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１．はじめに  

 2017 年 3 月に台湾高雄市の小港病院と信大病院との間で国際交流に関する覚え書きが締結

され、12 月 15 日に信大病院から第一回目の医師、看護師が派遣されました。信大病院として

初めての医療スタッフによる国際交流であり、参加者は今回の経験を通じて国際社会における

信大病院と自らの立ち位置を認識されたと思います。今後、国際交流を通じて、それぞれの国

の文化、社会の違いを理解し、国際社会における信大病院の発展に貢献する人材が一人でも増

えることを期待しております。 

病院長補佐（国際化担当） 宮川 眞一 

 

 

２．高雄市立小港病院概要 

高雄市立小港(シャオガン)病院の所在する台湾高雄市は面積 2,952 ㎢ 

(参考：神奈川県 2,416 ㎢)で人口約 278 万の都市で、西は中国大陸， 

南はフィリピンに面している。 

その地理的な特性から、高雄港は非常に栄え、現在では台湾最大の港 

として、重工業の重要な拠点の一つとなっている。 

高雄市へのアクセスは、日本からの直行便が便利である他、台北から 

は新幹線に乗って最速 1 時間 40 分で到着することが可能である。 

小港病院は高雄医学大学の４つの系列病院のうちの１つで，高雄国際 

空港の所在する小港区に位置し，急性期医療や地域の教育研究の中核を 

担っている。 

 

基本情報 

正式名称：高雄市立小港醫院（委託高雄醫學大學經營） 

開設日：1998 年 11 月 16 日 

病床数：496 床  

職員数：医師 95 名，看護師 445 名，医療技術職員 113 名，事務職員 160 名                                  

診療科：家庭医学科，内科，外科，小児科，産婦人科，整形外科，神経科， 

泌尿器科，耳鼻咽喉科，眼科，皮膚科，精神科，リハビリテーション科，麻酔科， 

放射線診断科，放射線腫瘍科，解剖病理科，救急科，産業医学科，歯科の計 20 診療科 

ホームページ：http://www.kmhk.org.tw/ 
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３．交流の歴史 

 

2015 年 7 月   松本市と高雄市が健康・福祉・教育分野の交流に関する覚書を締結 

               高雄市副市長，高雄医学大学および系列病院一行が，信州大学医学部附属病

院(信大病院)を視察 

2015 年 12 月  小港病院の医師・看護師等が信大病院の先端細胞治療センター 

               および高度救命救急センターにて 3 日間研修 

2016 年 11 月  小港病院侯明鋒(ホウ ミンフォン)院長一行が信大病院を訪問し覚書締結に 

向けた協議を実施 

松本市で開催の第 6 回世界健康首都会議において，小港病院が台湾原住民高   

齢者デイサービス事業テーマに出展 

2017 年 3 月  信大病院 本郷一博病院長一行が，小港病院を訪問。人的交流，学術交流に関 

する覚書を締結 

2017 年 5 月  信州大学医学部が高雄医学大学を訪問し，学術交流と学生の相互受け入れに 

関する覚書を締結 

2017 年 7 月  小港病院の救急・ICU の医師・看護師３名が信大病院で 2 週間研修  

2017 年 11 月  小港病院侯院長が信州大学長を訪問。 

        松本市で開催の第 7 回世界健康首都会議において，小港病院による長期介護 

事業，テング熱予防，エイズ予防をテーマに出展 

2017 年 12 月  信大病院 伊藤副病院長(看護部長)および宮川病院長補佐(第一外科教授)が， 

         小港病院における学術集会で講演 

信大病院の ICU・小児科の医師・看護師 3 名が小港病院で 1 週間研修 

2018 年 3 月  小港病院 侯病院長が信大病院における学術集会で講演 

小港病院の救急・ICU・手術室の医師・看護師 4 名が信大病院で 1 週間研修 

                                                                                                          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左）2017 年 3 月 覚書締結。小港病院正面玄関にてお出迎え。 

（上）2017 年 7 月 信大病院での研修中の一コマ。 
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４．研修概要・研修成果報告書 

日 程：2017 年 12 月 15 日～12 月 22 日 

研修生： 

清水彩里（集中治療部医師，麻酔科） P６～ 

井出ともみ（集中治療部看護師）   P５０～ 

廣田美穂（小児科看護師）      P７８～ 

 

研修先 ICU&小児科

日程 2017年12月15日～2017年12月22日

研修生 【医師１名】清水 彩里 (Shimizu Sari)

【看護師２名】井出 ともみ(Ide Tomomi)、廣田 美穂(Hirota Miho)

通訳 国立高雄餐旅大学応用日本語学科学生

時間 スケジュール

15:45 高雄空港着

16:30

19:30 懇親会

時間 スケジュール

9:00-
16:00

16:00 市内見学

18:30 懇親会

時間 スケジュール 対応者

8:30 ご対面

9:30 医院紹介 総務室 林敬程主任

10:10 患者安全/医療品質政策/ 院長室 陳永鴻秘書

11:10 感染管理政策 感染管理室 張科主任

11:30 護理部概論 護理部 江秀珠主任

12:00 昼食

時間 スケジュール 対応者 時間 スケジュール 対応者

13:00 ICU orientation 陳煌麒主任 13:00  7B+CNU orientation 黃雅慧護理師

15:00 徐梅玉護理長 15:00 小児科患者安全 黃雅慧護理師

16:30 質疑応答 陳煌麒主任 16:30 質疑応答

18:30-
20:00

高雄区区域医院重症シンポジウム 引率：陳煌麒主任

時間 スケジュール 対応者 時間 スケジュール 対応者

08:00
08:20

ICU 交代 阮懷磊医師 08:00-
08:20

CNU交代 黃雅慧護理師

08:30-
09:30

陳煌麒主任

09:30-
11:30

ICU 病棟回診、検査 阮懷磊医師 09:30-
11:00

 CNU日勤護理常規看護 陳秀春護理師
侯惠足護理長
李威德/李雅婷醫師

11:30-
12:00

面会 阮懷磊医師 11:00-
12:00

 CNU病棟面会（病状説明、介護説
明）

李威德医師、
陳秀春護理師

12:00-
13:00
13:00-
14:30

呼吸器治療 (ER、RCW、Ward) 袁惠蘭組長 13:00-
14:00

高危険妊娠照会フロー説明
国内新生児関係衛生政策説明

14:30-
16:30

ER, OR orientation 蘇佩真護理長
楊純怡護理師
劉玲玲護理長

15:00-
16:30

母児親善政策説明

16:30 質疑応答 16:30 質疑応答

1
8

(
月

)

1
9

(

火

)

昼食 （講演会） 郭子右医師-The role of aerosal therapy in the mechanical ventilation

高雄医学大学校友会館説明、周辺案内

高雄市市立病院医事連合学術検討会聴講

呼吸器疾患部門間共同診断会議

信州大学附属病院研修スケジュール

清水 彩里 (Shimizu　Sari) 井出 ともみ(Ide Tomomi) 廣田 美穂(Hirota Miho)

洪意華護理長
侯惠足護理長

1
5

（
金

）

1
6

（
土

）
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時間 スケジュール 対応者 時間 スケジュール 対応者 時間 スケジュール 対応者

08:00
08:20

7B病棟交代
7B病棟朝礼

08:40-
10:00

護理通常介護

10:00-
11:00

看護学生指導、新入患者受入れフ
ロー、主治医病棟回診

11:30-
12:00

面会 11:00-
12:00

病棟共同衛生教育

時間 時間 スケジュール 対応者

08:00-
09:00

Case Conference 阮懷磊医師 8:10 7B病棟科会議 侯惠足護理長

9:00-
10:00

薬局（人間工学、静脈栄養）
吳惠如薬剤師

10:00-
11:00

栄養室 （医師指示執行、照会フロー） 王馨羚栄養士

11:00-
12:00

リハビリテーション科、神経科（嚥下訓練）
劉錦茹護理長
言語治療士

10:00-
11:00

小児科外来診療、予防保健 李威德醫師、
侯惠足護理長

12:00-
13:30

送別会 陳煌麒主任
11:00-
12:00 病棟送別会

侯惠足護理長
章詩雨護理師
黃雅慧護理師

時間 スケジュール 対応者

13:30-
16:30

研修成果発表会 侯明鋒院長

18:30 懇親会

時間 スケジュール

4:30 校友会館入口集合
4:40 空港へ出発
5:10 高雄空港着、出国手続き
7:00 高雄発　11:25成田着　BR108

See You Next Time

対応者

2
0

(

水

)

2
1

(

木

)

徐梅玉護理長
陳家寧護理師

侯惠足護理長
章詩雨護理師
黃雅慧護理師
洪志興主任

護理通常介護08:00-
11:30

2
2

(

金

)

清水 彩里 (Shimizu　Sari) 井出 ともみ(Ide Tomomi) 廣田 美穂(Hirota Miho)

医療通常業務 陳煌麒主任
阮懷磊医師
張露文護理師

08:00-
11:30

08:40-
10:00

護理通常介護 章詩雨護理師
黃雅慧護理師

スケジュール
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様式３ 

平成２９年度 台湾高雄市立小港病院研修報告書 
 

１ 所属・職名  集中治療部・助教 

２ 氏    名 清水 彩里 

３ 研 修 期 間  平成 29年 12月 15日（金）～ 12月 22日（金） 

４ 研修概要 

・高雄医事総合学術検討会出席（高雄市政府衛生局・高雄医学大学合同主催、日本から

内閣官房/健康・医療戦略室、経済産業省の江崎禎英次長の講演あり） 

・高雄市立小港病院のシステム・医療安全・感染制御部門についてのオリエンテーショ

ン 

・医療安全、医療の質を高く保つための仕組み（国としての政策も含めて） 

・ICU研修 

 オリエンテーション・入室患者の状態についての説明の治療内容・スタッフの配置・

台湾における ICUベッドの条件・スタッフの育成・病院機能評価・医療品質管理・カル

テシステム・DNR オーダーの出し方とそれにまつわる問題・面会時間と面会に際して行

っていること・呼吸器ウィニングのシステムなど 

・多職種カンファランスへの参加 

・呼吸器ケア病棟見学 

・救急外来見学 

・手術室見学（全身麻酔、および外来患者に対する気管支鏡施行時の鎮静） 

・感染症内科のカンファランス出席 

・外来診療の見学 

・地域の開業医のための refer conference出席 

・外科系 ICUのカンファランス・抄読会出席 

・薬剤部見学（通常薬剤調剤室、外来での薬剤処方窓口、無菌調剤室） 

・栄養科オリエンテーション 

・STさんによる嚥下の講義と入院患者さんによる実演 

 

6



５ 研修後の所感 

 

・小港病院は地域の中核病院、当院は大学病院という立場の違いはあるため、一概には

比較できないが、使用している医療機器や施設は日本の病院の方が高度の物を使ってい

る一方、先方ではエビデンスを重視し、総じて合理的なシステムを構築することに注力

している印象を受けた。 

・すべての職員が、合理的なシステムを構築できるようにアイデアを出し合うトヨタ自

動車の「改善」方式を採用しているとの説明があったが、多くの部署で有効な「改善」

が行われている印象を受けた。 

・中央政府が医療の品質・医療の安全を担保する目的でさまざまな制約やルールを設け

ており、それが徹底されている。ただ、中央からのルールでしばりつけるのみでなく、

病院としてさまざまなインセンティブを用意して、医療安全・医療品質改善に不断に取

り組んでいると感じた。 

 

６ 今後の業務へ期待できる成果等 

 

・高雄市立小港病院の ICU は呼吸器内科医が専従している ICU だったため、病態に関す

るディスカッションが十分に行われていた。当院では外科系術後患者の ICU入室が多く、

長らく open ICU として運用してきたため、病態に関してディスカッションする場が十

分でない。内科医が ICUに深くかかわることで得られる利点として、今後の ICU運営に

際して参考にできると考える。 

・呼吸療法士、薬剤師、栄養士、放射線科技師、PT、ST、OT、検査技師、緩和ケアの担

当者、退院支援担当者など多職種が普段から十分にコミュニケーションを取り合い、お

互いのプロフェッショナルを尊重して協力して医療を行っていた。当院でしばしばみら

れる形だけの多職種連携、医師の意見に押されてコメディカルが意見を言いにくい、と

いった状況を改善していく上で、多いに参考になると考える。 

・総じて合理的なシステム、合理的な考え方が非常に印象的だった。常に危機意識を持

ちながら病院運営を行っている姿勢は、見習うべきであると考えられた。 
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７ 今回の研修の成果を信大病院の国際化にどのように活用したいか 

 

高雄市立小港病院での研修は、医師のみならず当院のすべての職種において、当院の、

日本の医療が本当に世界標準なのかを考える良い機会になる。この交流を継続させて、

多くの職種が海外の医療を垣間見る機会を保っていくことは、当院にとっても利益が大

きいと考えられる。 

 高雄市立小港病院院長からは、今後学生や研修医も相互に交流する機会を持ちたい、

とのお考えを伺った。医療に携わる早い段階でこのような海外交流の機会を得ることは、

その後の診療に対する姿勢や世界における自分の立ち位置を考える上でも非常に貴重で

あると考えられる。今回の研修の結果が、今後の交流の発展に寄与することを希望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ その他（次年度以降の実施に，何か参考となる事項・資料があれば記入又は添付 

願います。） 

 高雄市立小港病院では、大学で日本語を専攻し、日本に 1 年留学経験もある大学生を

すべての日程で複数人配置してくれたため、まったく意思疎通ができなくて困ってしま

う、という場面はなかった。ただ、先方の学生さんの日本語がいくら流暢でも、医学用

語となると通訳が難しくなってしまう場面が多かったことと、通訳の語学力に差があり、

誤訳や省略などで十分にお互いの意図が伝わらない場面があったことなどから、先方と

スムーズにコミュニケーションをとるために、かつより深く先方の実情を知るために、

多少なりとも英語ができた方が都合は良かった。次回からの研修生は、できれば片言で

も英語が話せる方が研修生本人のストレスがなく、当方としての収穫も大きいと考えら

れる。 
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高雄市立小港病院研修報告

信州大学医学部附属病院 集中治療部

清水 彩里

2017年12月15日～12月22日

台湾・高雄市に2017年に開業したばかりのLight Rail Transit

9



台湾

 台湾の面積≒九州くらい

 台湾の人口：約2,355万人

 高雄の人口：約278万人

 現在の総統は蔡英文

地図以外：外務省HPより抜粋 2017.12.27.アクセス
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/data.html

与那国島から西へ約110km
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すっかり歓迎していただきました
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今回見学した主な部署

 集中治療室（内科ICU 10床、外科ICU 10床）

 救急外来

 呼吸ケア病棟

 手術室

このほか、外来診療、薬剤部、栄養科、リハビリ科など

ありとあらゆるところを見学しました

わずか4日間とは思えない充実度でした
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まずは病院やシステムのオリエンテーション

院長（外科）
副院長（神経内科）

副院長（整形外科）

通訳の学生さん
（大学生）
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高雄市立小港病院のベッド数
病床名 病床数

一般病棟 331

ICU 20

陰圧隔離病室 4

NICU 10

新生児室 10

ERベッド（非入院） 30

血液透析用ベッド 58

リハビリテーション 7

慢性呼吸器病棟 16

精神科 40

高雄市立小港病院紹介冊子より抜粋
14



医療品質管理（1）

 台湾では政府によって医療の質が管理されている

（Taiwan Clinical Performance Indicator=TCPI、Taiwan 

Healthcare Indicator Series=THIS）
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医療品質管理（2）

 救急、癌診療、手術などさまざまな部門に品質管理項目

が存在し、外部の調査団体が評価を行う

 ペナルティはないが、データは公表され、他院のデータと

比較が可能

例えば、ICUでは

①気管チューブ挿入とVAP発生

②尿道カテーテル挿入とCAUTI

③ CVC挿入中のCRBSI

の3項目について、毎月データ報告が必要16



インシデントレポート報告

 Taiwan Patient Safety Reporting system

 インターネットによるインシデントの通報を採用している

 自主的な通報を促す目的で、また問題を隠蔽してしまわ

ないようにするため、24時間以内に正確な通報を行った

通報者には奨励金（200元≒800円弱）の報奨金が与え

られる

 通報内容は医療安全委員会の管理のもと病院幹部が

分析し、現場にフィードバックする

17



その他の医療品質向上への取り組み
① Shared Decision Making

 医療に関して意思決定が必要になった際、「本人にとっ

て」ベストの選択ができるようにする方法

 「聞いていない」「納得ができない」といったことがないよ

うにすることを目的とした取り組み

台湾政府による

強制力あり

18



多職種連携

 多職種がスムーズに連携することは

医療品質向上のために必要と考え

られている

 行政によるチェックも行われている

 多職種カンファレンス開催

 多職種による回診

 職種間で意見が違う場合には、ディ

スカッションを行って方針を決定する

文化がある
19



ICU
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ICU

 外科系ICU 10床、内科系ICU 10床

 外科系ICUは外傷（労働従事中の事故、交通外傷）、消

化器外科術後など

 内科系ICUは肺炎、ACS、肝不全、うっ血性心不全、敗

血症など多岐にわたる

21



内科ICUのスタッフ

職種 人員

主担当医 2人

レジデント 毎月1人

ICU専門看護師 1人

看護師 22.5人

コメディカル 呼吸療法士、薬剤師、
栄養士各1人

事務員 1.5人

・Aライン確保はナースの仕事

・3年に1回ACLSを更新すること

がICU勤務の条件

・看護体制は2～3：1

・ライセンスあり、DrのCo-signが

あれば薬のオーダーもできる

・ECMO・CRRT・SLEDの管理など

を行う

・勤務は日中のみ

・毎朝ICUのDrと共に回診を

行って情報収集する22



ICUの回診風景

ICU専従医

レジデント

栄養士
薬剤師

毎朝ICU専従医が中心となって回診を行い、関係するコメディカルと情報を共有する
23



合理的なシステム

誰が見ても一目でわかる！カテーテル関連感染症や人工呼吸器関連肺炎に関連する

重要な情報について、スタッフ間で確実に情報を共有する工夫がなされている
24



患者・家族とのコミュニケーション

面会時間は1日2回、各30分ずつのみ
面会時間にはDrはすべての患者のベッドサイドに行って、日々家族に状況を説明する
忙しくて行けない場合には必ず代理の説明Drを立てる
より詳しい説明を聞きたい家族はアポイントメントをとる

ICU専従医

レジデント

ご家族
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実は呼吸ケア病棟で
現役で活躍中・・・

やや古めの機械たち

やたらでっかい
個人用透析装置

撮影していたら「これは
今ICUでは使っていない
んです！」と必死に弁解
された人工呼吸器

ものすごく立派な装置に
見えるただの心電図計

しかし、医療内容は最新のevidenceをきちんと取り入れており、かつ総じて合理的26



救急外来
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ER

蘇生室

外科

内科

小児科

患者さんは受付で内科、外科、小児科、蘇生室の

4部屋に振り分けられる

28



救急外来における患者からの暴力対策

警察代表→

院長先生
↓

←司法代表

ERにおける患者や家族からの暴力が問題になっている

毎日警察官が巡回しにくる

院内の警備室をERの隣に設置して、警備員を常駐させている

ER入口の立て看板

警察、司法を味方にしている

院長先生の図
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ER専用シャワールーム

小港地区は重工業が盛んな地区なので、化学薬品汚染患者に対応するために、

患者がERに入る前に薬品を落とすためのシャワールームが設置されている

入口

洗ったらERへ直行

スタッフ向け防護服
着用説明ポスター
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手術室

手術室
師長さん
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OR

・手術室は日本とほぼ同じ

・当院にPACU(Postanesthesia Care Unit)がないことを伝えたところ質問攻めに遭いました

・呼吸器内科が外来患者に気管支鏡を行う際の鎮静（所謂Monitored Anesthesia Care）を

2016年から開始したそうです（写真なし）

PACUOR

32



ERからOR、ICUへの動線

ICU

O

R

ER

ER専用エレベータで手術室のドアの5m手前に出る

PACUを出たら外科ICUのドアが目の前にある

動線もよく考えられています33



Respiratory Care Ward

 21日以上人工呼吸器依存状態で自宅に帰れない患者が

対象

 最大13床、他院からの患者も受け入れている

 1日2回呼吸器ケアチームが回診する

 1週間に1回呼吸器ウィニングにトライする（離脱率2.7%）

 ちなみにICUでは1回1回呼吸器

離脱の可否をルーチンで評価

あまりの合理性に少し戸惑いつつも
割り切りの良さに感心してしまいました 34



教育

MRT 美麗島駅
35



患者教育

これでもかとばかりに廊下に張り出されている患者さん向けポスター

台湾でも生活習慣病が問題になっており、患者教育に力を入れています36



外来患者の教育

外来患者向け成人病教育コース

「脂質代謝異常とは何か？」

「外食をするときに気を付けるべきことは？」

「糖尿病患者の自己管理法」

「運動療法について」などなど、患者さんの興味をそそりそうな教育プログラムが目白押し37



患者教育

病院玄関吹き抜けに外来患者さん用運動施設！！

これも院長先生のアイデアのようです( ﾟДﾟ)

正面玄関
38



医療従事者の教育

「防護服の着方」トレーニング
定期的に行っているそうです

レジデント教育の場としてのケースカンファレンス
アテンディングから教育的な質問が飛びます

スタッフが通る階段の踊り場の
壁全てに「手洗いの方法」
「手指衛生を行うタイミング」等

39



医療従事者の教育

コードチームのCPRトレーニング。患者が倒れた場所によって駆けつける医師が決まっている。
タイム測定（何分でチームメンバーがかけつけるか）、内容チェック、振り返りカンファまで
セットで定期的に行うそうです

チームリーダー
↓

第一発見者

ICU Ns

↓

患者さんや家族が往来する
一般病棟のど真ん中でいきなり
シミュレーション開始！

内容をチェックする
ICU師長
↓
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薬剤部

＊クリーンベンチのない施設ではTPNを調合してはいけない、
と決まっているそうです（その場合はプレフィルドのみ使用可能）

41



薬剤部～業務を「改善」する取り組み～

 処方間違いを防ぐための環境改善

処方箋の文字は大きく読みやすく!

投与量の書き方も間違えにくいように工夫
42



薬剤部～業務を「改善」する取り組み～

 処方間違いを防ぐための環境改善

長時間立っていても足が疲れにくいマット

よく処方される薬は

手の届きやすい高さ

に配置

必要十分な明るさの

照明

室温・湿度・二酸化炭素濃度まで
快適に仕事できる状態に管理している

43



薬剤部～業務を「改善」する取り組み～

 つか

その日の体調を示すバッジ（緑・黄・赤）

お互いの調子を思いやりながら協調して

仕事をします

黄：ちょっと調子が悪い

緑：調子が良い

疲れたらいつでも小休止がとれる

リフレッシュコーナー（調剤室内）

「疲労はミスの元」との考えをスタッフ全員で

共有し、疲れにくく集中できるような方法を

いくつも考えている
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薬剤部～患者さんの「間違い」をなくす取り組み～

←薬を半分に割る道具

拡大鏡とセットで高齢の患者さんに無料で配布される

イラストや点字を用いた飲み方の説明→

朝・昼・夕・眠前

食中・食後

点眼・点鼻など

すべてシールになっていて必要に応じて

処方箋袋に張ってもらえる

すべて薬剤部スタッフの「改善」アイデア！
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サプライズ！患者さんによる嚥下訓練実演

右半身不全麻痺がある患者さんとSTの先生による嚥下訓練の実演も見せていただきました

患者さんが訓練に使うおかゆはご家族が自宅から持参していました

ご家族

ご家族

STの先生

患者さん
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台湾における女性の社会進出

 まｔ

町の中には至る所に朝食を

売る店があります

台湾の女性はほとんど朝食を

自宅で作ることはないのだとか

日本の出生率は1.45（2015年）ですが

台湾の出生率は1.18（同上）（内閣府HPより）
2005年には
過去最低の
0.895を記録

現在の総統も独身女性です

日本より女性の社会進出は

進んでいるようです
47



台湾実業家許文龍氏が作った奇美美術館

小港病院前にて

院長先生より修了証頂きました
48



今後ともこの交流が継続され、双方にとって発展的であることを期待します
49



様式３ 

平成２９年度 台湾高雄市立小港病院研修報告書 
 

１ 所属・職名  ICU 看護師 

２ 氏    名 井出 ともみ 

３ 研 修 期 間  平成 29年 12月 18日（月）～ 12月 21日（木） 

４ 研修概要 

【概要説明】 

小港病院概要、看護部概要、小港病院でのリスクマネジメント・医療品質向上・感染管

理について、ICU・ER・手術・薬剤部オリエンテーション、小港病院の栄養管理につい

て 

【施設、業務、処置見学】 

ICU見学・看護業務（朝の全体申し送り、患者毎の申し送り、検温） 

ICU病棟回診見学・ICUの面会時間、制限について、面会の様子の見学 

手術室、リカバリー室、ER、一般病棟（呼吸器病棟、内科病棟）見学 

外来部門（外来待合室、患者相談室、内視鏡室）、薬剤部見学、嚥下訓練見学 

鎮静下気管支鏡検査、外来での気管切開チューブ交換見学 

【カンファレンス・講義】 

呼吸器疾患部門症例検討会・吸入療法についてのランチョンセミナー参加 

高尾市区域病院重症シンポジウム参加 

ホスピスについてのランチョンセミナー参加 

５ 研修後の所感 

今回この研修に参加して、小港病院全体で私達を受け入れてくれているような雰囲気を

感じ、とても充実した研修になった。国際交流に関しての事務部門があり、そこで様々

な手配をしており、より円滑にスケジュールが進められていたと感じた。 

病院内には、至るところに受賞した賞や、病院の方針、患者に対しての指導などが提示

されており、何に力を入れているかが来院した人に分かるようになっており、病院のア

ピールをするという点で、効果的だと思った。 

また、感染対策の空港医療常駐サービスの実施をしており、院内での職員の体温測定や、

院内職員向けの感染防御服着用の訓練を行なっていて、国際空港に一番近い病院という

特色を良く捉えて役割を遂行していた。 

様々な点で、小港病院のコアバリューの一つでもあるパフォーマンス向上のための効率

性と、合理性がよく考えられていると思った。例えば、清掃業者が終了後に清掃がしっ

かりできているかどうかチェックを行う仕組み、手術後のリカバリー室、薬剤部の高齢

患者を対象にした薬袋の工夫などである。また、病院のインシデント対策、医療品質向

上への取り組みとして、PDCA、RCA、TRM、LEANなどといった手法での分析、業務改善な

ど行なっており、特に、TRM（Team Resource Management）の一環の院内急変シミュレー

ションでは、急変に不慣れな医師、病棟看護師を対象に、チームでの行動を重視してシ

ミュレーション、その後の検討会を行なっており、とても効果的な訓練だと思った。 

様々な規準や、医療品質向上についての目標は、台湾政府から決められていることが多

く、必要なことは国際、国内規準に合わせて行われていた。 
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６ 今後の業務へ期待できる成果等 

実際に見学したことで、ハード面で参考にしたい部分がいくつかあった。ベッドサイド

の BVMの設置位置や、CVCBundle が書かれているチェック用紙（CV 挿入の際に全てチェ

ックできるようになっている）、感染（呼吸器関連肺炎、血流感染、尿路感染）を起こさ

ないためのルート交換などの目印など、自部署でもよりわかりやすく、使いやすくなる

よう環境整備やチェック機構の見直しを行いたい。 

また、小港病院 ICUでのウォーキングカンファレンスでは、医師が中心となり、看護師、

専門看護師、呼吸療法師、栄養師、薬剤師など多職種でのカンファレンスを毎日行なっ

ており、患者の治療方針などについて相談していた。当院の ICU でも毎朝、看護師とリ

ーダー看護師、ICU教官で同様の内容のウォーキングカンファレンスを実施しているが、

日勤開始後すぐに実施するため、忙しい時間と重なってしまっている。さらに効果的に、

効率的にカンファレンスを行うためにも、開催時間の見直し、カンファレンス内容の見

直しを提案する。  

ICU で採用となると、新人に対して ICU のトレーニングを 3 ヶ月、トレーニングのテス

ト、その後、プリセプターと共に 1年間学びながら働くという教育方法がとられていた。

また、ACLSの取得、更新も必須であった。ICUでは、より専門的な知識・技術が必要に

なるため、プロフェッショナルとして働くための教育計画となっていると思った。当院

ICUでも、看護師のレベル、質の向上のために、ICU内での教育について考え、教育する

立場の一員として役割遂行しようと思う。 

上記のことも踏まえ、台湾で学んだこと、見学してきたことを病棟内で発表する予定で

ある。 

７ 今回の研修の成果を信大病院の国際化にどのように活用したいか 

多国籍ではない日本では特に、まず自分達が国際交流に関して意識を持たなければいけ

ないと思った。夏に小港病院からの研修生が来た際は、ICU での研修もしていたが、あ

まり関わることができなかったため、次回は積極的に関わりを持ちたい。また、当院で

は、教育病院として、海外からの留学生を受け入れている場合も多い。医学部や医局な

どの受け入れ先では交流があると思うが、病院内での国際交流として、そのような留学

生との交流の場を持つ機会があれば良いと思った。また、今回のように渡航して直接交

流を持てる機会が頻繁にあれば素晴らしいが、そうでなくても、例えば提携の病院同士

でインターネットビデオチャットなどを利用して、カンファレンスや業務で工夫してい

ることなどの情報交換も可能ではないかと思う。そのような関わりの機会を多くしてい

けば、国際化についての意識も高まるのではないか。 

小港病院では、医師のカルテは主に英語で書かれており、看護カルテは中国語であった

が、看護師も医師のカルテを読んでいるため、主な専門用語は英語での理解もできてい

た。今後、海外からも職員を迎えるためには、世界共通の言語である英語での専門用語

を理解できるようになった方が、より円滑なコミュニケーションがとれるかもしれない。

また、空気を読む、言わずに察する文化のある日本文化では難しいこともあるため、業

務の細かいマニュアル整備なども必要となってくる。台湾では、普段の洗髪を理髪店で

行う文化があり、病院でも洗髪は業者に依頼して行なっているとのことだった。そのよ

うな文化の違いにより、ケアの内容が異なる場合もあるため、自分達の国の文化や習慣

をよく知るということも大切なことだと思う。 
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８ その他（次年度以降の実施に，何か参考となる事項・資料があれば記入又は添付 

願います。） 

研修中は通訳がついてくれていたが、医療専門用語の通訳は難しい部分があった。小港

病院の何人かは英語が話せ、医師のカルテは英語の部分が多かったため、英語でのコミ

ュニケーションの方がスムーズに進んだ。そのため、中国語、もしくは英語（主に医療

用語）を理解できる方がより良い。 

様々な職種や、経験年数の医療者が研修に行くことで、多様な目で観て感じ、学びが深

まると思う。医療設備という点では、当院の方が最新の機器を利用しているため、その

他での学びを目的にした方が良いと思われる。 

今回の研修では、事前に私達の希望することを、小港病院で可能がどうか判断し、スケ

ジュールを組んでくれたので、募集の際に、そのことも応募者に伝えた方が、より具体

的に学びたいことを考えられると思った。 
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2017．12．18〜12．21

井出 ともみ 信州大学医学部附属病院看護部

小港病院研修報告

53



2.Purpose

•Difference between Taiwan 
and Japan/小港 and 信州

•Observation of Nursing 
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3.Result

ICU 前にて
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Efficiency 
and 
Effectiveness
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DNARが確認できた患者は、カル
テを開くと一覧画面ですぐ分かる
ようになっており、分かりやすい。

57



ICU内のベッドサイドには、BVMがす
ぐ使用できるように組み立てて設置
してあり、直ちに使用できるように
なっている。
立てて設置してあることで、使用し
やすくなっている。
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人工呼吸器離脱のプロトコールに沿って
数値をチェックし、医師、または呼吸療法
士が診てサインした後、次の段階に進む。
抜管し、人工呼吸器を離脱した後は、呼
吸療法士の指示で酸素投与、その後の呼
吸訓練を行う。
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吸入薬についてのランチョンセミナー

その他にも、様々なカンファレンスや
職員に向けての勉強会も昼の時間に
多く行われていた。
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外来受診の際は、予約してあれば、IDカード
を機械に挿入すれば手続きができる。

“Effectiveness＝パフォーマンス向上”は
小港病院で特に力を入れているコアバリューのうちの一つでもある。

他には、“Cooperation＝チームワーク”
“Accountability=責任・義務” “Reverence=尊重” がある。
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Education

62



感染防護服着用訓練
感染認定看護師が評価。
全職員必須となっている。
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急変シュミレーション
医師、病棟看護師でチームとなり実施。
チームとしての動きを評価し、実施後に検討会
を行う。
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外来では患者のための指導教
室があり、院内にも様々な病
気に関しての知識、指導につ
いてのポスター提示がある。

外来玄関の2階にある、
通院患者のためのバイクマ
シーン。
患者同士でやる気を引き出す。
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Team work
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TRM(Team Resource Management) という、
チーム医療を発揮し、問題を解決する方法。
急変シュミレーションもTRMの一つ。
その他にも、PDCA、RCA、LEAN、HFMEAな
どで分析を行い、医療品質向上、患者の安
全のための取り組みを行なっていた。

職員の積極的な参加を促し、点数化。
昇給、昇進にも反映。
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コードブルーの放送がある
と、コードチームドクター
とナースが救急バックを
持って駆けつける。
コードチームのナースは、
ERとICUナースで編成され、
エリアを分けて、どちらが
駆けつけるか決めている。

68



ICUでのウォーキングカンファレンス
毎日、全患者対象に行う。
医師、看護師、薬剤師、栄養士、呼
吸療法士、専科看護師などが参加し、
医師が中心となり、患者さんのケア
プランについて相談している。
多職種で同じ時間に集まり、患者さ
んの治療やケアについてタイムリー
に話し合う時間を持つ。
ICUだけでなく、多職種での症例検討
会（それぞれの職種からのアプロー
チを発表）が定期的に行われている。
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Taiwan and Japan
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家族用のDNAR承諾の承諾書
台湾では、日本と同様、家族が患者
の治療方針ついて決定する場合も多
く、そのため患者用と家族用のDNAR
の承諾書がある。
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Enjoy working and 
Motivation
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より良い看護師休憩室にするため、スタッフ
みんなで協力して休憩室を模様替え。
当院のERを見学して取り組んだそうです。
取り組みの結果は院内研究として発表。
忙しい中でも、居心地のいい休憩室でより仕事
に邁進できる。
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職員旅行
病院からの援助もあり、国外、国内旅
行を推奨。
リフレッシュになり、国際化への興味
にも繋がる。
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非常感谢

送別会にて
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学術集会にて 研修成果発表会後
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Thank you  for your attention!

冬の乗鞍高原
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様式３ 

平成２９年度 台湾高雄市立小港病院研修報告書 
 

１ 所属・職名  東４階病棟  看護師 

２ 氏    名 廣田 美穂 

３ 研 修 期 間  平成２９年１２月１５日（金）～１２月２２日（金） 

４ 研修概要 

◎全体研修 

＊小港病院の紹介 

＊看護部について 

・組織図の説明 

＊医療品質と患者の安全 

 ・医療品質と患者の安全を推進するフレームワーク 

 ・品質指標管理 

 ・異常事件管理 

 ・多元的品質管理 

 ・雰囲気管理、文化形成 

 ・臨床への応用と成果 

＊感染管理対策の経験 

 ・小港医院感染管理室の組織構造 

 ・医療機関が協力する感染管理措置 

＊高雄区区域医院重症シンポジウム 

＊呼吸器疾患部門間共同診断会議 

＊講演会【機械換気におけるエアロゾル療法の役割】 

＊スタッフを対象としたＢＬＳ訓練の見学 

 

◎個別研修 

＊小児科病棟オリエンテーション 

 ・小児科病棟の概要 

→対象年齢、対象疾患、看護体制、日勤業務内容、病棟ルール、家族の付き添い、 

   プレパレーションなど 

 ・病棟、病室内見学 

＊日勤業務の見学 

 ・申し送り～検温 

 ・医師の回診 

＊小児の安全管理 

 ・転倒転落の発生件数、予防策について 

＊注射管理（採血、点滴） 

 ・点滴の固定方法（小児の末梢ルート）について意見交換、実践 

＊内服管理 

＊レクリエーションへの参加（ボランティアによる歌、お菓子のプレゼント） 

＊看護学生による患児を対象とした学習会の見学 

＊ＣＮＵ見学 

 ・哺乳、体位変換の実践 
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５ 研修後の所感 

 私は英語が苦手です。それでも今回海外研修に参加した最大の目的は、異文化対応能

力を少しずつ身につけたい、また外国人患者の受け入れや業務の改善・向上を図る上で、

海外の医療・療養環境の現状や看護師の在り方を学びたいという思いからであった。 

 自分が育った環境以外の文化に触れる国際交流では、共通する言語はコミュニケーシ

ョンを図る上で大切なツールとなる。しかし、研修を終えた今、人間のミュニケーショ

ンツールは言語だけではないということを実感している。非言語的コミュニケーション、

例えば振る舞いや表情、声のトーンなど私たちは様々な能力を駆使して他者と通じ合う

ことができる。もちろん共通言語を用いればコミュニケーションはよりスムーズに図れ

るが、国際交流では、「交流したい」という気持ちや積極性が最も大切なことではないか

と私は考える。 

 今回一週間という短い期間ではあったが、異文化での研修・生活体験を通して多くの

ことを学び、充実した日々を過ごすことができた。同時に、私たちが日頃、急性期病院

としての安全で確実な質の高い看護技術、また患者さんが在宅でその人らしい生活を送

れるよう、退院後の生活を意識して看護ケアを提供していることを再確認する機会にも

なった。 

 小港病院の取り組みや小児科の療養環境、看護ケアなど今回の学びをスタッフと共有

し、業務改善や向上を図る上で参考にしていきたいと思う。そして、今後も信大病院と

小港病院双方が国際交流を通して学び合い、高め合っていけたらいいなと思っている。 

 

６ 今後の業務へ期待できる成果等 

 今回、特に印象深かった小児の療養環境と急変時の対応に重点を置き、以下に述べた

いと思う。 

 子どもにとって病院での治療経験は、心身へのストレスがとても大きく、子どもは大

人に比べて周辺環境の影響をとても受けやすいといわれている。そのため、小児の療養

環境では、子どもの成長発達に目を向けた環境であることが重要だと考える。 

 小港病院小児科の病棟内の壁には、伝統的な童話の他に火傷をした時の対処方法が、

とてもかわいく明るい色づかいで描かれていた。また、処置室や休憩室も同様で、まる

でテーマパークのようであり、一瞬病院であることを忘れてしまうかのような環境であ

った。開院した当初に看護師と医師が協力して描いたそうで、限られた予算と人材でこ

こまでの環境作りができるのかと衝撃を受けた。今後、当院でも充実した治療環境はも

ちろんのこと、子どもたちが安心して治療を受けることができるよう、看護師・医師・

院内学級・保育士などの専門家が連携し、それぞれの子どもたちに最適な療養環境作り

を目指していきたいと思う。現在、具体的な案は検討中であるが、小児科・婦人科の混

合病棟から 4 月には小児科単科になるため、療養環境を整える大きな機会となる。積極

的に意見を述べ中心となって活動していき、研修の成果としてつなげられるよう取り組

んでいきたいと思っている。 

急変時の対応においては、研修の一つにスタッフを対象としたＢＬＳ訓練の見学があ

った。実際にコードブルーの放送がかかり、面会者がいる廊下で実施された。たった５

分程度の短い時間ではあったが、起こり得る場面でのより実践に近い訓練であり、定期

的に実施（ＢＬＳ訓練は年に数回開催している）することで確実な知識・技術として身

についていくのだと感じた。机上での勉強会が多い中、今後このような方法の訓練を病

棟でも取り入れていくことで、私を含めスタッフの看護ケアの向上や自信につなげてい

きたいと思う。 

 最後に、小港病院のスタッフは、皆明るく生き生きと働いている姿が印象的であった。

患者さんや家族、スタッフに対して笑顔が伝染されるよう「他人は自分を映す鏡」であ

ることを念頭におき、今後も看護師として成長していける自分でありたいと思う。 
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７ 今回の研修の成果を信大病院の国際化にどのように活用したいか 

 信大病院小児科では、相澤病院と治療連携協定を締結し、小児腫瘍の陽子線治療を行

っている。これまで、3名の中国人患者を受け入れてきたが、通訳を介したり翻訳アプリ

を使用し、患者さんと家族が安心して療養できるようコミュニケーションを図ってきた。 

 近年、世界では急速にグローバル化が進んでおり、加えて東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が開催されることになっていることから、この先訪日外国人がさらに

増えることは容易に想像できる。日本語が話せない外国人が安心して医療サービスを受

けることができる体制作りの一つとして、英語及び中国語の病棟のしおりや小児科では

転倒転落が非常に多いことから注意を促す説明書などのマニュアルを作成し、運用して

いきたいと考えている。 

 今回、国際交流の一つとして行われた食事会や研修に参加する機会をいただき、貴重

な経験ができたことを大変嬉しく思っている。この先、信大病院の国際化だけでなく、

国際社会に貢献できるよう、私自身英語コミュニケーション力を向上させる必要がある。

広い視野で物事を捉え、様々な異文化に触れることで理解を深め、積極性を持って交流

の場に参加していきたいと思う。そして、今回の学びを含め「日本人」と「外国人」で

はなく、国境の壁を越えた「人」と「人」が触れ合う楽しさをスタッフに伝えていくこ

とが私の役割だと考える。 
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台湾高雄市立
小港病院研修報告

信州大学医学部附属病院

廣田 美穂
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台湾高雄市立小港病院

1998年11月開院

病床数：496床
スタッフ：965人
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看護体制

信州大学病院
（707床）

高雄市立小港病院
（496床）

看護体制 特定機能病院入院基本料
７：１看護配置

１０.５：1看護配置
※昼夜の平均値

看護方式 総リーダーを配置した固定
チーム継続受け持ち制

固定チーム制

勤務形態 病棟毎に二交代制、三交代制
を取り入れている

全病棟三交代制

小児科

24床（小児外科、NICU、
GCＵを除く）
新生児から18歳（例外あ
り）まで

40床
4ケ月から18歳未満まで
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療養環境

子どもの発育・成長に視点をおいた
環境であることが重要！

＊子どもにとって病院での治療経験は
心身への負荷が大きい。

＊子どもは大人に比べて、周辺環境の
影響を受けやすい。
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病棟内の廊下

伝統的な童話

火傷をした時の
対処方法
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処置室の壁一面にか
わいい壁紙が貼って
ある。
部屋全体がとても明
るい。

休憩室及び会議室の
部屋の壁紙も子ども
向けに変更している。
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信州大学病院 小児科
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プレパレーション

プレパレーションとは．．．

子どもにわかるように検査や治療の大

切さを説明し、不安な気持ちや恐怖心

を和らげ、子どもなりの心の準備を支

えること。

なぜプレパレーションが必要なのでしょうか？
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プレパレーションが必要なのか．．．

子どもの理解は大人の理解とは異なるた

め、言葉で説明されただけでは理解する

ことができない。

なぜ

適切な方法で説明を受けた場合．．．

治療や処置の必要性を理解し、
自分なりに状況を受け止め、
自分なりの納得の仕方で

治療や処置を受けることができる！89
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安全管理

ポスターの掲示
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転倒転落リスクが高い子ども

・リストバンドに上記の
シールを貼る。

・カルテに表示

転倒転落が減少するよう注意を促している！92



点滴・内服管理

ダブルチェックと直前確認で
インシデントを防ごう

準備 配薬直前
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点滴ルートの固定方法

実践をしながら意見交換
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病棟行事♪
・週に1回、本の読み聞かせ

・ボランティアによる歌やお菓子
のプレゼント

・月に1回、子どもたちに向けた
学習会の開催。
→看護学生が中心となって実施
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学習会の様子

テーマ：喘息発作
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…非常感謝…

各位熱烈歡迎我感到高興
每天都過得充實又開心
我也期待跟大家再次見面
萬分感謝
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