医師、救急看護認定看護師國
分秀人看護係長に評価・改善点等のアドバイスをいただいた。主観的評価として、参加者にア
ンケートを、また客観的評価として各所要時間の測定を行った。場面設定とシナリオは以下参
照。
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【結　果】
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　アンケート内容は、救命器具の設置場所や使用方法、シミュレーション前後での急変対応な
どを質問項目とした。救命器具の設置場所については、大半が自分の部署の近くだけ知ってい
るという回答であった。特に救急カートはそれ自体を知らないという人もいた。ECコールの
内線番号は参加者全員、覚えていないが救急対応ガイドブックを見て対応できるという回答で
あった。また、今回のシミュレーションを経験してAEDを使用できそうだ、BLSの理解度が
深まったという回答が８割を超えていた。

　医師、看護師の評価では、１回目はどちらのグループとも、呼吸・脈の確認が不十分、CPR
の胸壁の戻りが不十分、指示されたものを持ってきた後はただCPRを見ているだけになってし
まう人が多かったという反省点が見られた。また多職種グループは、無言になってしまう時間
が多く、同部署と比較してコミュニケーション不足が露呈された。また、どちらも医師へ何も
情報を伝えることができていなかった。
　２回目以降はCPRを行っている以外の人が、時間の確認、CPRへのアドバイス（深さ・テン
ポ等）、患者情報を探すことや周囲の患者の移動を行っていて、ただ周りでCPRを見ていると
いう時間は少なくなっていた。また医師到着後も、医師に経過時間、AEDの作動回数などの
情報を引き継ぐ姿が見られた。
　３回目では、同部署グループはすぐに、目撃者がBLS受講歴のある者に指示を求めていて、
それによってスムーズなBLSができていた。また、終始みんなが声を出して連携をとってい
た。多職種グループでは目撃者の指示の後に、その部署の人（診療放射線技師）が具体的な場
所を説明していたため、迷う姿が見られなかった。しかしその後はCPRの回数以外、無言に
なっている時間が多かった。

【考　察】
・所要時間
　急変から医師到着まではどちらのグループも早くなっていたため、シミュレーションを繰り
返すことで、スムーズにACLSまで繋げられることが示唆された。
　救急カートを持ってくるまでの所要時間では、アンケートの結果と同様に、多職種の１回
目に遅れがあった。設置場所等を具体的に指示された回では、所要時間が短くなっていた。
AEDを持ってくるまでの時間は、アンケート結果に反し、どちらのグループもあまり変わら
なかった。これは放射線部から１番近いAEDが、比較的通行回数の多い本館南口に設置され
ているため、把握する機会が多かったのではないかと考える。これが普段行く機会の少ない場
所であったら、もっと差が出ていたかもしれない。他部署の人が近くの救命器具の場所を知ら
ないこともあり得るので、説明ができるように日頃から自分の部署近くの救命器具の場所を把
握しておくべきである。
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・全体の評価
　どちらも１回目では、焦りや不安があったために適切なCPRが不十分であったのではないか
と考える。医師、看護師からCPRの説明、具体的なアドバイスがあった２回目以降は適確にで
きていたと評価されていた。アンケートでも繰り返し行うことで自信をつけていた。
　グループ間の連携については、やはり多職種グループの方が無言になっていた時間が多かっ
た。特に目撃者をBLS受講歴のない人に代えた３回目では、CPRの交代に戸惑いが生じていた
ように見えた。多職種ではコミュニケーションがとれず、誰が何をできるかわからないため、
何も頼むことができないのではと考えられた。初対面の場合でも、積極的に自分からコミュニ
ケーションをとることが、質の高いBLSを目指すためには必要であると考えられる。
　最も印象に残ったことは、回を重ねるごとにCPRをしていない人の行動が変化していったこ
とである。アドバイスがあった２回目以降では、自発的にCPR以外に何かできることがないか
考え行動できていたと、医師から評価されていた。院内BLSは、院外とは異なり直接医師へと
繋げる。一緒に働いている医療従事者だからこそ、人員が足りているときは適切なCPRと共
に、次のACLSにつなげていかなければならない。また加えて、その患者のプライバシーを守
ることや周囲の患者への配慮も行わなければならないと考える。

【結　語】
　多職種間で急変時対応シミュレーションをすることで、同部署で検討しただけでは見つから
なかったであろう様々な課題も見つかった。院内での急変だからこそ、医療従事者としてCPR
以外にもできることがたくさんあるということが理解できた。このような検討を繰り返し行う
ことによって、病院全体で急変時に対応できる環境を作り、院内BLSの質をより向上させてい
きたい。

【略　語】
BLS（Basic Life Support）：一次救命措置
特殊な器具や薬品を用いることなく、その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引き継ぐまで
の間に行う基本的な救命処置。

AED（Automated external defibrillator）：自動体外式除細動器

CPR（Cardio Pulmonary Resuscitation）：心肺蘇生法
心肺機能停止状態の患者に行う循環の補助方法。一般的には胸骨圧迫、人工呼吸を意味する。

ACLS（Advanced Cardiac Life Support）：二次救命処置
医師または十分に教育訓練を受けた看護師や救急救命士などが医師の指導下にその一部を行う
もの。主に救急車内や医療施設などで行われるものを指す。
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演題２　『病理部の現状と今後の展望』
太田西ノ内病院　病理部
　○遠藤 輝美　山田 マチ子　鈴木 郁恵　増子 洋子　西浦 舞子　長澤 千鶴
　　宍戸 ひろ美　増子 京香　村上 今日子　佐々木 理恵子　小田島 肇

【はじめに】
　病理検査とは、患者さんから採取された組織や細胞などから病理標本を作製し、顕微鏡で観
察して病理診断をすることである。病理部は常勤病理医１名、非常勤病理医７名、専攻医３
名、臨床検査技師９名（細胞検査士５名）、検査助手１名で業務を実施している。　
　近年がん治療において、がん細胞の増殖などに関わる分子をターゲットに作用する分子標的
治療薬の開発が進歩している。特定の分子（タンパクや遺伝子）を検査することで、患者さん
への薬の効果や副作用のリスクなどを予測できるため、病理部門においての重要性も高まって
いる。　
　今回は、病理部への理解を少しでも深めていただけるよう業務内容や現状などを紹介し、病
理部としての今後の展望についてまとめたので報告する。

【主な業務内容と現状】
１．組織診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　胃、大腸、肺など内視鏡検査で採取した組織、皮
膚や臓器などの病変の一部を採取した組織、手術で
摘出された臓器などから病理標本を作製し、病理医
が鏡検して診断する。（2015年の組織診件数：6684
件）

２．細胞診
　採取された細胞をスライドガラスに塗抹し、悪性
を疑う細胞（異型細胞）があるかどうかなどを病理
医、細胞検査士が鏡検して検査する。喀痰や尿など
の自然に剥離した細胞を調べる剥離細胞診、子宮頸
部など擦過して得られた細胞を調べる擦過細胞診、
病変部に針を刺して吸引し得られた細胞を調べる穿
刺吸引細胞診などがある。また、内視鏡室で行われ
るEUS-FNA（超音波内視鏡下穿刺吸引法）の際に
は、採取された検体を迅速に処理し、検査の目的とする細胞が採取されているかの確認を行っ
ており、検体到着から15～20分程度で検査をする。（2015年の細胞診件数：9482件）

３．術中迅速診断
　手術中に行う検査で、組織を凍結して標本を作製し、検体到着から15～20分程度で迅速に診
断し手術室に報告する。悪性の有無、癌であれば断端に取り残しがないか、転移の有無などの
診断を目的に行う。また胸水や腹水の細胞診検体でも術中迅速診を行うことがあり、検体到着
から20分程度で報告する。（2015年の術中迅速診件数：215件）

図１　業務のながれ

― 6 ―



４．病理解剖
　ご遺族の承諾のもとに、病死された患者さんのご遺体を解剖し、死因の究明や臨床診断の妥
当性などを目的に行う。当院は日本内科学会の教育病院に認定されており、年間で内科剖検体
数10体以上、CPC（臨床病理検討会）５症例以上の開催などが義務づけられている。　　　　　　　　　　　　　　　　
　2015年度の病理解剖は太田
西ノ内病院で15件（内科系９
件）、太田熱海病院で10件
（内科系10件）行われた。近
年では画像診断技術の進歩や
遺族の承諾が得にくいなどの
要因もあり、当院や全国的に
も減少傾向にある。（図２）
2015年10月から始まった事故
調査委員会制度において、今
後、病理解剖は重要になって
くると思われる。

【取り組みと展望】
１．免疫染色
　基本となる染色標本のみでは診断の確定が難しい場合もあり、追加で特殊染色や抗原抗体反
応を利用した免疫染色を実施している。免疫染色は、100種類の抗体を用いており、従来から
行っている用手法の場合、手技が煩雑で所要時間も長い（1.5日）という問題点がある。現在
は自動免疫染色装置（ベンタナ　ベンチマークULTRA：ロシュ社）も導入しており、プレパ
ラート30枚を一括に約３時間30分（最短約１時間30分）、１日最大60枚ほど処理ができ、診断
の迅速化に役立っている。免疫染色の件数は年々増加傾向にあり（図３）、最終診断の補助的
役割を果たすだけでなく、治療方針の決定などにも重要な役割を担うようになってきている。
当病理部でも表１に示したような治療法決定に関わる免疫染色を行っており、それぞれに保険
点数が加算されている。

　上記以外にも、近年注目されているALK陽性肺
癌について自動免疫染色装置を用いてスクリーニ
ングを行う試みを検討中である。

図２　剖検数の推移

図３　過去５年間の免疫染色の推移

表１　治療選択に関わる免疫染色の項目
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２．病理部門における遺伝子検査 
　近年では、病理部門において「がん組織の遺伝子異常」の有無を調べる検査が注目されてい
る。病気の原因や病態について遺伝子レベルでの解明が進むにつれ、同じがんでも様々なタイ
プの患者さんがいることが分かってきており、病理組織や細胞診検体を用いて行う遺伝子検査
は、病理診断や治療方針の決定に重要な役割を果たす時代になっている。現在当病理部に提出
される主な遺伝子検査は、RAS遺伝子（大腸癌）、EGFR遺伝子、ALK融合遺伝子（非小細
胞肺癌）、HER2遺伝子（乳癌、胃癌）である。（表２）
　現在当院ではこれらを全て外注で行っているが、１）日数がかかること。特に肺癌EGFR
遺伝子解析については、変異がない場合はALK陽性肺癌の検索を進めることになっているた
め、日数の短縮が望まれる。２）最良の検体を選べない。外注は１検体のみの提出になってし
まうため、腫瘍細胞の多い検体の選別が難しい。などの問題が生じており、これからの病理部
の展望として、上記の遺伝子検査の院内化を進めることで、治療方針の早期決定に役立てて頂
きたいと考えている。（図４）

表２　保険収載されている遺伝子検査項目（2016年４月現在）

図４　がん関連遺伝子検査導入による報告日数改善（非小細胞肺癌の場合）
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【まとめ】
　近年、病理検査はがんの個別化医療に深く関わるようになり、それに伴い今後更に免疫染色
や遺伝子検査項目の増加、検査法の開発が進んでいくと考えられる。そのためにも私達は、常
に最新の知識や精度の高い技術を提供していかなくてはならない。また一方で、安全管理の面
でも最善の努力をしていく必要があり、リスクマネージャーを中心に情報を共有し、改善策を
立て実行、再評価、再確認を行っている。日本臨床検査技師会では、平成26年度より「認定病
理検査技師制度」が立ち上がり、資格取得も視野に入れ、個人のスキルアップを図りながら、
これからも太田綜合病院に貢献していきたい。

― 9 ―



演題３　『学生と取り組む学校づくり』
太田看護専門学校
　○堀部 由美子　遠藤 久美　大戸 康子　中島 清彦　古川 美和子

【はじめに】
　太田綜合病院の看護師養成は、昭和33年に准看護師養成所として始まる。その後、３年課程
全日制、２年課程定時制となり現在は定員80名３年課程全日制の看護師養成施設である。58年
の歴史と伝統を感じながら、本校では事業計画に「魅力ある学校づくり」（表１）を掲げて取
り組んでいる。
　今回は、学生と取り組む学校づくりの一部を紹介する。

【学校の取り組み】

１．カリキュラムの充実　
　学生の主体性を支援したいと考え、技術教育や授業方法、評価のあり方などの検討会を定期
的に開催し、教材研究や教育水準の維持向上に努めている。

２．実習施設との連携強化　
　修業期間の３分の１は臨地実習となる。本校は太田綜合病院附属の看護専門学校という強み
を活かし、実習施設との連携強化に努めている。

３．教材備品・施設の充実　
　5S活動による教材備品の管理や計画的な更新購入、業者との教材開発に努めている。

４．学生ボランティア活動の支援
　太田綜合病院の地域社会への貢献という精神を受け、学生の積極的なボランティア活動を支
援している。また、学生自治会は、奉仕活動やエコ活動など積極的に推進し、教職員も協力し
て行っている。

５．卒業生への支援
　今年度より、卒業生の一部の就職先へ訪問し、卒後支援に取り組んでいる。

表１　太田看護専門学校事業計画（一部抜粋）
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【学生との取り組みの実際】
１．学生ボランティア活動　
　毎年、各種団体から多数のボラ
ンティアの依頼を受けている。学
生は試験日程や実習予定などを考
慮しながら看護学生としての自覚
を持ち、真摯に活動に取り組んで
いる。平成27年度の活動実績は
13団体、のべ130人が参加した。
（表２）年末にはボランティア活
動報告会を開催し、学生同士の共
通理解を深める機会となってい
る。また、平成27年度より学校内での献血活動を開催し、積極的な参加協力が得られている。

２．オープンスクールの学生参加　
　太田看護専門学校の理解を深めていただくために、中学生、高校生、社会人、保護者を対象
に毎年４回のオープンスクールを開催している。平成27年度の参加者は、のべ365名である。
会場設営はもとより毎回40名の学生の協力を得ている。学校紹介では、学生が中心となり学校
生活をイメージできるように工夫して紹介している。

３．学内フリーマーケット（通称：ものエコマーケット）　
　今年度よりエコ活動推進の一環で、フリーマーケットを
開催している。家庭で使用せず眠っている品物を無料で有
効活用し、学生同士・教員間の交流や、もったいない精神
の醸成を図る事を目的に企画した。「ものエコマーケッ
ト」というネーミングも学生協力員のアイディアである。
（図１）第１回開催では日用品、生活雑貨、衣類、文房
具、単行本など様々な物が寄せられた。第１回の開催後、
家庭で使用せずに眠っている品物の更なる有効活用につい
て学生協力員と検討した。そこで、がん拠点病院として太
田西ノ内病院のがんサポート室で協力されている「タオル
帽子作り」のためのフェイスタオル寄付にも取り組むこと
となった。学生は地域で活動されている市民ボランティア
の実際を知る機会になり、また実習経験がない学生にとっては、タオル帽子が必要な患者様の
事を知る機会になっている。始まったばかりの活動であるが物の有効活用を図るため、自分達
に出来る事をこれからも考えていきたい。

【終わりに】
　今回、学生が本校の魅力を高めるために協力し、取り組んでいる活動の一部を紹介した。太
田看護専門学校の魅力は、母体病院があり学習環境が充実していることである。看護部のみな
らず、多職種が連携し地域貢献のために取り組む姿を、今以上に学生に伝えていきたいと考え
ている。太田綜合病院附属の看護学校は恵まれた学習環境の中にあることを再認識し、魅力あ
る病院づくりの一員として学生と共に取り組んでいきたいと考える。

表２　　平成27年度ボランティア活動実績（一部抜粋）

図１　ものエコマーケット案内
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演題４　『信頼される保育園へ向けての取り組み』
桔梗保育園
　○鴫原 彦人　坪井 麻子　小林 信子

１　はじめに
　桔梗保育園（以後、保育園）は現在園児数154名、職員27名（９月１日現在）。来年度には
創立60周年を迎えます。本園の保育目標は「子ども達が喜んで登園し、保護者が安心して預け
ることが出来る家庭のような保育園を目指す」です。今回は、この保育目標に向けて保育実践
をしている３つの柱について、保育園の現状と今後の取り組みについて述べます。

２　提供している３つの柱
　保育園の子ども達の保健面では、毎月の身体測定
での身体の成長と嘱託医太田西ノ内病院小児科の生
井先生による春・秋２回の健康診断を行っていま
す。健康診断では、子ども達の体の成長はもちろん
予防接種を勧めることにより、水痘やおたふく等の
流行を防ぐことができます。また、インフルエンザ
予防接種も保育園での集団接種で行い、当日体調不
良等で保育園での接種ができない時は、太田西ノ内
病院で行うことができ、病院との連携によりインフ
ルエンザ流行を防いでいます。

　また、感染症が数名でた場合も保護者への周知や嘱託医と連絡を取り合い、指示により年齢
ごと、クラスごとの合流保育をしない対応で感染拡大を防止しています。園児・職員の感染症
の報告は、感染管理対策室（ICT室）と法人総務部へ行い、感染症拡大防止の為の情報の共有
化を図るとともに、院内感染防止に努めています。
　
　その他アレルギー児への対応も行っています。入園
時、または食事中の発疹などでアレルギーがある場合は
『食物アレルギーに関する主治医意見書』を保護者より
提出してもらっています。原因食物の診断根拠、保育園
生活上取り扱う活動の管理、給食での原因食物の除去、
加工品の除去など12ヶ月を期間として管理しています。
アレルギー児への食事の対応については、次の給食で述
べます。
　
　また、太田西ノ内病院の歯科衛生士の方のご協力を頂
き、歯科検診と歯磨き指導を行っています。歯科衛生士
の方に虫歯の話や歯磨きの大切さ等の話を聞くことによ
り、就学前までに歯科受診に行くお子さんが増えまし
た。これからも３者連携（病院・保護者・保育園）によ
り子ども達が健康で生活できるようにしていきたいと思
います。

写真１　インフルエンザ予防接種の様子

資料１　食物アレルギーに関する主治医意見書
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　次に、給食（栄養）です。保育園保育指針に関わる新しい指針の中で「食育の推進」が健康
という観点から、より積極的に食生活を通して「丈夫な体」「健康づくり」が求められてお
り、保育園でも日々、子ども達に美味しく楽しい食事を心掛け提供しています。
　保育園の給食は、栄養管理を太田西ノ内病院栄養部にお願いしております。また、保育園の
間食（おやつ）については、園内の給食部で考え、乳児から幼児まで質の良い間食の提供に心
がけています。
　保育目標に「うまいうまいと好き嫌いなく食べる子」があります。各クラス担任が一人ひと
りに合わせて、量や食べる時間を考え、『嫌いな物でも少しだけ頑張ってみよう』と声をかけ
て食事をすすめています。

　また、給食部では「食の大切さ」「食への興味・関心」をもてるよう、年４回の食育指導を
行っています。職員による、パネルシアターや絵本読み聞かせ、食育推進ボランティアの方に
よる食育指導、５歳児になりますが、実際に食材に触れ、調理する機会をつくり、「自分で
作った喜び」「調理した達成感」を与えられるよう、夏にはトウモロコシの皮むき、秋には芋
煮会でも園児自ら調理をしています。
　食物アレルギー児への対応については、前述した食物アレルギーに関する主治医意見書をも
とに、毎月の献立の成分表を保護者に配付し、献立の中で除去する物にチェックしていただ
き、各クラス・配膳、間違いのないようダブルチェック、食器には個別の目印をつけ、除去食
材の書かれたシールを貼った椅子をアレルギー児個々に用意し、誤食のないよう、努めていま
す。

　最後に保育についてです。保育園の行事
では、親子の時間を大切にできる行事とし
て、運動会や保育参観そして、親子遠足が
あります。普段、親と子の触れ合う時間が
少ないことから、桔梗保育園では、４・５
歳児が親子遠足を毎年実施していました
が、今年度保護者の要望もあり３歳児も秋
のバス遠足を実施することになりました。
その日だけは、自分だけのお父さん・お母
さん。また、保護者の方もゆっくり自分の
子と触れ合える時間となっていて毎年どの
クラスの保護者からも好評です。

写真２　１歳児、食事の様子 写真３　５歳児、いも煮会の様子

写真４　５歳児、親子遠足～福島方面（平成27年度）
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　次に夜間保育についてです。保育園でお預かりしている子ども達の委託者の多くは看護師の
方です。その看護師さんの勤務体制のニーズに合わせて保育園では、毎週火・木曜日に夜間保
育を実施し、長日勤にも対応しています。昨年までの夜間保育園児数は19名、今年度は20名の
園児が利用しています。（資料２）子ども達が安心してお泊りが出来るよう、乳児クラスと幼
児クラスの職員がそれぞれペアとなり保育にあたっています。（資料３）夜間保育園児数が
（月齢も含め）多くなると夜間時の職員も２人から３人と１名増での保育にあたっているた
め、日中の手不足な日も出てきており、この職員数でどのような保育が子ども達にとっていい
のか検討し推進しているところです。

　日曜保育については、現在第２、第４日曜日に実施しております。日曜保育も夜間保育同様
異年齢保育となるので、こちらも乳児クラスと幼児クラスの職員が輪番で保育にあたっていま
す。利用園児数をみてみますと、昨年度は平均11名、今年度は９月現在平均10名ですが、乳児
が少しずつ増加傾向もみられます。これは、共働き勤務の関わりから増えていると思われま
す。
　桔梗保育園で行っている病児保育は、市で委託されている病後児保育とは異なり、登園後、
高熱等の症状がでて、保護者の方は職場の業務状況で早退できない、またご家族の方も都合が
つかない場合、太田西ノ内小児科外来で保護者、保育士共に診察に立会い、医師の指示に従っ
て病院内のベットで委託者の勤務が終わるまで、保育しています。

３　まとめ
　今年に入り、夜間保育委託者の要望に応え、保育時間を夜勤明け午前12時までのお預かり
を、15時までに延長しました。今までは子ども目線の保育でしたが、保護者の気持ちに寄り
添って考えた対処です。しかし、一方で長日勤児がこれからも増えることが予想されることか
ら、安全保育を行うために夜間保育時にお預かりしている園児数に対する職員の確保。夜勤明
けの日と日中の保育士の手不足、さらに年齢別保育内容の充実など、これから夜間保育と日中
の保育共に安心して預け、預かることができるようハード面を整える必要性があります。

資料２　月別夜間保育園児人数表 資料３　平成28年度夜間保育のデイリープログラム
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　保健では、予防接種の推進と感染拡大防止に向けての工夫をすること。給食では、病院・保
護者・業者と密に連携し、話し合いの場を設け、給食やおやつの改善を図ること。そして、子
どもたちの保育の充実、保護者のニーズに出来るだけ対応し、笑顔あふれる保育園を目指して
いきたいと思います。
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演題５　『回復期リハビリテーション病棟の役割と展望』
太田熱海病院　総合リハビリテーションセンター　理学療法科
　○小林 美智　黒羽 里美　吉田 幸子　武田 千穂　高澤 智美　長尾 紀代美　横島 啓幸

【はじめに】
　太田熱海病院に回復期リハビリテーション病棟（以下　回復期リハビリ病棟）が開設されて
から、今年で満15年となった。病棟が開設された背景を振り返り、その使命や今後の展望につ
いて再考し、皆様方と共有したい。

【回復期リハビリ病棟開設までの背景】
　かつて、看護・介護は病棟のみ、リハスタッフは訓練室のみで大半を過ごし、訓練室と病棟
における患者の行為・行動の差についての理解と病棟・リハ間の連携が不足していた。つま
り、訓練室でのリハビリの治療や訓練によって患者の能力が向上しても、患者が大部分の時間
を過ごす病棟ではその向上した能力を発揮する場面が無く、実際の行為や行動の改善（≒リハ
ビリテーション）につながっていなかった。
　このため、訓練室でのリハビリを患者のリハビリの中心とするのではなく、病棟自体を患者
のリハビリ中心として位置づける必要性があるとの考えを基に、効果的なリハサービスを提供
し、医師、看護師等とのチームアプローチを強化し、“寝たきりを予防”して“自宅復帰を促
進する”事を目的とした回復期リハビリテーション病棟入院料が2000年の診療報酬改定で新設
され、回復期リハビリ病棟が創設された。
　太田熱海病院においても、当時在籍していたリハビリ専門医を中心に同年７月１日に回復期
リハビリ病棟を９病棟に開設した。

【回復期リハビリ病棟の設置要件と使命】
　１．回復期リハビリテーション病棟入院料要件

　回復期リハビリ病棟は、ADL向上による寝たきり防止と在宅復帰を目的とし、脳血管疾
患、大腿骨頚部骨折等の患者を入院の対象としている。発症から１～２カ月以内に入院する
ことや60～180日の入院算定期間、医師・PT・OT・ST・SWの病棟専従配置や、リハビリ
テーション提供単位数（２単位以上）等の規定が設けられている。

２．回復期リハビリ病棟の使命
　この病棟の使命は、「患者のリハ的到達目標（いわゆるゴール）を共有し、廃用症候群の
予防を徹底し、情報共有を密にしたチームアプローチの中で、それぞれの職種の専門性を生
かし、できる・している・するADLの向上を図る」こととされる。
　リハビリテーション医療はチーム医療であり、チームでの介入によって、患者様へ提供さ
れる医療の質は向上するといわれる。多職種が「患者の生活・人生の再構築」という同じ目
標に向かって介入する回復期リハビリ病棟では、特に、それぞれが専門職としての知識（専
門性）を研鑚するにとどまらず、多職種で連携・協働する「チームアプローチ」の実践は必
須である。
　回復期リハビリテーション病棟協会は、医師・ケア（10項目）、セラピスト・MSW・栄
養士10か条を定め、それらを回復期リハビリ病棟で徹底していくことによって、患者に対す
る回復期リハビリ病棟のリハ・ケアの質の向上を目指している。
以下にケア10項目、セラピスト10か条を示す。
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＜ケア10項目＞
１．食事は食道やデイルームに誘導し、経口摂取への取り組みを推進しよう。
２．洗面は洗面所で朝夕、口腔ケアは毎食後実施しよう。
３．排泄はトイレへ誘導し、おむつは極力使用しないようにしよう。
４．入浴は週２回以上、必ず浴槽に入れるようにしよう。
５．日中は普段着で過ごし、更衣は朝夕実施しよう。
６．二次的合併症を予防し、安全対策を徹底し、可能な限り抑制は止めよう。
７．他職種と情報の共有化を推進しよう。
８．リハ技術を習得し看護ケアに生かそう。
９．家族へのケアと介護指導を徹底しよう。
10．看護計画を頻回に見直しリハ計画に反映しよう。
＜セラピスト10か条＞
１．心身機能の改善を図ろう。
２．ADLの獲得に向け適切な装具・車椅子・福祉用具を導入しよう。
３．患者の行動と疾病の危険兆候を見逃さず、事故や感染を予防しよう。
４．生活場面でのADL向上を促進しよう。
５．カンファレンスは、定期的に多職種で開催し、今後の方向性を多職種で検討・一致させ

よう。
６．病棟や在宅で介護を担う家族や介護者とともに、ケア方法を検討しよう。
７．退院に向けての環境調整は、過不足なく行い、地域スタッフに繋いでいこう。
８．記録や情報伝達は多職種が理解できる内容、言葉で表現しよう。
９．適正なリハサービスの向上のために、データの蓄積・検証に努めよう。
10．教育体制を充実し、質の高いリハサービスを提供しよう。

【当院回復期リハビリ病棟の特徴と役割】
　当院は、開設当初より脳血管疾患患者がほとんどを占める（約80%）のが特徴であり、現在
は、入棟患者の障害像が重度化の傾向が顕著である。また、当院の置かれた立地条件から、患
者・家族に敬遠されることもあるが、自宅復帰の阻害要因となりやすい嚥下障害、高次脳機能
障害を合併した患者や、人工透析を必要とする患者であっても多く受け入れている。
　このような中、当院回復期リハビリ病棟は、重度化した疾患・障害に対するリハ・ケアの充
実とリスク管理の徹底，患者の目標達成に向けたチームアプローチの徹底した実践を「強み」
としていく必要があると考えている。つまり、当院回復期リハビリ病棟のスタッフは、一見し
て自宅への退院が困難と思われる患者・家族対して、その障害について共に理解を深め、生活
の再建に向かう過程を支え、長期にわたって寄り添い支援するという役割があると言える。こ
のため、患者に「入院してよかった」と思って頂ける“病棟の雰囲気作り”、「担当しても
らってよかった」と言って頂ける“高い専門的アプローチの維持・向上”、そして何よりもス
タッフ自身の覚悟と私たちの日頃の「笑顔」は欠かすことが出来ない。

【回復期リハビリ病棟の地域包括ケアシステムへの寄与】
　厚労省は、すまい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアの構築
に向けて、「患者様の人生、生活の再構築」を目的に掲げた。
　回復期リハビリ病棟は、地域包括ケアシステムで唱える「自助」「互助」「共助」「公助」
のそれぞれにつながる介入が常に行われており、その意味で、地域包括ケアシステムに最も近
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づいた病棟であると言える。このため、太田綜合病院が地域包括ケアシステムに寄与するため
に、太田西ノ内病院の地域包括ケア病棟と並んで、当院回復期リハビリ病棟の充実した活動は
不可欠である。

【おわりに】
　当院回復期リハビリ病棟の開設からの経過を追い、その役割などについて述べさせていただ
いた。今後もそれぞれの立場から患者様の可能性をしっかり評価し、あきらめないチームアプ
ローチを実践し、患者様・ご家族の第二、三の人生の再構築にかかわっていきたいと思う。私
たちの言葉や笑顔が地域に広がり、地域全体が笑顔でいっぱいになることを願って。
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演題６　『回復期リハビリテーションにおける退院支援の現状と課題』
太田熱海病院　看護部
　○佐藤 康子　栁沼 愛　葛岡 幸子　斎藤 美子　遠藤 利子

【はじめに】
　現代のわが国は、高齢化が急速に進み、慢性疾患や障害と共に生きる人々の増加が懸念され
ている。厚生労働省は「2025年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的のもとで、可
能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるように、地
域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進する」１）と述
べている。そして、地域包括ケアシステムの確立とともに、退院支援の必要性は高まり、当院
では７月より、専従の退院支援看護師を設置し活動している。退院支援とは、療養生活を送
る場を患者や家族自身が選択し、安全かつ安心して生活できるように、医療提供の方法を検
討・支援することであり、多職種の連携が不可欠である。回復期リハビリテーション病棟は、
ADLの向上や機能回復はもちろん、心身の健康の再獲得と、生活の再構築によって、家庭・
地域・社会へ戻ることを目指す病棟である。本来、チーム医療において調整役を担っている看
護師が、その役割を果たせているのだろうか。看護師の役割を明確にし、質の高い退院支援を
目指して、現状の把握から見えた今後の課題をここに報告する。

【現　状】
　当病棟は、医師を含む多職種によるリハビリ・退院支援カンファレンスを週２回、全患者を
対象に実施している。現在のカンファレンスは、患者の状況報告とリハビリの現状確認をする
場となっており、リハビリスタッフ主導となっている。看護師の専門的な視点での意見が述べ
られておらず、他職種がより多くの患者情報を得ており、看護の基本である全身状態の管理や
精神的ケアについての指摘を受けることも少なくない。また、患者や家族指導等のタイミング
を他職種から提案されることもある。このような状況のなか、７月より専従の退院支援看護師
の指導を受け、退院支援リンクナースが中心となり活動を始めているところである。この現状
を踏まえ、退院支援にむけた看護師の役割意識の確認と問題点抽出を目的として、看護師を対
象にアンケートを実施した。

【アンケート結果】
　チーム医療における看護師の役割について多い回答順に、①疾患の管理や全身状態の管理②
リスク管理③日常生活の援助④多職種との調整であった。リハビリ看護で大切にしている事に
ついては、①残存機能の維持・向上②できるADLからしているADLへの拡大③転倒などのリ
スク管理④患者や家族とのコミュニケーションや精神的ケアであった。また、退院支援のイ
メージについては、「退院後、患者や家族が安心して、自宅で生活できるように支援する」な
どの、曖昧な表現であった。そして、「リハビリが必要な時間の目途がたたない」、「介護保
険や利用施設の検討がつかない」「自宅退院を目標としていたが、退院間近に施設方向となっ
てしまう」など、日々困難を感じている回答も多かった。しかし、８割の看護師が、普段から
退院支援を意識していると回答していた。カンファレンスについては全員が必要と答え、理由
としては、多職種が参加し情報の共有や、方向性を確認できる等の回答があった。カンファレ
ンスの改善すべき点については、カンファレンス用紙の検討や参加するためのスタッフの確保
等の意見が多かった。
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【考　察】
　退院支援とは、患者や家族が、場を変えて療養するという選択肢があることを理解し、どこ
でどのように療養生活を送ればよいかを自分で選ぶことができるように関わることであり、多
職種の連携は不可欠である。当病棟に入院する患者は、病気や障害を抱え、生活の再構築を図
り退院する患者が多い。多職種が協働するなか、リハビリテーション看護は、早期から退院後
の生活を見据え、退院先の生活に合わせたスタイルを考慮し、個別性のある看護を行っていく
必要がある。今回のアンケートでは、看護師の役割や退院支援の基本である、「患者や家族の
生活を支える」という事と、カンファレンスの必要性は理解していることがわかった。しか
し、実際のカンファレンスは、リハビリスタッフ主導のカンファレンスであり、看護師の意見
が専門的に述べられていないことが多い。そして、改善点を問われると、目先の問題に関する
もので、カンファレンス内容や進行が他職種によって行われている疑問などは得られなかっ
た。それは、カンファレンスが退院支援や看護の質向上に繋がっているとの認識が低く、改善
の必要性にまで考えが及ばなかったのだと思われる。従来から、カンファレンスは実施してい
るが、リハビリカンファレンスであるために、リハビリスタッフが主体のスタイルが定着して
いる。そのため、情報交換に留まり、内容を振り返ることや、疑問を持つことがなかったと推
測される。また、患者・家族への指導が他職種からの提案で行われている原因は、リハビリ
テーションや社会資源・サービス提供に関する知識が不足していることにある。高次脳機能障
害や認知症患者は目標設定がしにくく、退院の目途が付かないことから、自信が持てず、専門
性を発揮できなかったのではないかと思われる。以上、看護の専門性が明確に理解できていな
いことや、現在のカンファレンスに問題があると考えられた。日本看護協会２）は、「多職種
で構成されるチームを効果的に運営するためには、各職種の役割分担や責務を明確にし、各職
種の専門性を発揮できる自律性が求められている。」と述べている。今後、専従の退院支援看
護師を活用し、看護師や多職種の専門性が発揮できる、退院支援につなげていきたい。

【今後の課題】
①看護師は、患者の状態を最も間近で把握でき、退院後の生活を見据えることができる職種で

あることを認識する。
②患者を中心としたチーム医療においての、看護師の役割を明確にする。
③それぞれの専門性が発揮できるようなカンファレンスの充実を図る。
④退院支援看護師を活用し、患者にとってよりよい退院支援をめざす。
⑤退院後の生活を見据えた、アセスメント能力を向上させる。

【おわりに】
　今回、アンケートを実施したことによって、それぞれがリハビリ看護や退院支援について考
え、意識を高める機会を得ることができた。今後看護師が、チームの調整役となり多職種が専
門性を発揮し、質の高い退院支援を行っていけるよう役割を果たしたい。そして、何よりも患
者や家族が、この病院に入院してよかったと思えるような看護・医療を提供していきたい。
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演題７　『自分らしい生活の実現に向けて
～退院調整ルールに沿った支援の実際～』

法人運営推進本部　総合福祉統括部
　○新林 康行　滝田 誠　遠藤 元子　田部 弥生　遠野 登美子　猪俣 三保　白石 とも子

Ⅰ．はじめに
　平成28年４月より県中医療圏退院調整ルールが施行された。介護を必要とする方が、疾患を
問わず、どの医療機関から退院しても、必要な介護サービスがタイムリーに受けられ、安心し
て在宅へ戻ることができるよう、医療と介護が連携を強化して支援していくことを目的とし、
当院でも運用されている。（資料１、資料２参照）
　今回、治療上の制限によるADLの著しい低下のため自宅退院は困難と思われたが、退院調
整ルールに則って当院スタッフと介護サービス提供者全体で検討を重ね、実際に療養する自宅
でサービス担当者会議を行なった結果、自宅退院を可能にした事例を紹介する。

Ⅱ．事例紹介
＊Ａ氏、70歳代、女性、右腎癌、肺・肝転移、右大腿骨骨幹部骨折

＊家族構成
　１人暮らし（夫とは死別）。長女と孫２人は同じマンションの別フロアに居住する。

＊住環境
　自宅はエレベーターのないマンションの２階。室内は和室でそれぞれの部屋に高さ５cm程
度の敷居がある。浴室は据え置き型である。

＊経過
　平成28年６月に自宅にて転倒後歩行困難となり当院へ救急搬送される。右大腿部骨幹部骨折
（病的骨折）と診断があり、治療のため骨接合術を行うが、骨溶解が進行しており、骨折部の
癒合は困難であった。整形外科病棟での急性期治療の後、地域包括ケア病棟へ転棟となった。
今後も右下肢への加重が禁止され、片足での移動となったことから、車椅子での生活を余儀な
くされた。そのため、７月下旬、当院医療ソーシャルワーカーより、施設入所の検討を含めた
ケアマネジャー介入の依頼があり担当した。しかし、Ａ氏は自宅での生活を強く希望されてい
た。そこで、Ａ氏の在宅生活を可能にするため、在宅生活に向けたリハビリテーションととも
に、退院調整ルールに則って当院スタッフと介護サービス提供者全体で検討を重ね、８月下旬
に自宅退院を迎えることができた。

Ⅲ．支援の実際
１．初回面接（介護支援連携カンファレンス：カンファレンス１回目）
　初回面接にはＡ氏と担当ケアマネジャーのほか、医療ソーシャルワーカー、理学療法士、地
域包括ケア病棟看護師が同席した。退院後の生活の場について、「自分には長女が仕事から
帰ってくるまで孫の面倒をみるという役目がある。」との話から、Ａ氏の自宅で生活すること
への強い意志が確認できた。そのため、Ａ氏の希望である自宅退院に向け、事前に準備した自
宅の写真をもとに、現在の身体状況で自宅での生活が可能であるか参加者全員で検討した。そ
の中では、歩行による階段の昇降が困難であることから外出や医療機関への受診が困難となる
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ことが想定された。また、居室の出入
り口、玄関等に段差があることや玄関
までの廊下が狭いことにより、車椅子
での移動が可能であるかも危ぶまれ
た。Ａ氏は、這って室内を移動するこ
とを考えていたが、這うことにより皮
膚トラブルを引き起こす危険性や骨折
部への影響、トイレや入浴の際の床か
らの立ち上がりの課題が考えられた。

２．介護サービス提供者による自宅訪問（カンファレンス２回目）
　長女同席のもと、担当ケアマネジャー、福祉用具事業所と自宅を訪問する。
　自宅内の移動は、車椅子を基本とし環境を整えることを検討した。福祉用具事業所の介入に
より、敷居の段差等はスロープを設置、本人のベッドを立ち上がり易い高さへ調整、浴室やト
イレへの移動を容易にするための手摺りの設置などの解決方法を見出すことができた。外出の
支障となっている外階段の昇降方法については、主治医より転倒のリスクが高いとの指摘を受
け、階段の移動は這って昇降するとの結論に至った。
　長女は「孫も本人の退院を待ち望んでいる。私は仕事があるので全面的に介護をすることは
できないが、本人が困っていることが
あれば協力する」と話されていた。日
常生活への支援では、長女から食事、
洗濯、買物等の支援が得られることを
確認することができた。入浴時の介
助、生活範囲の掃除については介護
サービスでの支援とした。
　上記のことを担当のリハビリスタッ
フへ報告し、利用予定の福祉用具を想
定した移動動作や日常生活動作のリハ
ビリテーションを、入院中に取り入れ
評価を依頼した。

３．介護サービスの調整・ケアプラン（原案）の作成
　Ａ氏は外出が困難な状況のため医療機関の受診に関しては訪問診療への移行とした。日々の
健康管理と入浴等の清潔援助については訪問看護、居室内清掃等は訪問介護を調整した。

４．サービス担当者会議（退院時共同指導カンファレンス：カンファレンス３回目）
　Ａ氏の場合、入院前後で生活動作が大きく変化し、療養環境を理解した上での検討が必要と
考え、通常は医療機関で実施している退院時のサービス担当者会議を、自宅で開催することと
した。このことで、療養上の注意点や退院までの支援方法を具体的に統一することができた。
また、関係スタッフ全員で生活の目標設定や訪問診療、介護サービスの支援内容等を、具体的
に検討することができた。その結果、無事本人の希望通り自宅への退院をケアマネジャーとし
て支援することができた。
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Ⅳ．考　察
　入院前は自立歩行されていたＡ氏が、退院後は車椅子での生活を余儀なくされた。そのため
当初は無理だと考えられていた自宅退院を可能にした要因として次のことが考えられた。一つ
めは、退院調整ルールに則って入院から退院まで、一貫した支援ができたことである。情報収
集から始まり、数回のカンファレンスを重ねることで、よりＡ氏の希望に具体的に近づけるこ
とができた。二つめは、通常は院内で開催される退院時のサービス担当者会議を自宅で開催で
きたことである。病棟看護師をはじめ、当院スタッフが自宅での会議に参加できたことで、Ａ
氏を送り出す側と迎える側のスタッフ全員で療養環境を実際に見ながら退院後のＡ氏の生活を
検討することができた。このことで、Ａ氏が生活をする上での具体的な課題に対する支援方法
が検討でき、自宅退院を可能にしたと考える。
　また今回、サービス担当者会議を利用者の自宅で開催できたことは、病院スタッフの理解と
協力があったからである。関係スタッフ全員が利用者の希望を叶えるため、一致団結して同じ
方向を見た結果と考える。

Ⅴ．終わりに
　現状では、ケアマネジメントの依頼
を受けてから退院までが短期間であ
り、限られた日数でサービス調整を迫
られるケースがある。そのため入院中
に十分に在宅での生活環境を整え、退
院をむかえることができるケースは多
くはない。限られた時間の中でも、利
用者や家族が在宅での生活を安心して
過ごせるようにするためには、退院調
整ルールの徹底と、常に相手の気持ち
に寄り添ったコーディネートを行うこ
とが必要である。この気持ちを忘れず
に、今後もケアマネジャーとして利用
者の支援に携わっていきたい。

資料１　退院調整に関連する診療報酬・介護報酬
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第21回太田綜合病院学会実行委員
委員長　川上雅久（西ノ内 / 医局）、副委員長　松枝久雄（熱海 / 医局）、
小笠原克哉（西ノ内 / 医局）、増子松代（老健桔梗 / 看護部）、畑　伸一（西ノ内 / 薬剤部）、
白石　満（西ノ内 / 検体検査科）、新里昌一（西ノ内 / 放射線部）、遠藤めぐみ（西ノ内 / 看護部）、
寺島由美子（熱海 / 栄養部）、横島啓幸（西ノ内 / 理学療法科）、天井孝一（西ノ内 / 事務部）、
三澤敬行（西ノ内 / 学術庶務課）、大内　哲（熱海 / 学術庶務課）、佐久間大彰（西ノ内 / 栄養部）、
鈴木里美（熱海 / 作業療法科）、黒羽里美（熱海 / 理学療法科）、遠藤祥子（熱海 / 看護部）、
柳沼孝寿（西ノ内 / 放射線部）、和田　拓（西ノ内 / 理学療法科）、長沢舞子（老健桔梗 / 通所リハビリテーション）、
浜津夕起子（法人 / 総務部秘書室）、佐藤理恵（法人 / 総務部秘書室）、遠藤彩子（法人 / 財務部経理課）、
佐久間美里（法人 / 総務部人事課）、渡部修司（法人 / 企画情報部企画推進室）、
寺島胤之（法人 / 企画情報部ＩＴ管理課）、濱﨑　翔（法人 / 総務部人事課）、菅家大祐（法人 / 総務部総務課）、
太田善雄（法人 / 法人運営推進本部）、村上忠男（法人 / 企画情報部）、佐久間与四成（法人 / 総務部総務課）、
遠藤裕一（法人 / 総務部人事課）、太田　博（法人 / 総務部教育研修課・幹事）
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