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皆さん、明けましておめでとうございます。昨
年は新給食システムの導入、西日本豪雨災害、病
院機能評価と例年になく忙しい一年となりました
が、無事に新年を迎えることができ、大変うれし
く思います。
今回は、平成 30 年 11 月 14.15 日に受診した
病院機能評価 3rdG Ver2.0 の振り返りを行いた
いと思います。
受審にあたり機能評価に関わった職員皆様の取
り組む姿勢に感銘し、大変感謝しております。以
前は書類審査が中心であった評価方法が 5 年前に
受審した 3rdG Vre1.0 から大きく変更となりま
した。実際の診療記録、病棟での日々の活動内容、
病院運営の実際などより具体的に診療プロセスの
評価となり、今回はさらに踏み込んだ現場での評
価となりました。可能な限り会長はじめ、両副院
長も部署訪問の際は現場へ赴きましたが、各科で
対応する職員の姿が前回より頼もしく感じられま
した。
受審の約 1 年前にキックオフを行い、全職種が
参加した委員会を立ち上げ、資料収集、マニュア
ルの改訂、診療記録、記載内容のブラッシュアッ
プなど、全職員協力の下、検討を繰り返して来ま
した。

受審当日は病院の概要説明から始まり、書類審
査、面接調査、午後からはケアプロセスと事務部
門の面接部署訪問が行われました。2 日目は部署
訪問、合議会議および再確認を経て、最後に講評
および意見交換となりました。
講評の場面ではいくつか指摘もありましたが、
お褒めの言葉をいただくことも多く、外から見れ
ば当院のキラリと光る物を職員みな再認識する事
ができたと思います。最後に事務管理のリーダー
の方から、
「今回は思い出に残る病院でした。
」こ
の一言に当院は正しい道を歩んできたと感じまし
た。
まだ、結果は届いておりませんが、職員一同が
一致団結して目的達成のために努力したことは、
病院として更に一歩進むことができたと思いま
す。今後も努力と精進を重ね、地域のみなさまに
信頼される病院となれるようこれからも、ともに
頑張ってゆきましょう。

医療法人

杏仁会の理念

医療法人杏仁会は、愛と勇気と英知を持って、地域のみな
さまに信頼される質のよい医療と介護を提供し、地域社会の
一員として責任をはたし貢献します。
１ 誠実な医療と介護福祉を行います。
２ 確実な知識と技術を大切にします。
３ 堅実な経営を行います。

松尾内科病院の基本方針
１
２
３
４
５
６

私達は、患者さんの権利を尊重し、信頼と満足が得られ
る医療サービスを提供します。
私
 達は、内科専門病院として、地域との密接な連携を保
ち、科学的で、質の高い医療サービスを提供します。
私達は、安心・安全かつ効率的で公正な医療を行います。
私達は、情報を開示し、説明と同意に基づく医療を行い
ます。
私達は、確実な知識と技術の向上を図り、人材の育成・
確保に努めます。
私達は、健全な経営を行い、安心して働ける職場をつく
ります。

広報誌編集委員
FAX0848-63-0658
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くらしに密着した総合地域医療をめざして
各委員会の機能評価の取り組み（委員会活動）
ＩＣＴ
（感染対策チーム）

してチェックを行い、医師へフィードバックして以前

見直しを行い、新たにVer.6とマニュアルを作成して

した。感染対策は一人だけでは出来ません。今後も皆

前回指摘されたマニュアルの内容変更や各部署での

各部署に配布しました。また数値での見える化評価で
感染対策を行い、手指消毒の手技を各部署一人一人
チェックして完全に出来る部署も現れています。毎月

より97％ 2週間以内での管理が出来るようになりま
さんの協力が必要です。特に手指消毒の徹底とタイミ
ングの対策があちこちでされている光景が見れるよう
に頑張っていきましょう。

のアルコール使用量も各部署に報告してもら

池庄司 和子

平成30年11月７日
（水）
、13部署が参加しての「QC活動発表
会」を開催しました。平成29年度よりスタートし２年目を迎えた
発表会ですが、どの部署もQC手法をうまく活用し、熱気あふれる
発表でした。

分55秒」で約２分の短縮が図られたという素晴らしい内容でした。

菌、感受性の結果を毎日ICTへ報告してもらい

他の部署活動においても、日々の繁雑な業務の中、患者さんの立

医師へ報告して抗生剤の見直しを行ったり、抗

ＱＣ活動発表会の全体風景

場で、さらには「コスト意識」を高め病院の健全な経営につながる

菌薬の2週間越えしているものをリストアップ

内容が多くありました。

医療安全管理委員会

的・継続的な取り組みにより初めて実現できるものと

部門・事務部門の多職種で構成し、院内・外の医療安

り、改めてマニュアルを見直したことで不足している

全対策が遵守できているか・危険な場所はないか等、

看護部長

動で、全員で一丸となって取り組んだ成果が、何と「５分８秒～５

と検査科から培養された菌やMRSAなどの耐性

ど、当院の医療安全対策を総括しています。各部署安

平成30年度「QC活動」発表会を終えて

には８分程度要していた時間を、
「目標値６分以内」を目指しての活

とが出来ました。抗菌薬の適性使用では薬剤科

全に関する情報収集や分析・対応策の検討を行うな

研修会だより

第１位
（会長賞）
は、医事課の「会計待ち時間の短縮」で、１年前

い、年別の過去5年間の歴史がグラフで示すこ

当院の医療安全管理委員会は、医局・看護部・技術
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考えています。今回、病院機能評価を受審するにあた
点もみつかり改善することができ良い機会となりまし
た。今後も職員一同日々研鑽し、安全管理のための体
制づくりを継続して行ってまいります。

医療現場の中での小さな気づきや問題点を、そのままにせず根気
強く改善策を見出し、スタッフ自らが業務改善に取り組んでいる姿
は、活き活きとしております。
「職員が活き活きと働いている姿は、
患者の持っているエネルギーがポジティブに変化する」とナイチン
ゲールは「看護覚え書き」で述べております。QC活動の取り組み
は、患者満足度向上に繋がっているように思っております。

第１位
（会長賞）
の表彰

院内を定期的に巡回しチェックも行っていま
す。また、職員一人一人の安全に対する意識の

地域における活動

向上・安全な医療が提供できる実践能力を高め
る目的で、様々なテーマでの教育研修を年２回

2018年10月27日

以上行い、医療安全に関する改善事例発表会も

当 院 の 松 尾 晃 樹 院 長 が、

毎年継続して行ってきました。適切かつ安全な

三原市民保健・福祉まつりの

医療の提供は医療の質の保証を意味し、組織

生活習慣病予防講演会にお

褥瘡対策委員会

み数の調査も委員が協力してまとめました。褥瘡保有

適切に行っている」に対しての取り組みを紹介しま

ましたが、多職種連携で悪化させることなく治癒へ向

ケアプロセス調査の「2.2.16 褥瘡の予防・治療を

す。入院時にアセスメントシートを用いて、リスク評
価を行い結果から看護計画の立案・評価を実施してい

液化酸素タンクの
劣化に伴い新規設
置を行いました。

者の中には難治性の患者等、治癒が困難な事例もあり
け、チームとして活動していきました。今後も継続し
て取り組んでいきたいと思います。

いて、
「しのびよる慢性腎臓
病とその対策」のテーマで講
演を行いました。

2018年11月30日

ます。褥瘡が発生した場合は、褥瘡対策チーム

当院の松尾恵輔名誉院長が、三

が介入し、褥瘡回診を月２回実施し、治療・ケ

原市立第 2 中学校において「たば

アの支援を行っています。病院機能評価受審に
向け、多職種連携をスムーズに行うためのフ

こと癌（がん）
」のテーマで学生
を対象に講演を行いました。

ロー図の見直し、褥瘡発生や診察を依頼するた
めのワードパレットの作成も行いました。ま
た、平成29年度の褥瘡新規発生数や、持ち込
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