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今 月 の

c h e c k  p o i n t

（佐々木  直隆）

時間は、子どもをその地のサマー（ウインター）
スクールに入れる人もいます。

●従来の考え方の枠から飛び出そう！

　こうした概念は、従来の枠内でしかアイディ
アを出さない人からすれば、「考えられない！」
かもしれませんが、実際に取り入れている会社
は多数あり、親子ワーケーションを誘致する自
治体も現れ始めました。
　医療の場においても、オンライン診療が浸透
していけば、可能になっていく働きかたですし、
現時点でも、学会参加などをワーケーションと
して認めれば、職場の魅力が増します。
　また、介護事業所の泊まりの旅行とワーケー
ションを組み合わせてみるのもユニークです。
付き添い、見守りのスタッフ全員をワーケー
ション扱いとするのではなく、シフト制にする
など考え方はいろいろあります。
　遠く離れた介護事業所と介護事業所が協力
体制をとり、交換研修会のような場を作っても
良いでしょう。勤務時間中は、研修先の介護事
業所で働きながら学び、時間外は、旅先のよう
に過ごしてもらうのです。オンオフともに充
実しますし、他施設の事例を学ぶ良い時間にも
なります。大切なことは、現状の枠から飛び出
してアイディアを出すこと。着想があれば、ケ
ア業界もワーケーションは実現します。

●治療と職業生活の両立支援

　長時間労働の取り締まりは、働かせすぎの是

正ですが、並行して国が行っていることに、働き
たくても働くことができない人たちへの支援が
あります。たとえば、がんなどの病気を抱えて
いる人たちの治療と職業生活の両立支援です。
　がんといえば、多くの人は、いまだに、稀な病
気だと考えていますが、実際は、日本人の約2
人に1人ががんに罹患する時代を迎えていま
す。少子超高齢化が進み、労働人口が減少の一
途をたどる中、これだけ増えるがん患者と就労
を切り離して考えることは、もはや国としてで
きない状態なのでしょう。さらに近年は、平均
在院日数が短くなり、外来患者が増えてもいま
す。ただ、がんの種類や進行度が同じであって
も、治療や治療に伴う症状は、労働者によって
様々です。人手不足から企業側が患者就労継
続を望んだとしても、就労するには、治療の特
性を踏まえた対応が必要になってきます。そ
うなれば、主治医と職場との連携がこれまで以
上に求められるようになり、今後は、かかりつ
け医の機能の中に、治療の副作用や症状をコン
トロールしつつ通院治療を続けるためのサ
ポートが入ってくるかもしれません。医療機
関は、働きたい人にどのようなサポートができ
るのか。考える時期にきています。厚生労働省
のホームページには、治療と仕事の両立につい
て詳しく紹介されています。事業所における
治療と職業生活の両立のためのガイドライン
や様々な様式も掲載されています。参考にし
てください。
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PX② 
段階的に評価した場合、患者の主観が大きく影響しますが、
客観的基準で判断するには情報内容として乏しく、実態を掴
みにくいため、患者満足度調査結果を元に改善するのは限
界があります。一方PXでは具体的な事例を尋ね、客観的事
実で回答させるため、改善活動につなげやすく、その結果、
クレーム減少やサービスの質の向上へつながります。PX調
査を実施することで、職員の業務改善や離職率低下にも影
響することが判明しており、世界的に注目を集めています。

（ことば334からの続き）

病院の未来予想図
ユニバーサル外来という新提案❷

イキ  イキ   現場リポート
〒926-8605  石川県七尾市富岡町94番地　TEL：0767-52-3211
http://www.keiju.co.jp/

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

今月も引き続き、恵寿総合病院のユニバーサル外来を紹介します。ユニバーサル外来は、診療科に紐づけ
されない診察室の集合体です。具体的には、20の診察室を同じエリアに集約し、専門的な機器や特殊な
設備が必要な診療科をのぞいた、内科や整形外科等の17科で共同運用しています。メリットは、その日
の患者数に応じて柔軟に外来の形を変えて行けるため、患者・スタッフの動線が大変短くなったことで
す。診察室の自由度が高まり、チーム医療推進にも寄与しています。また、診療科を特定していないので、
受診する科が分かりにくく、プライバシーの配慮に効果的です。

神野 正博　理事長
専門：消化器外科
全日本病院協会副会長、石川県病院協会
理事などの他、厚生労働省や経済産業省
で臨床研修制度、チーム医療などの委員
も多く務めておられます。

平和を意味する鳩をモ
チーフにした法人ロゴ
母親が子供を守ろうと
して羽を広げるしぐさ
が仁愛の証です。広い
心で地域のみなさまの
医療を担っていく精神
を表しています。

病院外観
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院
昭和9年創業。「いつでも、誰でも、たやすく
安心して診療を受けられる病院にする」を
創業精神とし、長年、能登半島の地域医療を
支えてきました。病床数は、426床（一般病
棟282床、HCU10床、回復期リハビリテー
ション病棟47床、地域包括ケア病棟47床、
障害者病棟40床）。医師の卒後臨床研修指
定病院にも指定されています。

ユニバーサル外来には、内科、整形外科といった診療科の看板はありません。
Ａ外来、Ｂ外来という案内があるだけです。
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MACHI café ～ホスピタルローソンはここから～
海の見えるカフェスペースには、ホスピタルローソンから分離出店したMACHI caféも。専門店にも負けない
クオリティーの珈琲もいただけます。珈琲の香ばしい香りが上のフロアにも届くようエスカレーター下に
レイアウトしました。実は、ホスピタルローソン1号は、恵寿総合病院なのだそうです。

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
における「4 タスク・シフティング（業務の移管）
の推進」（抜粋）

各医療機関においては、医師の業務負担軽
減のため、他職種へのタスク・シフティング
（業務の移管）を推進する。 ○ 初療時の予診 
○ 検査手順の説明や入院の説明 ○ 薬の説
明や服薬の指導 ○ 静脈採血 ○ 静脈注射 
○ 静脈ラインの確保 ○ 尿道カテーテルの
留置（患者の性別を問わない） ○ 診断書等
の代行入力 ○ 患者の移動 等については、平
成19年通知（※）等の趣旨を踏まえ、医療安
全に留意しつつ、原則医師以外の職種によ
り分担して実施することで、医師の負担を
軽減する。 （後略）
（※）「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の

推進について」（平成19年12月28日医政発第1228001号
厚生労働省医政局長通知）

出典　日本医師会　地域医療情報システムより　　▶ http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/1704

働き方改革を厳格にあてはめてしまうと、現状、地域医療は成り立たちません。けれど、現
状のままでは、医師も地域医療も守れない。忸怩たる思いをされている経営者の方も多い

と思います。まずは、同院の事例を参考にし、それぞれの職種が本来業務だけできるように整えてみてく
ださい。そうすれば、組織としては、労働時間が削減でき、メンバーは、やらされ感が少なくなります。牢
働から朗働への転換ができれば、仕事から活力がみなぎるようになるでしょう。

コラム

医療秘書的な役割は、病院勤務医等の負担軽減策として効果があるとして、今年の診療報
酬制度においても評価されています。

コラム

（瓜生 千鶴）

　診療科の枠を外し、空間を効率的に活かすユ
ニバーサル外来。それだけでも新しいのです
が、同院が素晴らしいのは、その空間を人の努
力でさらに効率化している点でしょう。
　ユニバーサル外来は、医師が柔軟に動くこと
で空間が最大活用できる仕組みです。そして
それができるのは、看護師や医療秘書が医師を
サポートしているからです。たとえば、医療秘
書は、医師がどの診療室に入ってもスムーズに
診療できるようサポートします。どの医療秘

書もすべての診療科をカバーできるようト
レーニングを積んでいます。
　医療秘書の業務は、各種書類の作成にはじま
り、クリニカルパスの代行入力や退院サマリー、
診療情報提供書の作成など多岐にわたります。
医療や介護行為を指示するもの、請求に影響す
るものも多く、単科のクリニックでも大変です。
それでも同院では、全科対応を基本としてい
ます。リスク管理と質の標準化を図るためで
す。担当制にすると、その職員が不在の時に業
務が滞ります。一時的であっても質の低下が
起きれば、ユニバーサル外来は運用しにくく
なります。

　医療秘書を配置したユニバーサル外来は、看
護師の動きも効率的にしました。
　これまでの看護師は、看護業務のほかに、患
者の呼び込みや予約の調整など、医師と事務職
の間を埋めるような仕事もしていました。し
かしユニバーサル外来では、それらの作業は医
療秘書が行います。
　ユニバーサル外来では、看護師は、共通バッ
クヤードに待機していて、その日その時、医師
の要請を受ける形で診察室に入ります。それ
ぞれの看護師は、その日、その時、どの診療科に
呼ばれるかわかりません。よって、医療秘書と
同様、全科に対応できる知識と経験が求められ
ます。大変ですが、説明や処置など、本来の仕
事に専念できます。

　働き方改革が話題になっていますが、医師の
働き方改革や効率性に視点を置きすぎたタス
ク・シフティングは、医療の安全を損ねかねま
せん。むしろ、それ以前の問題として、医師で
なくとも行えることが明確な業務を他職種に
移管していくことが重要です。ただ、これには
医療機関がマネジメント改革を進めることが

不可欠で、業務を受け取る他部門を育成する必
要もあります。ICTの活用による遠隔診療など
も、医師が本来業務に集中できる体制を整えな
ければ医師の負担は軽減できません。
　そういった意味では、ユニバーサル外来の取
り組みはそれぞれの業務の棚卸をすることに
もなり、有効です。実際、同院では、ユニバーサ
ル外来導入以降、医師の業務負担も軽減してい
るようです。今年、病院が行った調査によれば、
外来機能を見直した結果、およそ7割の医師が
「業務軽減につながった」と答えています。

　成功するかしないかは、リーダーの選択に集
約されます。
　ユニバーサル外来に
しても、ひらめく着想、
柔軟な考えができる医
師たち、努力できる優秀
なスタッフなど、恵寿総
合病院だからこそでき
た、という人がいるかも
しれません。けれど、
もっと重要なことは、
リーダーの決断です。恵
寿総合病院は、先代から
引き継いだ基盤があり
ましたが、大きくするか、
小さくするかは、今の

リーダーの力です。ちな
みに、神野理事長の決断
の基準は、地域への愛情
と周囲への思いやり。
　「七尾市は全国的にも
抜きんでて高齢化が進ん
でいます。当院が属する
能登北部医療圏では、高
齢化は40％に達してい
ます。医療の役割が支え
ることや看取ることにシ
フトしていることもわ
かっていますが、超高齢
化社会でも、救うこと、治
すことができる病院がな
ければ安心した暮らしは
できないでしょう。」
　取材中、理事長から、

能登に急性期医療を残したい、医療の地域格差
をなくしたいという熱気が伝わりました。こ
の熱を力に、日々、選択と行動をされています。

ユニバーサル外来を支える
スーパー医療秘書

患者の呼び込みは、
看護師の仕事ではない

看護師が本来業務につくことでようやく
できる医師のタスク・シフティング

その選択が地域を変える
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リーダーの決断です。恵
寿総合病院は、先代から
引き継いだ基盤があり
ましたが、大きくするか、
小さくするかは、今の

リーダーの力です。ちな
みに、神野理事長の決断
の基準は、地域への愛情
と周囲への思いやり。
　「七尾市は全国的にも
抜きんでて高齢化が進ん
でいます。当院が属する
能登北部医療圏では、高
齢化は40％に達してい
ます。医療の役割が支え
ることや看取ることにシ
フトしていることもわ
かっていますが、超高齢
化社会でも、救うこと、治
すことができる病院がな
ければ安心した暮らしは
できないでしょう。」
　取材中、理事長から、

能登に急性期医療を残したい、医療の地域格差
をなくしたいという熱気が伝わりました。こ
の熱を力に、日々、選択と行動をされています。

ユニバーサル外来を支える
スーパー医療秘書

患者の呼び込みは、
看護師の仕事ではない

看護師が本来業務につくことでようやく
できる医師のタスク・シフティング

その選択が地域を変える
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MACHI café ～ホスピタルローソンはここから～
海の見えるカフェスペースには、ホスピタルローソンから分離出店したMACHI caféも。専門店にも負けない
クオリティーの珈琲もいただけます。珈琲の香ばしい香りが上のフロアにも届くようエスカレーター下に
レイアウトしました。実は、ホスピタルローソン1号は、恵寿総合病院なのだそうです。

「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
における「4 タスク・シフティング（業務の移管）
の推進」（抜粋）

各医療機関においては、医師の業務負担軽
減のため、他職種へのタスク・シフティング
（業務の移管）を推進する。 ○ 初療時の予診 
○ 検査手順の説明や入院の説明 ○ 薬の説
明や服薬の指導 ○ 静脈採血 ○ 静脈注射 
○ 静脈ラインの確保 ○ 尿道カテーテルの
留置（患者の性別を問わない） ○ 診断書等
の代行入力 ○ 患者の移動 等については、平
成19年通知（※）等の趣旨を踏まえ、医療安
全に留意しつつ、原則医師以外の職種によ
り分担して実施することで、医師の負担を
軽減する。 （後略）
（※）「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の

推進について」（平成19年12月28日医政発第1228001号
厚生労働省医政局長通知）

出典　日本医師会　地域医療情報システムより　　▶ http://jmap.jp/cities/detail/medical_area/1704

働き方改革を厳格にあてはめてしまうと、現状、地域医療は成り立たちません。けれど、現
状のままでは、医師も地域医療も守れない。忸怩たる思いをされている経営者の方も多い

と思います。まずは、同院の事例を参考にし、それぞれの職種が本来業務だけできるように整えてみてく
ださい。そうすれば、組織としては、労働時間が削減でき、メンバーは、やらされ感が少なくなります。牢
働から朗働への転換ができれば、仕事から活力がみなぎるようになるでしょう。

コラム

医療秘書的な役割は、病院勤務医等の負担軽減策として効果があるとして、今年の診療報
酬制度においても評価されています。

コラム

（瓜生 千鶴）

　診療科の枠を外し、空間を効率的に活かすユ
ニバーサル外来。それだけでも新しいのです
が、同院が素晴らしいのは、その空間を人の努
力でさらに効率化している点でしょう。
　ユニバーサル外来は、医師が柔軟に動くこと
で空間が最大活用できる仕組みです。そして
それができるのは、看護師や医療秘書が医師を
サポートしているからです。たとえば、医療秘
書は、医師がどの診療室に入ってもスムーズに
診療できるようサポートします。どの医療秘

書もすべての診療科をカバーできるようト
レーニングを積んでいます。
　医療秘書の業務は、各種書類の作成にはじま
り、クリニカルパスの代行入力や退院サマリー、
診療情報提供書の作成など多岐にわたります。
医療や介護行為を指示するもの、請求に影響す
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す。担当制にすると、その職員が不在の時に業
務が滞ります。一時的であっても質の低下が
起きれば、ユニバーサル外来は運用しにくく
なります。

　医療秘書を配置したユニバーサル外来は、看
護師の動きも効率的にしました。
　これまでの看護師は、看護業務のほかに、患
者の呼び込みや予約の調整など、医師と事務職
の間を埋めるような仕事もしていました。し
かしユニバーサル外来では、それらの作業は医
療秘書が行います。
　ユニバーサル外来では、看護師は、共通バッ
クヤードに待機していて、その日その時、医師
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　働き方改革が話題になっていますが、医師の
働き方改革や効率性に視点を置きすぎたタス
ク・シフティングは、医療の安全を損ねかねま
せん。むしろ、それ以前の問題として、医師で
なくとも行えることが明確な業務を他職種に
移管していくことが重要です。ただ、これには
医療機関がマネジメント改革を進めることが

不可欠で、業務を受け取る他部門を育成する必
要もあります。ICTの活用による遠隔診療など
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　そういった意味では、ユニバーサル外来の取
り組みはそれぞれの業務の棚卸をすることに
もなり、有効です。実際、同院では、ユニバーサ
ル外来導入以降、医師の業務負担も軽減してい
るようです。今年、病院が行った調査によれば、
外来機能を見直した結果、およそ7割の医師が
「業務軽減につながった」と答えています。
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約されます。
　ユニバーサル外来に
しても、ひらめく着想、
柔軟な考えができる医
師たち、努力できる優秀
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合病院だからこそでき
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でいます。当院が属する
能登北部医療圏では、高
齢化は40％に達してい
ます。医療の役割が支え
ることや看取ることにシ
フトしていることもわ
かっていますが、超高齢
化社会でも、救うこと、治
すことができる病院がな
ければ安心した暮らしは
できないでしょう。」
　取材中、理事長から、

能登に急性期医療を残したい、医療の地域格差
をなくしたいという熱気が伝わりました。こ
の熱を力に、日々、選択と行動をされています。
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