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社会医療法人社団沼南会

沼隈病院
―広島県福山市―

看護と介護の総力戦
地域を支える３つのわ
「和（なごむ）」「輪（つながる）」「環（めぐる）」

【病院概要】
所在地：�〒720-0402　広島県福山市沼隈町大字中山南469-3
ＴＥＬ：084-988-1888
病床数：118床
診療科目：18科
　　　　　�（内科、外科、小児科、婦人科、整形外科、形成外科、

脳神経外科、耳鼻咽喉科、肛門外科、循環器内科、
呼吸器内科、呼吸器外科、胃腸内科、胃腸外科、消

化器内科、消化器外科、リハビリテーション科、歯科）
職員数：�238人（うち看護職員85人）／グループ全体職員数532人
その他：�社会医療法人、病院機能評価認定病院、DPC対象病院
　　　　■関連施設�（クリニック、介護老人保健施設、地域密着

型介護老人福祉施設、サービス付き高齢者向
け住宅、訪問看護ステーション、居宅介護支
援事業所、グループホーム、デイサービス等）
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【理念】
　�　私たちは、医療･看護･介護のトータルサービス
で、地域のみなさまが笑顔でいきいきと人生をお
くることができるよう支援します。

【基本方針】
　・�総合的な医療・介護事業体制を確立します。
　・�高品質で満足度の高い診療・看護・介護サービ

スを提供します。
　・�使命感を共有し、誇りを持って働ける職場をめ

ざします。
　・�職員の能力開発と自己実現を推進します。
　・�全員参加による健全経営を確保します。
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　私たち沼南会（以下、当法人）は、その名のとお
り沼隈半島の南に位置し、ぶどうの里でもある風光
明媚で緑豊かな地にあります。先代である私の父が、
1945年にここ沼隈の地に開業以来、70余年になりま
す。医療法人社団としての設立は1979年、その後
2004年に特定医療法人、さらに2010年に社会医療法
人の設立認可となりました。振り返ってみれば、私
どもの歴史は、まさに今いわれている地域包括ケア
システムを実践してきたかのようです。
　社会医療法人としてコンパクトではありますが、
急性期から慢性期病棟（療養、地域包括ケア）、在
宅サービス（訪問診療、訪問歯科診療・訪問看護、
訪問介護、訪問リハビリ）、また通所サービス（デ
イケア・デイサービス）、入所サービス（介護老人
保健施設、サービス付き高齢者向け住宅、グループ
ホーム、介護老人福祉施設、ショートステイ）等、
一貫した医療・看護・介護がシームレスに提供でき
るようスタッフ一同一体となって、地域の方々のご
支援をいただきながら研さんに努めています。

沼隈病院の成り立ちと
継承すべき理念

　当法人の成り立ちを少しお話しします。
　元々、私の父は関西出身（和歌山）で、当地は見
知らぬ縁のない場所でした。戦前、京都大学から大
津日赤病院内科医長として勤務していたとき、戦争
のために旧帝国海軍 暁部隊軍医として招集されま

した。傷病兵を乗せて、治療にあたる赤十字船で南
方に向かったとのことです。戦争中といえども、赤
十字船は攻撃してはいけない協定になっていました
が、戦もたけなわ、終戦近くには赤十字船であろう
と容赦なく攻撃を受けたそうです。
　戦争が激化して終戦間近になると、傷病兵を乗せ
た病院船が戦線を離れ、日本本土に向かいました。
しかし、無事にたどり着いたのは、運良く父の乗っ
た船だけでした。父は最初に日本に向かう病院船に
乗り遅れ、「もう日本には帰れない」とひどく落胆
したようですが、幸い次の船に乗れたようです。も
し違う便に父が乗っていたならば、私もこの世に生
を受けていなかったかもしれません。
　やっと日本にたどり着き寄港したのが、軍港の
あった沼隈の地でした。当時は無医村であったため、
乗り組み員の方々とともに、停泊している赤十字船
で地元の人々の診療を行ったようです。そして終戦
を迎え、日本中が敗戦で混乱しているなか、今後ど
うするかとても迷ったのではないかと思いますが、
結局、元々勤務していた日赤病院や大学には戻らず、
戦争のためとはいえ偶然にも縁のあった当地で、
1945年12月に診療所を開設したのです。開設にあ
たっては、地元の有志の方々の要請や協力をいただ
いたことと思います。
　人間の運命は不思議な糸で操られているといわれ
ますが、戦争がなければ見知らぬ土地で親子 3代に
わたり、地元の人々に助けられながら医業を営んで

社会医療法人社団沼南会 理事長 檜谷まりこ
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いることもなかったでしょう。
　それからの父の日常は、午前中に診療所の外来診
療を済ませると、昼食もそこそこに、午後からは自
転車に飛び乗り、常石港に急ぎました。常石港は今
でこそ立派になりましたが、当時は大きな船は着港
できなかったため、自転車を担いで伝馬船に乗り込
み、少し沖に出てさらに巡航船に乗り換えて周囲の
離島に渡り、人々の診療にあたっていました。
　思い起こせば私が幼稚園のころだったと思いま
す。当時は幽霊が出るといわれた岬を、夜も更けて
から帰る父が幼心にとても心配で眠れず、帰ったと
いう合図に自転車のベルを 3回鳴らす音を聞き、
ホッとして寝付けたのを今でも覚えています。
　また、後に母から聞いた話ですが、戦後は皆苦し
いときだったので、貧しい人には薬代を黙って安く
していたようです。さらに、自分が診ている島の患
者さんの最期は自分が看取らねばと、海が多少、時
化るときでも船頭さんに倍の賃金を払い、無理を頼
んで船を出してもらっていたようです。
　戦前と戦後の父の医療人生は180度違う生き方の
ようですが、父は地域医療にとても充実感を覚えて
いたようです。私は父から仕事の愚痴を聞いたこと
がありません。父はお金もうけが下手な人でしたの
で、私は「お金をもうけようと思うなら違う仕事を
選べ。医師になるな」とよく言われていました。し
かし同時に、「医師という仕事は、患者さんとの信
頼関係が築ければ、これほどやりがいのある仕事は
ない」と、いつも口癖のように話してくれていまし
た。おかげで仕事はつらいものという観念をもつこ
となく、むしろ生きがいだと教えてもらえたことは、
私の人生にとってとてもありがたいことでした。
　父が回った同じ離島への訪問診療を始めて二十数
年が経過します。昔は舗装もなかったため、坂道の
ある島内を自転車で回り、小雨の降る凍てつくよう
な寒い日や真夏のうだるような暑い日は、仕事とは
いえずいぶん厳しかったのではと想像し、父のがん
ばりには敬服しています。今、私は車で回っていま

すが、父のことを思えばしんどい、つらいなどとは
言えません。それ故、感謝しかないのです。
　その後、父は1961年に、小さいながらも内科・外科
31床を有する病院を開設しました。しかし1977年、寒
くなりかけた師走の夜、病に倒れました。母からの突
然の電話に当座の荷物を紙袋に詰め、翌日には 3歳
の長男の手を引いて、次男がお腹にいる状態で急きょ
実家に帰りました。そして翌日より無我夢中で聴診器
を握りしめて働きました。私が30歳のときでした。
　実を言うと、育児のため仕事にブランクがあり、
この医業を背負えるのかと不安がいっぱいで、聴診
器をあてている患者さんの鼓動より自分の鼓動のほ
うが耳に響いて困惑しました。しかし、軟弱な私も
お腹の子には「早く生まれてきてはダメよ」と言い
続けながら臨月まで仕事をがんばり、無事に出産で
きました。幸いにも主人が当時勤務していた大学病
院から戻って来てくれ、無事、診療をバトンタッチ
できた次第です。このときのことを、「まるでサーカ
スの綱渡りのようだった」と言っています。思い返
せばいろいろなことがありすぎましたが、いずれも
自分のために必要なことであったと素直に思えます。

当院の立地と医療方針
　沼隈病院（以下、当院）は市の中心部から車で30
分のところにあります。今日のような車社会では、
30分の距離は問題ないと思われるでしょう。しかし
当時は、住民の方々にも「ずいぶん田舎のへんぴな
ところ」という感覚があり、当地での治療は風邪か、
できたとしても虫垂炎の手術程度という認識でし
た。だからといって、医療も不十分でよいことは絶
対にないとの思いから、当地でも、市中に劣らぬ医
療の実現をめざしてがんばってきました。医療機器
や機能の充実、人材育成に力を入れてきたことで、
2018年までに17の診療科と118の病床をもち、特殊
なケースを除く、救急を含めたほとんどの患者さん
に対応できるチーム医療体制を整えることができま
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した。
　また、介護サービス（社会福祉法人まり福祉会を
設立）も同様に、高齢の患者さんをはじめ病気や障
がいのある方々を支えるために、必要と思われるこ
とをできるかぎり実現しようと努力し、とにかく求
められることに一生懸命、一つひとつ応えていく姿
勢が大事だと思っています。
　グループを充実させる一方で、地域連携も非常に
大切であり実践しています。具体的には、当院の力
では十分な治療が難しい症例のときには、速やかに
高度な医療機関につなぎます。そして一定の治療を
終えてから、またこの地域に戻って来られる仕組み
をつくっています。これが患者さんの安心と信頼に
つながると思います。患者さんの紹介にあたっては、
医師同士の信頼関係も不可欠です。そのためにも良
い関係づくりが大切であり、心を砕かねばならない
と思っています。
　現代は、医療環境や医療情勢の変遷が非常に激し
く、医療経営も大変な時代です。父の時代を「古き
良き時代だから」と言ってしまえばそれまでですが、
父が残してくれた医療の根本姿勢は時代がどう変わ
ろうと、やはり守り継いでいかねばと心しています。

当法人の果たすべき
役割・心得

①�地域の医療・介護施設と連携し地域包括ケアシス
テムの核としての役割を果たす。
②�生まれ育った地域のなかで、人生の最後まで「そ
の人らしい尊厳」を守りながら生活していけるよ
う、この地で良かった思っていただけるような医
療・看護・介護サービスを提供する。
③�事情により（病気や障がいをもって）“行き場の
ない方” が困らない地域づくりを推進させる。
④�地域内の連携による医療人材および福祉人材の育
成に協力し、常にステップアップできる希望のも
てる組織づくりに努める。
⑤�近隣の病院・診療所・施設との医療連携をより強
化し、地域に根ざした医療の充実をめざす。

　以上のことを念頭に置き、私たち組織のフィロソ
フィーでもある「利他の心」を育み、少しでも社会
に貢献できればと願っています。
　最後になりましたが、今日あるのは職員の皆さん
のがんばりと患者さんの支援のおかげであると、心
より感謝しています。

図  沼南会グループ
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　沼隈病院（以下、当院）では、地域包括ケアシス
テムの推進が求められる以前より、この地域に必要
とされていることは何か、私たちがやらなければな
らないこと、求められていることは何かを常に考え
ながら事業を展開してきました。この地域の人たち
に、安心して、この地域で、望んだ場所で、暮らし
続けてもらいたい。そのために、医療と介護の多機
能連携で「 3 つのわ」を届けてきました（表 1）。
　組織が地域のためにあり続けるためには、看護の
チカラは大切です。一人ひとりの看護のチカラを最
大限に発揮してもらうために、「こんな看護がした
い」をかなえるべく、笑顔ある職場づくりに取り組
んでいます（表 2）。

中から育てる
　高齢者や認知症を併発する患者さんの増加に伴い、
見守りや日常生活援助に多くの時間が割かれるよう
になったことで、看護職員の仕事量は増えています。
一人ひとりにかかる責任の重さを考えると、人員配
置基準は満たしていても十分とはいえません。
　日本医療労働組合連合会の調査1）によると、人員
不足・業務の過密さを要因として、 7 割以上が慢性
疲労やストレスを感じ、 5 割以上が十分な看護がで
きていないと答えています。看護職員の質・量の確
保は、安定的な採用が難しい当院にとっても恒常的
な課題となっています。そこで、「中から育てる」

を合言葉に、次のことに取り組んでいます。

　これにより、新しく迎える看護学生（沼南会の奨
学金を受けて看護学校に通う学生で、職員として就

・�高校卒業後や社会人の就職・進学で看護学校
に通う学生を増やすこと

・�看護補助者から看護学校への進学を支援する
こと

社会医療法人社団沼南会 沼隈病院 看護部長 森本由美

看護のチカラを発揮するために

表 1  3つの ‘わ’

和：�そっと寄り添い手のぬくもりと心のぬくもりを伝
えます

　　思いに寄り添いほっとできる場所であり続けます
輪：�一人ひとりのその人を支え、ともに歩み続けます
　　一人ひとりを取り巻く全ての人に笑顔を届けます
環：今までもこれからも

表 2 笑顔ある職場づくりのために

■めざす看護師像
・�人としての尊厳を大切に患者の意思決定を支援でき
る看護師

・�「考える看護、説明できる看護、責任のもてる看護」
を実践できる看護師

・�自己の目標に向け「できる」という発想と「やる」
という熱意をもった看護師

■私たちの職場
・明るく・楽しく・元気よく働きやすい職場
・チームワークを大切にした働き続けたい職場
・一人ひとりを輝かせる職場

9看護のチカラ
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労しながら通う者および全日制の学校に通う者）の
数は、2014年度の 5 人から2015年度は18人まで増え、
以後も毎年10人以上を維持し、現在は総数24人と
なっています。それに伴って採用者数も増え、2017
年度が22人（うち新卒10人）、2018年度は15人（同
6 人）、今年 4 月 1 日には10人（同 6 人）を迎える
ことができました。

あなたがいてくれるから
　今働いている職員に長く働き続けてもらうため
に、短時間正職員制度等、多様な勤務形態を取り入
れています。限られた時間のなかで効率的に業務を
遂行し成果が出せるよう、勤務時間の調整や能力を
発揮するための業務改善など、さまざまな工夫をし
ています。看護職員の平均年齢は35.4歳で、結婚や
出産・育児などのライフイベントにより、家庭と仕
事の両立をしなければならない20代や30代の看護師
は62.7%を占めています。また、46％の有子率、育
児休暇復帰も100%のため、育児支援を最優先に考
えなくてはなりません。
　妊娠をすると、その後の制度や手続き等がわかり
やすく書かれた「妊娠、産休から復職まで～あなた
の生活と仕事・育児の両立のために～」という冊子
を手渡し、生活環境が変わるなかでの仕事に対する
イメージが湧きやすくなるようにしています。また、
託児所の利用や長期休暇時の学童保育、心理士によ
る発達相談や英会話教室のお知らせなど、組織とし
て育児を応援していることを伝えています。
　現在は、産休⇒育休⇒時短の流れがほとんどで、
短時間正職員、パート職員の割合は年々増加し、
27.9%を占めています。これも、働き方の選択肢が
増えた効果だと思っています。
　「家族が元気でなければ、笑顔でなければお母さ
んは働けない」。育児も一生続くわけではなく、専
念したいときには専念し、落ち着いたら30分ずつで
も勤務時間を延ばしてもらうよう話し、その働き方

を気持ち良く受け入れられる職場風土が醸成されて
いると感じています。男性看護師であっても、育児
を楽しんでもらいたいので、妻の出産に合わせた勤
務調整や参観日の休みの希望を取り入れています。
　「正職員の人がいてくれるからパートでいられる」
「パートの人がいてくれるから業務の負担も減り、
有給休暇も取得できる」。互いに思いやり、理解し
合って働ける環境が整っています。実際、正職員の
年次有給休暇取得率は2014年度の41.9％から2018年
度は60.6%にまで増加しました。「あなたがいてくれ
るから」「お互いさまだから」の気持ちを大切にし
ています。

めぐり合わせ
　地域の学校等からの見学や体験を積極的に受け入
れています。看護だけでも年間50人前後、院内全体
では150～160人が来てくれます。「皆さん仲が良く
ていい雰囲気ですね」「職種間の風通しがいいです
ね」という言葉をいただくことも多いです。また、

「おじいちゃんがこの病院にお世話になったんです」
「母がここで働いていて……」など、世代を超えた
めぐり合わせを感じることも多くあります。
　長く働いている職員のなかには、看護学生時代か
ら入職した人、近隣に住まいをもち地元に根づいて
くれている人も多く、親子、きょうだい、夫婦で一
緒に働く人もたくさんいます。当院の自慢は、とも
に支える「和」の雰囲気と、チームワークの良さの

「輪」、スタッフのみならず家族も支える「環」です。

輝きながら
　スタッフ一人ひとりが自らのもつ能力や個性を十
分に発揮して活躍するために、スタッフの「人とな
り」を知るよう心がけています。意向調査や目標管
理制度を活用し、スタッフ一人ひとりがめざす目標
に到達できるように動機づけ、励ましながら成長を
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支援しています。具体的には、クリニカルラダーに
よる教育やキャリアアップ支援のための外部研修の
機会を積極的に勧めています。　
　また、ICLS （二次救急処置）の活動も盛んで、
多くのインストラクターを輩出し、たくさんの講習
会で活躍してくれています。今年度は、災害支援ナー
スの育成と臨床実習受け入れへの挑戦を視野に入れ
た指導者の育成、認定看護管理者の育成を計画して
います。看護の達成感が実感できれば、また自己の
成長が実感できれば、看護職として輝けると思いま
す。やりがいは日々の看護業務のなかに存在してい
ます。それは、患者さんに笑顔で寄り添うスタッフ
から感じられます。自分のキャリアを自分で磨いて
いけるよう、夢や成長を支援し、輝いていられる場
所でありたいと思っています。

おわりに
 中村は、「医療現場は、must （～しなければなら
ない）、should （～すべき）、never （～してはなら
ない）にあふれたストレスのたまり場のような環境
だといえる。まずはスタッフが安心して生き生きと
働ける環境づくりである。そして、mustやshould
やneverの業務ではなく、「wish」つまり「したい
看護」を追及できる環境づくりにチカラを注いでほ
しい。」2）と述べています。
 看護師として働き、看護をとおして成長でき、こ
の病院で働いて良かった、と幸せな気持ちを抱ける
ような、個々のチカラを活かせる看護部であり続け
たいと思っています。

【参考・引用文献】
1 ） 日本医療労働組合連合会、2017年看護職員の労働実態調

査，閲覧日2019-10-03，http://irouren.or.jp
2 ） 中村秀敏、「中小病院でもできる！働く環境改善のマネ

ジメント術」、看護のチカラ、第21巻447号、P. 32～36、
2016．

【看護部理念】
妥協を許さない観察の ‘目’ と

ぬくもりのある ‘手’ で
地域の皆様に心を込めて確かな看護・介護を提供する

【看護部教育理念】
高い倫理観と豊かな人間性を持った自律した看護職の育成を目指します

個々の看護職が生涯を通じて学習し続け、キャリア開発できる環境を提供します
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　沼隈病院（以下、当院）は、福山市南端に位置し、
独居の高齢者や高齢者のみの世帯、認知症高齢者が
年々増加しています。社会医療法人社団沼南会グ
ループでは、医療・介護が途切れることがないよう、
病院と施設や事業所が互いに連携し、地域包括ケア
を実践するために日々取り組み、365日断らない救
急医療を提供しています。病院から地域・在宅へと
医療がシフトするなか、病棟看護師は日々進歩する
医療への対応とともに、患者さんができるだけ早期
に退院できるよう、支援をしていくことが求められ
ています。
　私の勤務する療養病棟は58床を有し、看護基準20
対 １ 、平均在院日数67.80日、在宅復帰率79.6％、病
床利用率は99.1％で、慢性期の医療提供の継続とし
て、リハビリ、経管栄養や喀痰吸引を中心とした日
常的・継続的な医学管理および看取りやターミナル
ケアを実践しています。入院患者58人中40人前後は
退院困難な患者さんで、その要因にはADLの低下
や認知症、継続した医学管理の必要性、経済的理由、
独居などがあります。
　私は、これまで急性期一般病棟に長く勤務してお
り、 2年前に療養病棟へ異動しました。一般病棟で
は治療が最優先ですが、入院期間の短縮や高齢化に
よって複数の疾患をもつ患者さんも多く、退院支援
がスムーズにいくことばかりではありません。退院
のめどが立たず療養病棟へ転棟し、医学管理の継続
をする患者さんもいます。そのため病棟看護師は、

今後の方向性や退院への可能性を見いだせるよう
日々、多職種でかかわっています。

多職種連携による
スムーズな退院に向けて

①入退院情報の可視化
　スムーズな退院を実現するための多職種連携とし
て、入退院に関する情報を可視化しています。毎朝、
各病棟と法人内の施設の患者さん・利用者さんの当
日および今後の入退院（所）予定を「沼南会空床状
況」として各部署へメールし、外来の各診療科に掲
示しています。さらに毎日の朝礼では、診療医師・
各部署長が外来に集合し、当日の予定を報告し合っ
て共有しています。
　一般病棟では、 １カ月に110人前後の患者さんの
入退院があるため変動はありますが、ほぼ満床状態
です。入退院リストボードの退院患者ネームの横に
は入院予定患者ネームが貼られています。10時に退
院した患者さんの後には、11時に次の患者さんが入
院することもあります。療養病棟でも、退院リスト
ボードには日々、退院決定した患者さんと退院の方
向性が決まった患者さんのリストが貼られていま
す。病棟スタッフだけでなく、MSW・ケアマネ
ジャー・リハビリ専門職・薬剤師・管理栄養士など
多職種のスタッフで共有し、退院に向けての患者情
報を日常的にやり取りしています。
②教育の場としてのカンファレンス

沼隈病院 療養病棟 師長 日向三保

退院支援における多職種連携
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　電子カルテの共有ファイルには、「カンファレン
ス予定」の表があり、病状説明や退院に向けたカン
ファレンスの開催情報を共有しています。
　カンファレンスは多職種のアセスメント、患者さ
んの問題のとらえ方、解決策を知る機会にもなりま
す。この貴重なカンファレンスを教育の場として有
効活用することも大切です。実際に、MSW・看護
師などがファシリテーターとなり、それぞれの職種
の意見を引き出して整理し、退院支援の方向性や解
決策を導いて実践へとつなげています。このような
プロセスを病棟看護師が経験することで、退院支援
に必要な知識やスキルを身につけられます。
　「この患者さんが退院するには何が必要なのか」
ということをスタッフが考えるようになり、コメ
ディカルスタッフとも患者さんの状況について頻繁
にやり取りしています。それぞれの専門職が部署の
垣根なく、日常的にディスカッションを行えるのが
当院の強みでもあります。
③専従看護師の配置
　今年度 9月より、地域連携室には専従の看護師が
配置されました。地域医療連携や退院調整がよりス
ムーズになることを期待しています。看護師の視点
で、入院時より患者さんの病態や医学管理上の問題
点・退院後の生活状況のアセスメントを中心に行い、
社会的背景や地域の社会資源の活用などについては
MSWと協働して経験と知識を広げています。

　退院支援として、ベッドコントロールを効率的に
行うためには地域との信頼関係は欠かせません。地
域の連携医療機関に「沼隈病院はいつでも断ること
なく患者さんを受け入れてくれる」と信頼してもら
うこと、その患者さんをきちんと紹介元や地域へ帰
していくことはとても重要です。そのため、退院す
る患者さんについては、在宅療養を担う診療所など
に対し、「今後ともよろしくお願いします」と病棟
師長より連絡を入れています。

　365日断らない救急医療の提供のため、院長をは
じめ医局の医師たちも一丸となっています。このか
いがあり、地域との良好な信頼関係が構築され、患
者さんの紹介件数も年々増加しています。

患者さんの生活を支える
一員として

　患者さんとご家族に寄り添う当院では、入職時よ
り「あいさつは接遇の基本」であると指導していま
す。多くの場合、看護師よりもはるかに長い人生経
験をもつ患者さんやご家族の心に寄り添うために
は、幅広い知識や正確な技術が求められます。これ
は接遇も同様で日々、意識を高く取り組んでいます。
　地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・
強化・連携の重要性が強く求められるなか、私たち
病棟看護師は、専門職としての能力をより発揮しな
ければならないと考えます。そして退院支援におけ
る病棟看護師の役割は、患者さんやご家族の意思決
定を支え、退院後の生活の場へとつなげていくこと
だと考えます。日常の看護において、ご家族とのコ
ミュニケーションを大切にすることで、何気ない会
話から在宅での様子や今後に対するご家族の思いな
どを引き出せることがあります。病棟看護師の退院
支援は経験の積み重ねと、ご家族との信頼関係の構
築という良好な関係によっても醸成されると思います。
　患者さんやご家族が「その人らしく、住み慣れた
地域で、安心して、継続した生活ができる」よう、
多職種とともに患者さんの生活を支える一員である
という自覚をもち、専門性を高め、事例の積み重ね
や共有をしながら退院支援の質向上につなげたいと
思います。
　地域医療や在宅の現場に出向くこと、さらに退院
前後訪問指導も件数を重ねていきたいと思います。
患者さんやご家族が望む生活を多職種とともに考
え、支えていけるような退院支援を今後も続けてい
きたいです。
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クリニカルラダー作成の
経緯

　沼隈病院（以下、当院）では、プリセプターシッ
プと目標管理表を用いた人事考課はありましたが、
2年目以降の研修が少なく、看護師としての成長を
支援するシステムがほとんどありませんでした。そ
のため、看護実践能力の向上に研修が必須であると
痛感し、教育担当の役割を担った2010年度より、い
くつかのクリニカルラダーを参考に作成に取りかか
りました。
　しかし、病棟業務と兼務のため、教育担当業務の
みに専念できず、作成時間の確保に困難を極めまし
た。さらに、一般に発行されているクリニカルラダー
に関する書籍は大規模病院向けが多く、当院での流
用には難しい部分もあり大変苦慮しましたが、なん
とかクリニカルダーが完成し、2011年度より研修を
開始しました（表 1 ､ 2 ）。

研修の工夫
　新人を迎えられるよう、プリセプター研修は 4月
に実施し、新人研修はOJTとOff-JTを組み合わせて
4～ 6月の毎週 1回、各半日で実施しています。そ
して、新人が独り立ちし、業務に若干のゆとりが出
る 7月に一人前研修、11～ 1 月に中堅とベテラン研
修、 2月からは新人と一人前のフォローアップ研修

と、年間をとおして研修が重ならないようプログラ
ムを立案しています。
　また、受講者や講師の負担を抑えるために、各部
署の協力を得て勤務時間内に行えるよう調整してい
ます。新人にはティーチングで研修し、自立が始ま
る一人前の時期からコーチングを取り入れて、中堅
やベテランでは自分自身や受講者同士での気づきが
できるように、体験学習やグループワーク中心の実
践に即した研修ができるよう工夫しています。その
かいあって、受講に対する満足度は 5段階中、平均
4以上です。
　看護職員への研修を続けていると、「自分たちに
も研修をしてほしい」という他部門からの要望があ
るため、リーダーシップやチームワークに関する研
修は、介護・リハビリ・事務職員も参加しています。
2018年度はe-ラーニングを導入したことで、標準的
かつ最新の全国レベルの教材が活用でき、平等に学
ぶ機会の提供が可能となりました。

研修の効果
　クリニカルラダーについても研修のなかで説明を
繰り返していくうちに、各人が看護師や組織人とし
てどのように成長すればよいかという目標がもてる
ようになり、経験年数に応じてプリセプターやリー
ダー業務が標準的に行えるようになりました。ま
た、「育て教え合う」という組織風土が醸成され、

沼隈病院 一般病棟 看護主任兼教育担当 旗手基文

中規模病院における
看護実践能力向上に向けた教育研修
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これまで続けてきた10年の努力がむだ
ではなかったと感じています。
　講師をしているときに研修の場を和
ませることで受講者間の輪や共感が生
まれ、それによって研修の内容がお互
いに循環し、この研修が看護実践教育
の場として有効な役割を果たしていま
す。その効果は、実際の看護の現場に
おいても表れており、今回のテーマで
ある “地域を支える 3つのわ「和（な
ごむ）」「輪（つながる）」「環（めぐる）」”
を実践できているように感じています。

今後の課題
　2014年度以降、 5人以上の新卒採用
はありますが、2016年度はなしでした。
中規模病院とはいえ安定した新卒採用
がなく、ラダーレベルごとの平均的人
数や研修人数の偏りが生じ、勤務調整
や研修時間の確保が困難という課題
や、多くの病院で行っているラダー認
定試験や単位取得制の導入には現時点
ではそのレベルに至っておらず、ラ
ダー自体を認定制度とすべきか、また
は目標設定や研修開催のツールとすべ
きかという課題があります。
　10年を経て定着してきたラダー研修
のさらなる充実を図るためには、この
ような課題を解決し、改善しながら継
続して未来への成長志向をもち続け、全看護師を育
成していくという責任を全うする必要があります。

表 1　当院のクリニカルラダー
レベル 定義 目標 研修

Ⅰ 新人
新卒 基本的ケアの実践 プリセプターシップ

新人研修

Ⅱ 一人前
2 ～ 4 年目 個別的ケアの実践 一人前研修、リーダー研修

プリセプター研修

Ⅲ 中堅
5 ～ 7 年目 リーダー・指導者の実践

リーダーシップ研修、
チームーク研修

キャリア支援研修

Ⅳ ベテラン
8 年目以降 役割モデルの実践 ベテラン研修

表 2　研修の内容

新人

基本姿勢、医療安全、感染防止、褥瘡予防、誤嚥防止、技術演習（採
血、注射、留置針、吸引、清潔操作）、心電図モニター、栄養、薬剤、
ハイリスク行為、医療機器、人工呼吸器、周手術期、ターミナルケア、
模擬病室体験、ICLS受講
ナラティブ、ケーススタディ、傾聴、体調管理、来年度に向けて

一
人
前

2 年目
e-ラーニング：認知症、整形外科手術、血液ガス、食物アレルギー
他部署体験（病棟勤務者は外来、外来勤務者は病棟）
ナラティブ、価値観

3 年目

e-ラーニング：がん看護、ACP、エンドオブライフケア、糖尿病、心
疾患
他部署体験（病棟勤務者は外来、外来勤務者は病棟）
ストレスコーピング、リフレイミング、看護観

4 年目 リーダー業務、退院支援、指導について、救急看護
話す・聴く、自己開示とフィードバック

プリセ 
プター

当院の教育システム、新人看護師の現状、学習に関する基礎知識、当
院のクリニカルラダー・プリセプターシップ、技術指導の演習
e-ラーニング：社会人基礎力の育て方、いまどき世代の力を引き出す、
指導術
コーチング、カウンセリング、コミュニケーション

中
堅

リーダー
シップ

体験学習：影響を与える、リードする
リーダーシップについて
リーダーシップを発揮するために（グループワーク、発表）

チーム
ワーク

体験学習：協働する
Team STEPPS

キャリア
支援、 
指導

キャリア支援、クリニカルラダー
学習理論、指導スキル、傾聴とリフレイミング、看護観

ベテラン 災害看護、リーダーに必要な習慣
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施設・看護紹介
　特別養護老人ホームまり沼隈（以下、当施設）は、
2006年 4 月の介護保険法改正に伴って導入された地
域密着型サービスの 1つです。2017年11月に開設し、
ユニット型個室からなる定員29人、ショートステイ
10人という小規模な施設で、利用される方の平均介
護度は4.33です。看護師は常勤 2人、非常勤 3人、
常勤換算4.2人です。
　また、病院併設型という特徴があり、利用者さん・
ご家族だけではなく、スタッフも安心して働ける環
境づくりをめざしています。

切れ目のない
看護の目とケアをめざして

　特養入所の要件に要介護 3以上とあるように、入
所希望の方は在宅・病院にかかわらず、医療・介護
すべてにおいてサポートを必要として生活しています。
　新規の入所者さんへの事前面談では、医療・介護
の情報収集を大切にしています。病院を退院して入
所される予定の方は、とくに医療依存度が高い方、
治療･ケアを受けて回復し、24時間の看護・ケアを
受けることでより穏やかな日常を取り戻している方
が多いです。そのため、施設に入所すると医療上の
注意点やケアのポイントが異なり、入所後に体調を
崩さぬよう、ケースによっては入所前の段階で食事

やリハビリ・入浴介助方法を見に行き、病院スタッ
フと具体的なコミュニケーションを図って、より密
な連携と切れ目のないケアをめざしています。
　また、入所している方が体調不良で併設病院に入
院するときには、入院時の付き添いはもちろん、そ
の日の夕方にもう一度面会に行きます。環境が変わ
り、点滴等の治療を受けることで混乱しているであ
ろう方に声をかけ、病院スタッフと協働でベッド周
りの調整等を行うこともあります。より安全・安心
した入院生活の一端となればと思います。
　とくに不安の強い方へは、朝・夕の短時間で施設
スタッフが赴いて話をし、昼はご家族が面会に行く
ことで不安の軽減につながり、「安心した入院生活
が送れている」と、ご家族からも評価をいただいて
います。
　表情が硬くベッドで寝ていたり、落ち着かずに過
ごしている利用者さんに声をかけた際、私たちの顔
を見るなりニコリと微笑み返してくれたときは、私
たちにとっても喜びと使命を感じる瞬間です。福祉
現場も多忙ですが、併設型特養のメリットを活かし
たシームレスケアを発展させていきたいと思ってい
ます。

利用者さん・ご家族の希望に
沿う看取り介護をめざして

　社会福祉法人まり福祉会の理念に「私達は高齢者
の方々が、住み慣れた地域において安全で安心な暮

社会福祉法人まり福祉会 特別養護老人ホーム まり沼隈
看護師 赤木範子

地域の人々に求められる
地域密着型特養に
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らしができるよう、心のこもった医療、介護、福祉
サービスの提供につとめ、地域福祉の向上に貢献し
ます」とあるように、まり福祉会・沼南会の介護施
設では看取り介護を実施しており、当施設も開所時
より導入しています。
　しかし入所時の意向確認では、「特養での看取り
を希望する方」は開所 1年半で 3割弱でした。ご家
族にとっては、いつかは来る家族の死を「いつか」
と漠然ととらえ、「現実的に考えたことがない」「今
は考えたくない」と思っている印象がありました。
　さらに、病院併設型ということで「何かあれば病
院での対応がすぐにできる」という点で当施設を選
んだご家族も多く、医療への希望をもっていること
も感じられ「特養＝終の棲家」ではなく、在宅では
介護力不足等により生活継続が困難なため「施設へ
の移住」という印象を受けています。そのような状
況で、積極的な延命治療を希望する方は多くはいま
せん。ご家族も、「急変時・体調不良時に適切な対
応を取ってほしい」という、あくまで「適切な治療
を受けさせたい」といった希望であり、「積極的に
延命治療を希望している」わけではないことがわか
ります。　
　私たちは、利用者さんの「あらゆる手段を使って
も長生きしたい」という思いも、「回復の見込みが
ないのなら安らかにその時を迎えたい」という思い
も尊重されるよう、サポートしていきたいと思って
います。高齢なので看取りではなく、ご本人の意思
を重視し、最後まで生きることをご家族とともに考

えていければと思っています。
　先日の敬老会では家族勉強会を同日開催し、「特
養での看取り介護」について話しました。そのなか
でも「人生の最終段階である今をどのように過ごし、
日々の生活の延長線上にある終わりをどのように迎
えたいか」について、ご家族の意向ではなくご本人
の意思を大切にすることに重点を置きました。
　また、意思表示の難しい利用者さんのご家族には、
元気なときはどのような考え方、生き方をしていた
かをご家族で話し合う大切さを伝えました。ご家族
からも改めて「その時」を考える必要性を理解でき
たという言葉をいただきました。
　看取りについて全利用者さん・ご家族と個別に話
すことはできていない状況ですが、少しずつその時
を考えられるようサポートし支えることで、特養で
の看取りを選んでいただきたいと思っています。そ
して、ご家族が故人を思い出すとき、「良い終焉だっ
た」と穏やかな気持ちになれるような看取りができ
る施設となるべく研さんしていきたいです。

【施設概要】

　　所在地：�〒720-0402�
広島県福山市沼隈町中山南469-3

　　ＴＥＬ：084-980-8011
　　居室数：�地域密着型介護老人福祉施設 29床

（個室）／短期入所生活介護 10床
（個室）
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地域連携室について
　沼隈病院（以下、当院）の地域連携室は2003年11
月に設置されました。医療ソーシャルワーカーのみ
が在籍し、社会医療法人社団沼南会にある関連施設
の相談員とも連携しながら、主に医療福祉相談を受
けていました。その後、より円滑な地域医療連携が
求められるようになったこともあり、現在は看護師
長を含めた看護師 2人、医療ソーシャルワーカー 2
人の体制で地域連携業務や医療福祉相談業務にあ
たっています。
　近年、医療機関の機能分化や疾病構造の変化など
により医療を取り巻く環境は大きく変化し、かつて
の病院完結型の医療体制ではなく、地域完結型医療
体制や地域全体で支える体制「地域包括ケアシステ
ム」が叫ばれるようになりました。そのようななか
で地域医療連携も病病連携、病診連携にとどまら
ず、病院と介護施設や関連機関などとの連携が欠か
せないものとなっています。

前方連携と後方連携
　地域連携業務には前方連携と後方連携があります
が、当院の地域連携室では以下の内容を行っています。

　前述したように、設置当初の当院の地域連携室で
は医療ソーシャルワーカーのみが在籍していまし
た。そのため、医師や病棟からの介入依頼がなくて
も自ら積極的に患者さんやご家族にかかわり、ケア
マネジャーや関連機関と連携して支援することが求
められました。地域包括ケアシステムといわれるよ
うになるずいぶん前から、患者さんを取り巻く地域
の関連機関などと連携し、多くの情報を共有するこ
とで培ってきた地域連携室の経緯を振り返ると、当
時から、地域に根ざした病院として、地域との連携

沼隈病院 地域連携室 主任 MSW 箱田祐香

【前方連携】
　�患者さんが医療機関に受診や入院する際に
行う連携
●紹介患者の診察・検査の問い合わせ、受付
●患者さんに関する情報提供依頼への対応
●�紹介患者に対する紹介元医療機関への返書
管理
●�地域の医療機関および介護福祉施設等との
連絡・調整

【後方連携】
　�患者さんが医療機関から受診先を変える場
合や退院する際に行う連携（逆紹介）
●退院後の在宅医療・介護に関する相談
●転院に関する相談、連絡調整
●退院後の施設入所に関する相談

前方・後方連携を支える
地域連携室の取り組み

18 2019. 12. 1（No. 527）



特　集
拝見 看護のチカラ　沼隈病院

沼
隈
病
院

を重要視していたことを改めて実感します。

地域連携室の考える「3つのわ」
「和（なごむ）」「輪（つながる）」「環（めぐる）」

　地域連携室では、地域を支える「 3つのわ」を次
のように考えています。

　とくに輪（つながる）に関して、前方・後方連携
で地域とつながるための要となるのは「院内（グルー
プ内）連携」です。院内連携は連携のベースであり、
より強化することで支援の充実が図れると考えます。
　当院の母体である沼南会には、病院のほかに、訪
問診療も行う診療所、介護老人保健施設（入所、通
所）、サービス付き高齢者向け住宅、訪問看護（リ
ハビリ）ステーション、訪問介護ステーション、居
宅介護支援事業所があり、さらにグループの社会福
祉法人まり福祉会には地域密着型介護老人福祉施
設、グループホーム（ 3カ所）、通所サービスがあり、
医療・看護・介護のトータルサービスを提供できる
体制が整っています。
　同じグループに医療・介護の各種サービスがあり
連携が取りやすいことは大きな強みですが、お互い
にどのようなことをしているのか、どのような性質
をもっているのかをより理解する必要があります。
病院は専門職の集まりではありますが、「私の仕事」
「あなたの仕事」では真の連携を図ることはできま
せん。病院や関連施設等の役割、機能、現状を、院

内の多職種さらには全職員が共有し、共通認識をも
つことが支援の充実につながると考えます。

　院内連携では、地域連携室は縁の下の力持ち的な
役割（つなぎ役）に徹し、おのおのが主体的に動く
ことで、連携が図れるようなサポートを行っていま
す。具体的には、退院支援にかかわる病棟のリー
ダー看護師を対象に、地域連携室の医療ソーシャル
ワーカーが講師となって勉強会を開催し、関連施設
や連携機関に関する情報を提供しています。
　また最近のことですが、病棟配属だった看護師が
地域連携室に配属され、退院支援を行うようになり
ました。これまで退院調整については、医療ソーシャ
ルワーカーがほとんど行っていましたが、退院支援
や退院調整に専属の看護師が介入することで、病棟
看護師も退院に際して、具体的に必要な支援は何か
を考え行動する良い機会となり、刺激にもなってい
ます。病院で行われていることは非日常であるた
め、患者さんの「生活」を見る視点が多職種に身に
つくことで強固な輪になると考えます。

おわりに
　地域連携室が考える、地域を支える 3つのわ「和
（なごむ）」「輪（つながる）」「環（めぐる）」は、
どれ 1つとしても欠けてはならないものであり、 3
つすべてが相互につながっています。「つながる（つ
なぐ）」ことは医療ソーシャルワーカーとしても非
常に重要な役割であると考えています。院内連携の
強化に加えて患者さんと医療専門職、介護・福祉関
係機関とをつなぐこと、社会資源や医療資源につな
ぐこと等、相互の力を高められるようなつなぎのス
ペシャリストをめざしたいと思います。

和（な ご む）：�相談（連携）しやすい窓口で
あること

輪（つながる）：�前方連携、後方連携で地域と
つながること

環（め ぐ る）：�地域から来る（紹介）、地域に
帰る（逆紹介）こと
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はじめに
　まり訪問看護ステーションは、在宅で生活する人
の「自宅で生活したい（生活させてあげたい）」「自
分でできることは自分でがんばりたい」「自宅で看
たいが、家族だけでは不安がある」等、さまざまな
思いを支援するため、主治医の指示（訪問看護指示
書）のもとサービスを提供しています。
　対象は小児から高齢者まですべての人であり、難
病の人・重度の障がいのある人（児）・寝たきりの人・
独居の人・認知症の人・末期がんの人などさまざま
です。グループホームへの定期訪問・グループホー
ムでの看取り等、訪問看護師・訪問リハビリスタッ
フ全員で訪問を行っています。

地域を支える3つのわ 
「和（なごむ）」

　「笑いは免疫力を高める」ともいわれますが、介
護は24時間の繰り返しであり、家族にとっては厳し
い状況ともいえます。医療の場が在宅であり、だか
らこそ生活を支えるためのサービスが求められま
す。そのため、「在宅療養者の生活場所でサービス
を提供する」ことを念頭に、在宅療養者・ご家族の
意向・価値観を尊重し、相手を理解して共感するこ
とを忘れず、訪問するたびにコミュニケーションを
取り、理解を深めて礼節に励み、サービスを提供す

ることに努めています。
　人は心が元気になれば、維持していく力・介護す
る力につながると思います。そのため、時には療養
者の好きな歌を流しながらケアをしたり、趣味の話
をしたり、昔話を聴いたりと、介護者の日々の思い
に耳を傾けています。これによって気分転換や不安
軽減につながり、心の和む時間が生まれ、明日への
力につながればと思っています。またそうすること
で私たち自身も、利用者さん・ご家族から大きな力
をいただいています。

地域を支える3つのわ 
「輪（つながる）」

　在宅医療は在宅ケアの一部であり、在宅ケアは決
して訪問看護だけで成り立つものではありません。
私たちは、在宅療養者やご家族が、地域のなかでそ
の人らしい生活を送るために、多分野・多職種の
人々や地域の人々とかかわり、ご家族との情報共有
に努めています。
　社会医療法人社団沼南会では、多岐にわたる事業
を有し、地域には多くの事業所があります。そして、
地域および病院のケアカンファレンス・担当者会議
等で、意見交換や情報共有をしています。在宅療養
者・ご家族の思いを中心に、私たちにできること、
また必要とされていることを話し合って計画を立て
ます。多職種の連携によって 1人の人を、そしてご
家族を支えることが私たちの役割です。

社会医療法人社団沼南会 まり訪問看護ステーション
管理者 今井弘美

今こそ訪問看護のチカラを発揮
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　主治医に報告して指示をもらう、ケアマネジャー
さんへの報告や提案をする、ヘルパーさんからの情
報提供を受ける、地域の民生委員さんと話す、さら
には訪問看護への思いを聴くなど、日々の訪問のな
かではさまざまなことを繰り返しています。 1人の
力は小さくても、多職種になれば大きな力になりま
す。これらの「輪」を大切に、日々の訪問を行って
いきたいです。

地域を支える3つのわ 
「環（めぐる）」

　看護・介護はエンドレスで、いつ終わりが来るの
かわかりません。その間には入退院を繰り返すこと
もあるでしょう。しかし退院は決してゴールではな
く、在宅生活への移行を意味します。そのため、シー
ムレスな継続看護・リハビリ・介護が必要となりま
す。在宅で起こり得る事象を予測して説明を行い、
専門的知識を活かして予防に努め、在宅療養者とご
家族が自分たちの生活を継続できるよう支援してい
きます。
　たとえば訪問リハビリにおいても、動きづらい・
動かしづらくなった体に対して筋肉ストレッチや関
節運動を継続することで、その方がより安定した動
作が行えるよう、個々に合わせた方法を指導します。
意欲低下を引き起こさぬよう、生きがいづくりへと
結びつけられたらと考えています。
　時間も人の関係もめぐります。「環　（めぐる）」
を大切に、日々の訪問を行っていきます。

おわりに
　訪問するなかで、「もう少し早く訪問看護を利用
してくれていたら……」「今までどうして訪問看護
を利用しなかったのだろう……」等、さまざまなケー
スがあります。
　訪問では、在宅療養者・ご家族と、 1対 1で向き
合い時間を共有します。そうすることで、支援をし
ながらではありますが、しっかりとかかわることが
可能です。その方の人生にかかわることへの責任の
重さを感じるとともに、日々やりがいを感じていま
す。在宅で過ごしたい（過ごさせてあげたい）とい
う思いがありましたら、ぜひ訪問看護を、またさま
ざまなサービスを利用してください。人の心は温か
いです。

【施設概要】

　　所在地：�〒720-0402�
広島県福山市沼隈町中山南1387

　　ＴＥＬ：084-988-0070
　　職員数：�常勤15人（看護師 6人／理学療法

士 7人／作業療法士 2人）�
パート 3人（看護師 2人／言語聴
覚士 1人）

写真  スタッフ一同、 皆さまの力になるべく、 日々がんばっています
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はじめに
　社会福祉法人まり福祉会（以下、当グループ）は、
母体となる社会医療法人社団沼南会と横の連携を図
り、医療・介護サービスのシームレスな提供を行う
地域包括ケアを実践しています。
　当グループには、退院後の在宅生活を支援する
ツールとして、 3つの通所系事業体（通所リハビリ
2事業所、通所介護 1事業所）があります。これら
はそれぞれが、地域での退院後の生活を応援するた
めに、以下のような特色をもっています。
①医療依存度の高い方でも対応できる事業所
②�パワーリハビリ、歩行浴、身体測定機器を完備し
た介護予防に特化した事業所

③�利用者さんの自立支援・社会参加・活動に特化し
た事業所
　今回紹介する、まりデイサービス内海（以下、当施
設）は、③に特化した事業所です。住民が住み慣れ
た地域で最後まで安心・安全な生活を支えるために、
グループ内の多職種（医師・看護師・介護職・リハ
ビリ専門職・相談員等々）が連携し、患者さん・ご利
用者さん・ご家族の地域での暮らしを支援しています。

当施設の取り組み
　当施設は、風光明媚な瀬戸内海の小島が多くある

内海町に立地し、施設内のどの部屋もオーシャン
ビューで、潮の香りがする「和（なごみ）」のある
環境です（写真 1）。定員は35人で、毎日平均32～
33人の要支援・要介護の方が利用しています。
　当施設は、自立支援・社会参加・活動をめざし、
次の 3点に力を入れて取り組んでいます。

　これらの取り組みを具体的に紹介します。

①�利用者さんが主体となり “できる” を継続する取
り組み
　当施設の利用者さんは、比較的医療依存度が低
く、全身状態が安定している方が多いですが、なん
らかの疾病で入院し退院した方、MCIなど軽度認知
障害や加齢による心身機能が低下している方が少な
くありません。生活期を支援する当施設では、「輪
（つながる）」をモットーに多職種が連携し、ご本
人の生活・暮らしのなかで「“できる” を増やす・
継続する」サービスの提供に取り組んでいます。
　具体的には、昼食やおやつの配膳・下膳などは自
力でできる方はご自身で行ってもらいます（写真
2）。車いすを利用していたり自分で動けない方に
は、隣の席の方が手伝い、代わりに運んでいる光景

①�利用者さんが主体となり “できる” を継続す
る取り組み

②�利用者さんと一緒に活動できる環境への工夫
③�利用者さん自ら動く仕かけづくり

社会福祉法人まり福祉会 まりデイサービス内海
所長代理・理学療法士 池田拓矢

まりデイサービス内海の取り組み
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もよくみられます。このような利他的行動が、利用
者さんのなかで「環（めぐる）」交流を促しています。
②利用者さんと一緒に活動できる環境への工夫
　デイサービスでよくある朝の風景は、同じ時間帯
に多くの利用者さんが来ることで、介護職はお茶出
しに、看護師はバイタル測定に走り回る姿が思い浮
かびます。
　当施設では、バイタル測定の場所が決められてい
ます。そこには、上腕固定式の血圧計や画面の大き
な体温計が用意され、あらかじめ測定の説明を行い、
ご自身で測定・記入してもらうようにしています（写
真 3）。看護師は用紙を受け取って、その日の全身状
態を確認します。当然、測定値・計り方などが気に
なった場合は、看護師が再測定を行います。利用者
さん自身で測定することで自分の役割を担うととも
に、参加している意識がもて、スタッフもより効率的
なサービスの提供ができています。
　また、自宅へ帰る前には10分ほどの掃除の時間を
取り入れています。デイサービスに来ている方のな
かには自宅で掃除をしている方もいます。また、環
境改善を工夫することで、掃除が可能になる方もい
ます。具体的にはワイヤレスの掃除機、フローリン
グモップなど複数の掃除道具を用意して、ご自身で
使用可能な道具を選んで掃除を行います。さらに歩
行器にごみ袋を載せてごみ収集、テーブルをふきん
で拭くなど、利用者さんの状態に合わせて活動して

写真 1   オーシャンビューで気持ち良い眺め

写真 3   毎日の血圧測定も

写真 2    自身でできることは積極的に。  

かかわりをとおして交流を促進
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もらいます（写真 4）。
　施設のなかで利用者さんがやりたいこと、できる
ことを広げるために、その活動ができる環境を施設
としてつくっていることも重要だと感じています。
③利用者さん自ら動く仕かけづくり
　利用者さんに自ら動き、活動してもらうには、“見
える化”がとても大切です（写真 5）。道具を棚に
わかりやすく並べ、大きく名称を記入したラベルを
付けたり、同じ種類や関係のあるものは同じ場所に
まとめて置くようにしました。また座席なども工夫
し、将棋や囲碁の好きな方には少し固まって座って
もらうように促しています。

おわりに
　当施設では、これまで紹介した活動を日々、利用
者さん・職員が一緒になり、さらに楽しい取り組み
を考えて実践しています。今後もケアミックス法人
の通所系事業体の 1つとして、地域を支える 3つの
わ「和（なごむ）」「輪（つながる）」「環（めぐる）」
を大切に取り組んでいきたいと思います。
　日ごろより、多職種がつながりやすく、患者さ
ん・利用者さんを中心とした活動にかかわる多くの
スタッフの方々、この項を最後までお読みいただい
た皆さまに厚くお礼申し上げます。

【施設概要】

　　所在地：�〒722-2632�
広島県福山市内海町口2976

　　ＴＥＬ：084-986-2200
　　事業所種別：通所介護事業所（デイサービス）
　　定　員：35人
　　職員数：�常勤12人（介護職／看護師／リハ

ビリ専門職／相談員／事務員等）�
パート 4人（調理員／運転手）

写真 4   使用可能な道具を選び、 帰宅前の10分間清掃

写真 5    自ら動けるようにさまざまな工夫を凝らす
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