❸ 病院ルポルタージュ ／ 聖路加国際病院

聖路加国際病院は、自分たちの医療の質を常
に改善しようと努力している。あるときはトップダ
ウン、またあるときは患者さんからの投書をきっ
かけに、少しずつ良い病院になっていく。
さらに国際的なQuality Indicatorも導入し、
科学的な面からも質の高い病院になろうと日々変
わっていっている。
今回は聖路加国際病院で院長を務める福井次
矢氏に聖路加国際病院の目指す方向性について
伺った。

■聖路加国際病院
■病床数 520 床
■職員数 1700 人
■ DPC/PDPS 平成 18 年 4 月

聖路加国際病院

他を追うのではなく自らを高める
由、特にここでは前日受け入れた救急

床が 90 ％程度の稼働率で回っていま

患者の数と断った救急車の数、そして

すので、1000 床規模の大病院と変わら

その理由を発表している。
「どうして救

ないくらいの患者さんの診療をしてい

聖路加国際病院院長の福井次矢氏

急車を断ったのか、毎朝発表してもら

る計算になります」と福井氏は語る。

の一日は、毎朝 7 時 30 分に開始する3

うことで理由の無い患者受け入れ拒否

つのカンファレンスに出席するところか

は大幅に減りました」と福井氏は言う。

ら始まる。ベッドコントロールのカンファ

しかし、矛先は救急部に向いているわ

レンス、患者さんからの投書やクレーム

けではない。
「救 急部は受け入れた患

に関するカンファレンス、前日のインシ

者さんのうち、かなりの数は他科に引

患者さんからの投書やクレームに関

デント・アクシデントレポートに関する

き取ってもらう必要があります。そうい

するカンファレンス、前日のインシデン

カンファレンスの 3 つだ。
「1つ 20 分、1

う意味では弱い立場。救急患者を受け

ト・アクシデントレポートのカンファレ

時間で終わります」と言うが、カンファ

入れやすくするためには、各診療科の

ンスに院長が出席する経緯についても

レンスの内容を聞くとかなり詳細な点

医師が患者さんを気持ちよく引き取ら

福井氏はこう説明する。
「院長になって

まで院長が把握していることに驚く。

なくてはなりません」。

しばらく経ったある日、机の上に患者さ

ベッドコントロールは
院長の使命

08

聖路加国際病院に
事務長はいない

ベッドコントロールのカンファレンス
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方です」と結んだ。
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＊1 J
 CI は米国の医療機関を対象とした第三者評価機関で、患者安全、感染管理、医療の質などを審査している団体。
世界で
450 施設が JCI の認証を受けているが、
日本では聖路加国際病院を含めて 3 施設しか認証を受けていない。
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