REPORT
医業経営コンサルタントが参画支援

最新版・勤務環境の改善支援ノウハウ
2014 年施行の医療介護総合確保推進法に基づき各都道府県に設置された「医療勤務環境改善支援センター」。
労務管理と医業経営の両面から病院や診療所の勤務環境改善をサポートするこの組織も、発足から 5 年目を
迎えて少しずつ実績が積み上がってきた。ここでは長野、青森、東京の医業経営アドバイザー（センターに
派遣された医業経営コンサルタントの呼称）が手がけた 3 つの支援事例を詳しく紹介する。

CASE 1

市立大町総合病院（長野県大町市）

ワークショップで全員が知恵絞る
付箋紙とシールが結論へと導く
今年 1 月 20 日、市立大町総
合病院の講堂に、30 人ほどの
職員が集まった。長野県の主
催で開催される勤務環境改善
の研修を受けるためだ。講師
を務めるのは、県の医療勤務
環境改善支援センターから派

副院長の青木俊樹氏

事務長の勝野健一氏

ンサルタントの西山信之氏（西

織・職場の「ビジョン（ありた

化された他人の考えや主張など

山病院管理研究所所長）。

い姿）
」づくりに取りかかった。

をめぐってメンバー間のコミュ

一方的な講義スタイルではな

まずはそれを絵に描いてグルー

ニケーションが活発化し、場を

く、5 人ずつ 6 グループに分か

プ内で見せ合い話し合うことか

盛り上げる効果が期待できる。

れて議論したり作業したりしな

ら。何が描いてあるか、見える

次に、メンバーの提案で共感

遣された認定登録 医業経営コ

がら進めていくワークショップ
方式が特徴だ。同病院事務長の
勝野健一氏は、
「当院の副看護
部長が、西山氏を招いて県が開

●図表 1

終了時刻
10：05

開会あいさつ

10：05

10：30

概説（レクチャー）/ 進行説明［ファシリテーター］

25 分

10：30

10：45

1- ①「ありたい姿」描画・発表準備［個人］

15 分

10：00

催したセミナーでこのやり方を

10：45

知り、導入に踏み切った。勤

11：15

務環境改善を通じて業務を効
率化し、その延長線上にある
収支改善という大きな課題の
解決につなげたい」と話す。
当日のプログラムは図表 1
のとおり。研修についての説明
もそこそこに、各グループは組

今年 1 月 20 日に行われた研修のプログラム

開始時刻

内

容

制限時間
5分

1- ②「ありたい姿」発表［個人 / グループ］
11：15

1- ③「ありたい姿」気づき・共感…共有［グループ］

11：30

1- ④「ビジョンの定義」合意の形成［グループ］

30 分
15 分

11：30

2．
「シナリオの策定」確信の獲得［グループ］

この間、適時に
昼食を兼ねて、
グループミーティング

2- ①「働きがいの向上」確信の獲得［グループ］

（15 分）

90 分

2- ②「働きやすさの確保」確信の獲得［グループ］

（15 分）

2- ③「働き方・休み方の改善」確信の獲得［グループ］

（15 分）

13：00

2- ④「職員の健康支援」確信の獲得［グループ］

（15 分）

13：00

13：30

3．
「重要成功要因」
（CSF）の特定［グループ］

30 分

13：30

14：00

4．
「重要業績評価指標」
（KPI）の設定［グループ］

30 分

14：00

14：30

5．
「アクション」
（AC）の導出［グループ］

30 分

14：30

15：30

グループ発表（成果共有プレゼンテーション）
［全員］

60 分

15：30

15：55

リフレクション（内省を踏まえた今後の展開について）
［全員］

25 分

15：55

16：00

閉会あいさつ

5分
西山病院管理研究所
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（Vision、System、Action、

システムの指針や手引書で厚

Check）方式が適している」と

生労働省が示しているもの。
『働

指摘し（図表 2）
、それに沿って

きやすさ』
『働き方・休み方』

ワークショップを組み立てて

のように似たカテゴリーも含ま

いる。

れているが、参加者の思考が活

ビジョン作成の次は、それを
講師を務めた西山信之氏

る」と西山氏は付け加える。

だ。
「働きがいの向上」
「働きや

実際、
「信頼」
「余暇と仕事の

したものを、それぞれ 1 つだ

すさの確保」
「働き方・休み方

両立」をビジョンに決めたある

け大きな文字で書く。そして

の改善」
「職員の健康支援」の

グループの付箋紙マッピングの

20 以上にのぼるビジョン案の

4 つの視点について、グループ

写真を見ればそれがわかる。
「ス

中から、自分が一番良いと思う

で話し合って、それぞれ取り組

キルアップ研修を支援」
「良好

ものにシールを貼る。隣のグ

むべき内容を決める。そして、

なコミュニケーション」
「働く

ループの机に移動して、やはり

「重要成功要因」
「重要業績評

時間の明確化」
「有給休暇の取

自分が一番良いと思うビジョン

価指標」
「アクション」といっ

得」が 4 つの視点となり、その

案にシールを貼っていく。

た、
具体策を煮詰めていくのだ。

実現に向けて多様なアイデアが

「時間を区切ってこの作業を

その際に活用するのが「付箋

参加者から出され、そして集約

繰り返せば、個人の考えによる

紙マッピング」
。個人がそれぞ

化されていった様子が見てと

バイアスが外れて『集合知』
『共

れアイデアを付箋紙に書いて模

れる。

通善』に集約されていく」と西

造紙に貼り、次に各メンバーが

なお重要業績評価指標は、結

山氏は話す。最終的に、最も多

自分の大切だと思うものに赤い

果として現れた成果を表現する

くのシールが貼られたものが各

シールを貼っていくことで、グ

「結果指標」の場合と、結果が

グループのビジョンに決まる。

ループとしての合意形成を図る

わかる前の予兆である「先行指

という手法だ。
「言葉にできる

標」の場合とがあるという。

PDCA ではなく「VSAC」

知恵はごく一部。現場の人が知

参加者は「非常に有益」

厚生労働省の勤務環境改善

らず知らずのうちに蓄積してい

マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム は、

る大量のノウハウを、こうした

この日は、最後にグループご

PDCA（計画・実行・評価・改

やり方であぶり出してこそ、有益

との結論を発表して成果を参加

善）のプロセスを取る。これに

な解決策が得られる」
（西山氏）
。

者全員で共有、西山氏が今後の

対し西山氏は、
「PDCA は製造

さらに、
「4 つの視点は、医

展開などについて話して 6 時

業が由来。医療機関には VSAC

療勤務環境改善マネジメント

間に及んだ研修を締めくくっ

●図表 2

西山氏が提案する VSAC 改善マネジメントシステム
・ ・ ・ ・
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青木俊樹氏は、
「1 日がかりの
こともあり、医師の参加が少な

②共感を生み出す

かったのは残念だったが、頭と

③確信を獲得する

体を動かすワークショップとい

⑤行動を観える化する
⑥改善行動を実践する

管理

4. Check（評価・精察・熟考）

た。市立大町総合病院副院長の

①気づきを高める

④合意を形成する
改善

3. Action（意図的な行為）

体制

2. System（推進する仕組み）

目標

1. Vision（ありたい姿：定義）
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実現するためのシナリオの策定

性化すればアイデアは出てく

⑦指標を視える化する
⑧因果関係を検証する

うやり方は良かった。繰り返し
て定着を図っていきたい」と話
す。事務長の勝野氏も、
「参加
者へのアンケートでは、
『非常
に有益だった』と継続に前向き
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な回答が目立った」
と評価する。
また青木氏は、
「当院のスタッ
フは『良い医療を提供したい』
という考えが強い半面、部門間
の縦割り意識が強く、非効率な
業務につながっている面があっ
た。たとえば技師は、看護師の

長野県健康福祉部の笠原祥多氏

医業経営アドバイザーの田中幹夫氏

の点今回の研修は、
『忙しい時

システムの導入までは容易では

い病院にこそ、センターが手を

は皆で協力しよう』という仲間

ない。勤務環境改善は入口ある

差し伸べていきたい。労務管理

意識の高揚に役立った。全科共

いは手段に過ぎず、
『魅力ある

と医業経営という 2 つの支援

用の看護師を置くなど、取り組

組織づくり』こそ本質・目的だ

のうち、経営面のアドバイスの

み始めた外来業務の見直しにも

と考えている。指針や手引書に

方が医療機関にとっては受け入

応用できるのではないか」と成

とらわれ過ぎず、現場が使いや

れやすいようで、関心を示す病

果を語る。

すいマネジメントシステムに改

院も出てきている」と話す。

仕事に手を貸したりしない。そ

一方、勝野氏は「各部署の中

変していくことが、医療勤務環

西山氏を紹介した、当協会長

堅クラスが参加したことから、

境改善支援センターやそこに属

野県支部長で医業経営アドバイ

新年度の目標設定などにワーク

する医業経営アドバイザーの役

ザーを務める田中幹夫氏（あが

ショップの手法が使える。職員

割だと思う」と指摘する。

たグローバル経営グループ・シ

の超過勤務や有給、代休などの

長野県の支援センターに

ニアマネジャー）も、
「全員参

見える化にも取り組んでいきた

とって、市立大町総合病院の

加型で『ありたい姿』の定義・

い」と話していた。

取り組みは、具体的な支援の

共有からスタートし、その実現

第 1 号となった。長野県健康

を目指していくこの手法なら、

福祉部医療推進課の笠原祥多

参加者も生き生きと取り組め

講師を務めた西山氏は、
「厚

氏は、
「市立大町総合病院のよ

る。こうした本質的な勤務環境

生労働省の指針や手引書に沿っ

うな、たとえば地方の公立病院

改善マネジメントシステムの導

て取り組んでも、マネジメント

で行動したくてもなかなか難し

入こそ、支援していきたい」と

モデルとして県が普及へ

強調する。
ワークショップから 3 カ月
あまり、まだ数字で成果を示せ
るわけではないが、先にも触れ
たように市立大町総合病院では
職員の意識の変化が見られてい
る。長野県健康福祉部の笠原氏
は、
「勤務環境改善の取り組み
のモデルができたので、セミ
ナーの開催などでその横展開に
取り組んでいきたい」と抱負を
述べている。
「信頼」「余暇と仕事の両立」をビジョンとして付箋紙ワークショップを行ったグループの
成果。メンバー間の認識が共有されてきたことがわかる（写真：西山信之氏提供）

（健康・医療ジャーナリスト
井上 俊明）
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CASE 2 （医）芙蓉会 芙蓉会病院（青森県青森市）

全職員アンケートで現況、課題を見える化
グループ一体で勤務環境改善に取り組む
医療法人芙蓉会芙蓉会病院は

会議で準備を進め、その下に

青森市郊外に立地する 407 床

看護部長、副看護部長、事務

（ 精 神 病 床 354 床、療 養 病 床

部事務長、地域医療連携室室

53 床）の精神科病院。このほ

長、副看護部長兼病棟師長の 5

ど青森県医療勤務環境改善支

人から成る分科会を設けて本

援 セ ン タ ー の 支 援 を受けて、

格始動した。

勤務環境改善に取り組んだ。

まず、勤務環境の現状を把握

理事長の村上惇氏

同院は病院基本方針の筆頭に

し、課題を抽出するために全職

「職員が誇りとやりがいを持て

員を対象にアンケート調査を

全職員を対象に配布し、一般職

る病院にします」を掲げる（図

行った。調査票は一般職員用と

員 259 人、管理職 13 人から回

表）
。子育てサポート企業とし

管理職用の 2 種類作成した。一

答を得た。

て厚生労働省の
「くるみん認定」

般職員用では「休日、年次有給

調査票の集計と分析は支援セ

も取得している。理事長の村上

休暇が取れる」
「職員の仕事量

ンターが行った。
結果の概要は、

惇氏は「医療の質を支えるのは

は適切だと思う」など 31 項目に

新聞形式のリポートにまとめて

職員だから、職員を守ることが

ついて、現在の職場における実

全職員に配布した。そして、そ

まず大事」と語る。村上氏によ

感を「そう思う」
「そう思わない」

の結果について各職場で話し合

れば、勤務環境のさらなる改善

で回答する。管理職用ではこれ

い、“ 感想 ” をフィードバック

に取り組もうとする背景には、

らに対応する項目で、
「必要な

してもらった。看護部副看護部

人材確保が難しくなっている事

休日（少なくとも週 1 日）や、

長の杉田正氏は「有給休暇取得

情もあるという。青森県内で養

定められた年次有給休暇が計画

率については、支援センターが

成される看護師の多くが県外に

的にとれるようにする」
「地域

全国平均などの比較データを用

流出しており、看護師事情は特

における診療連携体制を見直し

意してくれたので、それも併せ

に厳しい。

て、特定の職員の負担を軽減す

てリポートに載せた。当院の取

る」などの 31 項目について「現

得率はそれと比較して悪くはな

在の満足度」と「重要視するか」

いことがわかるほか、各部署の

をそれぞれ 5 段階で評価して回

取得状況を再認識する参考にし

答するようにした。

てもらった」という。

全職員にアンケート調査
現況と課題を見える化
支援センターの支援を得て、
法人本部の医療勤務環境改善

この調査票を 2015 年 8 月に

看護部長の福士桂子氏は「当
院には『お互い様』という風土

●図表

芙蓉会病院の理念と基本方針

が根差していて、業務に多少無

理念
だれからも愛される病院をめざします。
基本方針
職員が誇りとやりがいを持てる病院にします。
患者さん・家族にやさしい病院にします。
地域に開かれた病院にします。
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理があったり不満があっても、
日頃は表に出てこないことが多
い。一連の取り組みによって、
職員たちは今の勤務環境をどう
芙蓉会病院

受け止めているのかが見える化
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看護部長の福士桂子氏

副看護部長の杉田正氏

事務部事務長の工藤一彦氏

されて、勤務環境からみた当院

た課題を参考にして、今後は、

が求められるようになる中で、

の立ち位置がわかった。改善の

グループ各施設全体で勤務環境

運動会以降は、リハビリやケア

課題も見えてきた」と話す。

の改善に取り組んでいきたい」

のスタッフとの垣根が取れて、

と村上氏は話す。

とても連携がやりやすくなった」

分析の結果、強みとして見え
てきた項目は、職員のあいさつ

医療法人芙蓉会は、芙蓉会病

と運動会の効用を評価する。村

がしっかりできているなど、コ

院のほか、グループ内に内科系

上氏も「運動会の成果は予想以

ミュニケーションの良さだ。一

の村上病院（一般 80 床、回復

上。グループが一体となって、

方、集計結果を検討した結果、

期リハ 40 床）
、介護老人保健

働きやすい環境づくりを進める

介護休暇制度や育児休暇制度な

施設、特別養護老人ホーム、住

一助になっているようだ。今後

どの休暇制度をはじめとする福

宅型有料老人ホーム、介護サー

も運動会は続けたい」と語る。

利厚生制度についての認知が不

ビス事業所、障がい福祉サービ

同法人では、法人内の研究成

十分で利用もされていないこと

ス事業所などを揃え、医療・介

果を発表する「医療法人芙蓉会

が指摘された。
「育児休暇制度

護のすべてのサービスが受けら

研究発表会」や、グループ職員

などは比較的利用者もあった

れる体制を整えてきた。

の次世代リーダー育成を目的と

が、特に介護休暇制度は説明の

村上氏は
「かねてから
『グルー

機会もなく、周知・理解されて

プが一体となって』地域に貢献

にも力を入れている。
「芙蓉会

いなかったようだ。あらためて

しようと言ってきたが、実践面

HS アカデミー」
は 6 カ月のコー

周知・説明した結果、何人かの

ではなかなか “ 一体 ” になれて

スで、
人間力の向上、
スケジュー

方が介護休暇制度を利用するよ

いなかった」と打ち明ける。そ

ル管理、人材育成・サポートな

うになっている」
（杉田氏）
。

こで昨秋、村上氏の年来の構想

どを体系的に研修する。

グループが一体となって
勤務環境の改善に取り組む

であったグループ運動会を挙行
した。
青森公立大学の体育館を借り、

した「芙蓉会 HS アカデミー」

実は、同法人の喫緊の課題は
保育施設の整備だという。保育
施設の有無によって、来てもら

事務部事務長の工藤一彦氏は

芙蓉会グループの全施設の職員

えるはずの人材に来てもらえな

「従来から医師、看護師などの

とその家族から参加希望者を

くなることもあるからだという。

専門職の処遇は議論になってき

募ったところ、約 100 人が参加

人材確保の厳しさがうかがえる。

たが、事務部門をはじめ専門外

した。参加者の所属施設や子ど

村上氏は
「勤務環境の改善は、

の業務も多岐にわたるように

もの数などをバランスよく配分

人材を集めるためにも必要だ

なってきている。今回の取り組

して ２ チームに組み分けし、対

が、中堅職員の離職防止にもつ

みを通じて、病院全体としてそ

抗戦の形にした。
「普段の仕事で

ながっている。職員にやりがい

れぞれの職種を大切にし、幅広

は直接関わりのない他施設の方

をもって業務に取り組んでもら

く柔軟に対処する姿勢が求めら

とも、“ 勝利 ” に向かって堅い

えるよう、今後も工夫を重ねて

れていると感じている」
という。

チームワークができた」と言う福

いきたい」と語っている。

「今回の取り組みで見えてき

士氏。
「日々、医療とケアの連携

（本誌編集専門委員 広多 勤）
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CASE 3 （医）城東桐和会 東京さくら病院（東京都江戸川区）

トップの関わり方とコミュニケーション改善
注目すべき「介護天気予報図」報告シート
開院から 1 年後に
全床オープン

院機能評価を受けなければなら
ない。2013 年 8 月から受審の
マニュアル作りを始め、1 年半

東京さくら病院は、医療法人

後に機能評価を取得した。機能

城東桐和会（岡本和久理事長）

評価を受けた施設のほとんどが

が 2013 年 7 月に新設した慢性

経験していることだが、準備開

期中心の病院。建物は 6 階建

始から認定を得るまでの期間

て で、4 階 ま で が 病 院、5・6

は、通常業務に輪をかけた煩わ

階は介護老人保健施設の合築施

しさがつきまとい、従業員に一

の経営は、1 日も早く満床にす

設で、病院長の東海林豊氏が、

段と負担がかかる。

るのが至上命令で、働け働けに

老健の施設長も兼ねている。

そうした背景などから、東京

ならざるを得ない。一方で、職

病床は 258 床だが、最初は

都医療勤務環境改善支援セン

員の仕事を楽にするというのは

44 床でスタートし、順次開い

ターへの相談を経て、東海林院

語弊があるが、働き方改革に逆

て、1 年後の 2014 年 7 月に全

長の第三者の目を入れた改善に

行することがあってはならず、

館オープンした。この落ち着か

取り組みたいとの要望もあり、

相反することに直面するので、

ない状況と、想像以上の過重労

今回の支援実施に至った。

その辺のバランスを取ることが

働のために、看護師の離職率は
一時、年間 3 割以上に達した

難しい」
。

電子カルテ導入

という。法人本部の対応で、派

医師の指示の出し方に
変化

遣会社からの応援看護師を入れ

機能評価にパスし業務体制が

てなんとか急場を凌いだもの

落ち着いたところで、従業員の

働き方改革では、まず、残業

の、全館オープン後の 8 月に

離職に何とか歯止めがかかって

時間を減らさないといけない

老健を開設したため、今度は後

きた。
そこで電子カルテを導入、

が、そのためには医師の指示に

述するように医療と介護をつな

今年 2 月に全面稼働に漕ぎ着

工夫が必要と指摘する。
「医師

ぐ大仕事に見舞われた。

けた。電子カルテの導入は、言

からの指示は何時までと決め

苦難はさらに続く。一般病棟

うまでもなく業務の合理化が目

て、それ以後は出さないように

として開いた 3 階南病棟を緩

的だが、当座は習熟に時間が取

する。そうすれば残業は減って

和ケア病棟に転換するために病

られる。全面稼働から 2 カ月、

いく」と東海林院長。

「何とか落ち着いてきたのかな
と思っている」
（東海林院長）
。

東京さくら病院
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病院長の東海林豊氏
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患者の多い病棟や回転の速い
病棟では皆忙しいため、一定数

現在は、さらに残業減を図る

以上の患者を受け入れようとし

ため、業務調査と職員満足度調

ない傾向がある。
「ノー」と言

査を実施し効率化を目指してい

わせないためにどうしたらいい

る。東海林院長は、次のように

かを考えて、たとえば午後 4

述懐する。
「新設間もない病院

時までに指示する、といった具
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●図表 1

東京さくら病院

看護部付

看護

介護

OT/ST/PT
デイケア
保育室
外来
栄養課
事務その他

看護師
介護職
OT/ST/PT
事務その他
2N 病棟
3N 病棟
3S 病棟
4N 病棟
4S 病棟
2N 病棟＊
3N 病棟＊
3S 病棟＊
4N 病棟＊
4S 病棟＊

残業時間調査の結果
人数
12
0
1
4
19
26
28
22
25
12
12
5
10
20
66

2017 年 4 月
残業時間
7:00
0:00
0:00
1:50
276:38
93:10
419:40
124:55
145:42
23:20
6:50
26:25
2:25
37:30
241:10

残業代
14,094
0
0
4,427
587,231
183,007
924,957
252,041
296,136
32,383
11,484
33,897
3,067
51,793
478,547

人数
11
0
0
0
22
27
28
23
21
10
12
6
10
17
67

2017 年 7 月
残業時間
4:50
0:00
0:00
0:00
243:40
52:20
252:15
103:15
121:25
12:25
2:35
22:40
5:20
10:00
103:50

24
4
2
32
324

261:15
5:40
5:10
79:35
1758:15

370,842
11,604
7,957
122,601
3,376,068

24
3
3
41
325

270:15
2:55
0:00
31:05
1238:50

残業代
11,789
0
0
0
509,572
100,731
556,107
204,236
256,107
16,794
3,722
29,018
6,791
13,533
213,791

2017 年 9 月残業時間
2N 病棟
56:50
3N
321:40
3S
251:20
4N
175:30
4S
166:45

391,422
5,832
0
47,997
2,367,442

＊ケアワーカー
注：調査は 2017 年 4 ～ 7 月に実施。4、7 月分を掲載

合に時間を定めて必要な患者を

時間は、昨年 9 月は月間 56 時

を 出 す こ と 以 外 に も う 1 つ、

受け入れるようにした。
実際に、

間まで減少した（図表 1）
。

実行したことがある。次のよう

医師の指示の出し方は、この 2
年間で変わってきたという。

また、同病棟は院内で最も入
退院が激しい職場であるが、職

なエピソードを語ってくれた。
院長は朝の指示を出した後、

業務の煩雑さはもちろん病棟

員満足度調査の結果は、一番高

日勤の人たちに気持ちよく働い

によって異なる。全体として慢

かった。残業の多い病棟は逆に

てもらおうと、残業や夜勤で乱

性期を扱う病院なので、急性期

職員満足度が低かった。残業時

れたテーブルをきれいに拭くこ

病院のように患者が目まぐるし

間が不満の種となるのは致し方

とにした。ペンも色分けして並

く入れ替わることはなく、指示

のないことだが、どこからその

べた。1 年くらい続けてみたと

回数も少ない。特に療養病床は

差が出てくるのか。

ころ、看護師たちが嫌なことも

1 回の指示で、あとはほとんど

引き受けてくれるようになって

医師・スタッフの
コミュニケーションがカギ

いた。これはある意味で、ノン

院があり、そのたびに対応が求

原因の大半は医師の指示の出

ケーションだと思うようになっ

められる。また、緩和ケア病棟

し方にあるようだ。病棟は医師

た（ただし、私が代わってやり

も動きが頻繁で、回復期は指示

の指示で動く。わかりにくい・

ましょうと申し出た職員はまだ

が頻発、といった具合だ。

無理な指示だとスタッフは混乱

いないという）。業務調査をし

する。医師の指示が 2 時間遅

て、余分な業務は削ってあげな

れると看護その他の職種の作業

ければいけないと思うように

は 2 時間停滞する。中には怒

なった――。

変更がない。それに対して一般
病棟には 1 日 7 人程度の入退

朝早く指示して
残業減らし

バーバル（非言語）のコミュニ

2 階北の一般病棟を受け持つ

る医師もいて現場は戸惑う。結

医療にはやるべきことがいっ

東海林院長は始業時に指示を出

局は、医師とスタッフとのコ

ぱいあり、職員にはあれやこれ

し、午後の 3 時か 4 時頃には、

ミュニケーションの良否が、労

や言いたいことがある。
しかし、

指示に関わる作業を終えられる

働時間や職員満足度に影響して

どれも決して端折れない。苦悶

ようにしている。その結果、月

くるということのようだ。

する中で東海林院長には、ある

間 200 時間を超えていた残業

東海林院長は始業時から指示

方向性が見えてきたという。
「業
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●図表 2

介護天気予報図報告シート（一部抜粋）
大項目＋小項目

年齢

性別

77

女

84

男

83

女

脱水
症状

SpO2
90％
以下

意識
障害

血圧
異常

発熱
38℃以上

血糖
異常

食思
不振

尿量
減少

下血・
吐血

嘔吐

嘔吐 1 回＋
SpO2
91％以下

1.0 点

3.1 点

5.1 点

3.1 点

2.1 点

2.0 点

1.0 点

1.0 点

5.1 点

1.0 点

5.1 点

90％
以下
3.1
脱水
症状

熱 38℃
以上

嘔吐

1

2.1

1

注：入居者氏名、フリガナ、生年月日の欄は省略してある

判定
晴れのち曇り健康
曇り健康
曇りのち雨健康
小雨健康
大雨健康
豪雨雷健康

合計

評価
0

異常なし

3.1

小雨健康

4.1

大雨健康

対処方法
経過観察
経過観察 往診依頼
往診依頼 経口薬投与
厳重観察 翌日再報告
当日中に入院
緊急入院

備考
3 日続くようなら入院
2 日続くようなら入院
2 日で軽快しなければ入院
1 日で軽快しなければ入院
介護タクシーで入院
救急車利用で入院

務と業務の時間帯を短くするこ

編み出し、
「介護天気予報図」

ループは、関東近県に複数の施

と」
、そして「言いたいことを

に落とし込んで可視化する方法

設を有するが、各地域の入所者

言えないような業務は変える」

を考案した。天気予報に使う言

の健康天気情報をグーグルの

ことだ。

葉を健康に反映し共通言語とし

マップ上に表示する方法も実用

たものだ。
「健康天気」は、
「晴

化している。さらに現在、シス

れ健康→安寧な生活」
「晴れの

テム全体をクラウド化する作業

ち曇り健康→往診医への相談」

も進行中だ。

介護と医療をつなぐ
共通言語
コミュニケーションの問題と

などの対応を意味する。

東海林院長は、介護と医療が

いえば、一般には看護と介護の

健康天気の判定項目は報告

直結する仕組みづくりに取り組

間にも厚い壁がある。病院と老

シート（図表 2）に示すように

んだ結果を、次のようにまとめ

健を合築した同施設では、看護

11 項目から成り、1.0 から 5.1

ている。

と介護の連携プレーはとりわけ

の配点となっている。

・介護現場では、健康情報への

重要となる。支障を来すのは看

介護の側では自分たちの見た

護と介護の “ 用語のカベ ” だ。

症状をクリックするだけで、あ

介護の現場では
「顔色が悪く、

対処の判断から開放された
（
「業務の標準化」
）

とは医療が必要か往診が必要

・点数化によって、判定から入

吐き気があり、体に触ると冷汗

か、入院になるのかなど、シス

院に至る過程が全員で共有で

を感じる」
などといった言葉で、

テムが自動的に判定する。点数

きる（
「業務の可視化」
）

入居者の状況を表現するが、医

が何点になるかによって次のア

・介護天気予報図システムを使

療現場ではたとえば、血圧が

クションが決まってくるわけ

用しての入院が増えた（介護

80/40、SpO2（ 酸 素 飽 和 度 ）

で、点数が 5.1 を超えると救急

と医療のコミュニケーション

89％、JCS（意識障害レベル）

車で入院となる。こうした標準

ツールとして有用である）

は 20 などと表現する。このよ

化と見える化で、看護・介護の

・地域包括ケアシステム活性化

うな表現の異なる中で、健康状

双方が納得して、スムーズに運

の有用性が想定される

態を把握する共通手段は見いだ

用されているという。

医療介護の IT 化が急速に進

せないものかと感じていた。
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総点数
0.1 ～ 1
1.1 ～ 2
2.1 ～ 3
3.1 ～ 4
4.1 ～ 5
5.1 ～

つぶやき項目
＋備考

判定

また、健康天気情報は携帯ア

む中で、医療従事者の働く現場

そこで同病院はデータの裏付

プリで、遠隔地にいる入居者の

が様変わりしていく姿が思い浮

けのある標準化した共通言語を

家族も見ることができる。同グ

かんでくる。
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（盛 宮喜）

