
地域医療地域医療地域医療地域医療のののの今後今後今後今後

地域で生き残れる病院づくりとは

～看護師の立場から～

井原市立井原市民病院

副院長兼看護統括 平井 千枝子



本日本日本日本日のののの内容内容内容内容

井原市の医療・介護の現状

井原市民病院の現状

当院の取り組み



井原市井原市井原市井原市のののの医療医療医療医療

・・・・介護介護介護介護のののの現状現状現状現状
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井原市井原市井原市井原市のののの位置位置位置位置
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井原市井原市井原市井原市のののの人口人口人口人口とととと高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率
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井原市医療機関井原市医療機関井原市医療機関井原市医療機関

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

診 療 所 １９箇所

病 院 ５箇所

一 般 病 床 ２６４床

（人口10万対４９４床）

療 養 病 床 ２９２床

（人口10万対２８０床）

医師数（現在） ４５人

（人口10万対１０１.５人）

（井原市民病院は

常勤10人・非常勤35人）



井原市民病院井原市民病院井原市民病院井原市民病院とととと地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携システムシステムシステムシステム
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救急搬送先救急搬送先救急搬送先救急搬送先

（（（（井原地区消防組合管内井原地区消防組合管内井原地区消防組合管内井原地区消防組合管内））））
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井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

救急搬送人員搬送先医療機関調べ

（井原地区消防組合管内）

井原市

民病院

23.0%

管外

32.7%

管内の他

病院

44.3%

【管外内訳】

福山 15.1％

倉敷 11.4％

笠岡 4.9％

その他 1.3％





井原市民病院井原市民病院井原市民病院井原市民病院のののの概要概要概要概要

開 設：昭和38年5月

新 築：平成16年2月（現地立替）

病 床 数：180床

・ 一般病棟120床（亜急性期病床４床） 10対１

・ 療養病棟（医療型）60床（実質31床） 20対１

診療科目：内科・循環器内科・外科（麻酔科）

整形外科・眼科・小児科

婦人科・皮膚科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・リハビリ科

放射線科・神経内科・糖尿病内科

病院機能評価Ver 6.0 認定（Ｈ22年5月認定）

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

※※※※赤字赤字赤字赤字：：：：常勤医師常勤医師常勤医師常勤医師

青字青字青字青字：：：：非常勤医師非常勤医師非常勤医師非常勤医師



井原市民病院井原市民病院井原市民病院井原市民病院のののの業務状況業務状況業務状況業務状況

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

一般病床患者数

99.3%

96.7%

92.2%

3,517

3,464

3,537

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度

稼働率
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看護看護看護看護のののの質向上質向上質向上質向上にむけてにむけてにむけてにむけて

認定看護師

・緩和ケア認定看護師 １名

・糖尿病認定看護師 １名

・感染管理認定看護師 １名（現在研修中）

キャリア開発（ラダーに対応して）

・ファーストレベル ５名

・セカンドレベル ３名

・リスクマネジャー １０名

・ＩＣＬＳインストラクター １０名

看護研究は外部講師によるサポートを

うけて院内外に発表

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

看護師１１２名

補助者 ２６名

在職中です

受講支援体制も

整っています



看護看護看護看護のののの質向上質向上質向上質向上にむけてにむけてにむけてにむけて

多様な勤務体制

・２交代、３交代

子育て支援

・院内保育所 ８週目～小学校就学まで

・パートで子育ての人も働いている

復職サポート（現在３名）

・５～１０年現場を離れていた人は復職までに

自分の都合の良い時間で職場体験が出来る

ように取り組んでいます

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

ワークライフバランス

実現にむけて

取り組んでいます



井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

胃瘻のスキントラブル

口腔内汚染トラブル

誤嚥性肺炎による入退院の繰り返し

「栄養管理」「胃瘻」「摂食嚥下」に対する認識を深

め、この地域の医療・介護を行う職員を中心に研

修と知識の交流を図ることが、井原市の中核病院

の使命。

問

題

発

生

目

的

院内ＮＳＴ委員会開設 平成17年9月

ＮＳＴＮＳＴＮＳＴＮＳＴ活動経過活動経過活動経過活動経過



地域栄養研究会

発足

H20年4月

看護師部会

栄養士部会

立ち上げ

H22年7月

勉強会を開始

（目的）専門性を高める

偶数月

第２金曜日

奇数月

第２金曜日

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

第26回をＨ24年8月に開催

第14回をＨ24年9月に開催

地域栄養研究会発足地域栄養研究会発足地域栄養研究会発足地域栄養研究会発足



地域栄養研究会地域栄養研究会地域栄養研究会地域栄養研究会

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

看護師糖尿病の栄養管理～看護師の立場から～10月予定第27回

看護師うまくいく胃瘻管理！Ｈ24年8月第26回

薬剤師服薬管理についてＨ21年2月第６回

管理栄養士経腸栄養法による栄養管理12月第５回

言語聴覚士摂食・嚥下について10月第４回

検査技師ＮＳＴ介入における検査値の読み方8月第３回

医師胃瘻について6月第２回

看護師胃瘻の管理Ｈ20年4月第１回

実施者実 施 内 容日 付

勉強会実施内容勉強会実施内容勉強会実施内容勉強会実施内容



ＮＳＴＮＳＴＮＳＴＮＳＴ稼動施設稼動施設稼動施設稼動施設などなどなどなど

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

●日本静脈経腸学会（ＪＳＰＥＮ）

平成１９年２月

●日本栄養療法推進協議会（ＪＣＮＴ）

平成２３年９月

●栄養サポートチーム専門療法士

２名（看護師・管理栄養士）



訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護開始開始開始開始

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

（（（（H24H24H24H24年年年年6666月開始月開始月開始月開始））））

住民アンケートは、６割の人が在宅療養を希望している。

看取りを含めた在宅医療を24時間サポートさせて頂く

住み慣れたところで、その人らしく、意思を尊重し、可能な限り在宅

で家族と共に生活を送る事が出来るように。

現在の日本では、８割の人が病院・施設で亡くなっている。

看護師（認定看護師含む）、薬剤師等の医療スタッフの連携で行う。

在宅医療

の充実



365365365365日日日日リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

（（（（H24H24H24H24年年年年4444月開始月開始月開始月開始））））

日常生活動作の向上

早期回復、在宅復帰

集中的リハビリ訓練

寝たきりの防止

意欲づけ

目

的



職員一人一人職員一人一人職員一人一人職員一人一人のののの思思思思いをいをいをいを一一一一つのつのつのつの

大大大大きなきなきなきなベクトルベクトルベクトルベクトルにしていくためにはにしていくためにはにしていくためにはにしていくためには

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

Ｍｉｓｓｉｏｎ（使命）

Ｖｉｓｉｏｎ（将来像）

戦 略

評 価

地域住民の尊厳を守り、命を守り、健康

増進を支援する

いつでも安心してかかれる身近で愛さ

れる急性期病院

目標値、具体的な実施項目、優先順位

短期、中・長期的目標



BSCBSCBSCBSC（（（（Balanced Scorecard)Balanced Scorecard)Balanced Scorecard)Balanced Scorecard)

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

財務

・経営の効率化

顧客（患者）

・医療の質の向上

・患者サービスの向上

４４４４

つつつつ

のののの

視視視視

点点点点

業務プロセス

・業務プロセスの改善

・情報システムの高度活用

学習と成長

・職員満足度の向上

部門部門部門部門ごとにごとにごとにごとに一年間一年間一年間一年間のののの目標目標目標目標をををを作成作成作成作成



BSCBSCBSCBSCのののの経緯経緯経緯経緯

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

ヒアリング

（目標作成）

中間ヒアリング

（成果確認）

年度末発表

（全職員参加）

ミッション・ビジョン・スローガンに

より各部署が初期作成した内容

をヒアリング（院長・副院長・看護

部長・事務部長）再提出もある

全職員にアンケート



BSCBSCBSCBSCアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果

井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

他部署の業務内容、

取り組みが分かり連携が強くなった

参考になり、

競争意欲が出て

工夫が見受けられる



井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院井原市立井原市民病院

職員一人一人がホスピタリティ

の心を持ち、支え合い、医療の質

を高めると共に、一歩一歩前進し

て行くことで、地域に必要とされ

『『『『『『『『生生生生きききき残残残残れるれるれるれる病院病院病院病院生生生生きききき残残残残れるれるれるれる病院病院病院病院』』』』』』』』に繋がっ

ていくと思います。
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