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ご  挨  拶 

 

 

日本医療機能評価機構の事業の推進につきましては、日頃から何かとご理解とご協

力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、先般お受けいただきました病院機能評価について、審査結果報告書がまとま

りましたので、ここにお届け申し上げます。報告書の取りまとめにつきましては十分

に配慮したつもりですが、不明の点、あるいはご意見・ご要望などがありました場合

は、文書にて当機構評価事業部までお問い合わせください。 

当機構の病院機能評価事業は、評価によって明らかになった問題を改善することに

よって、医療サービスの質の向上を図ることを第一の目的としております。本報告書

が貴院の業務の改善と患者サービスの向上の一助になることを願っております。 

 

今後とも、事業の運営につきまして宜しくご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 

 

 

公益財団法人日本医療機能評価機構 

代表理事 理事長  井 原  哲 夫 
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審査結果報告書について 

 

１．報告書の構成 

□ご挨拶 

□審査結果報告書について（構成と読み方の説明） 

□総括 

□評価判定結果 

 

２．報告書の内容 

（１）総括 

病院の地域における役割や性格を踏まえたうえで、病院全体の総合的な所見

を述べています。 

大項目間の評価結果の相対的なバランスについて指摘すべきことがある場

合には、その点についても記述してあります。 

 

（２）評価判定結果 

中項目（調査票の中で２ケタの番号がついている項目）および小項目（調査

票の中で３ケタの番号がついている項目）の各評価項目の最終的な評価結果を

示したものです。 

中項目は５段階評価で行われ、報告書の中では１から５の数字で表記しまし

た。数字が大きいほど評価が高かったことになります。 

小項目評価は３段階評価で行われ、「a」「b」「c」で表記しました。 

評価結果の ＮＡ は、対象となった病院の機能に照らして当該評価項目で求

めている機能を有さないことが妥当であると判断される場合に付されるもの

です。Ｎｏｔ Ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ（非該当）の略です。 

中項目、小項目には評価所見が付されていますが、中項目における評点「４」

「３」および小項目における判定「a」については、特記すべき事項がない場

合は、所見が記載されていない場合があります。 
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中項目および小項目の評価結果の解釈はおおむね以下の通りです。 

＜中項目＞ 
 

 ５：極めて適切に行われている／極めて適切な形で存在する／極めて積極的に行われている 

 ４：適切に行われている／適切な形で存在する／積極的に行われている 

 ３：中間 

 ２：適切さにやや欠ける／存在するが適切さに欠ける／行われているが消極的である 

 １：適切でない／存在しない／行われていない 
 

 

＜小項目＞ 
 

 ａ：適切に行われている／適切な形で存在する／積極的に行われている 

 ｂ：中間 

 ｃ：適切でない／存在しない／行われていない 
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総括 
貴院は、回復期リハビリテーション病棟の制度ができる以前より地域にリハビリテ

ーション医療を提供してきた伝統あるリハビリテーション病院である。また、病院機

能評価にも早くから取り組まれており、外部からの視点も踏まえて業務改善が継続さ

れてきている。地域に必要な医療、リハビリテーションのニーズに答えて地域に貢献

することで、職員が自信を持って仕事に取り組める病院であるよう努力がなされてい

る。地域からも信頼され、行政との連携も深め、地域に欠かせない施設となっており、

リハビリテーション専門病院としてさらなる機能の充実が期待される。 

 

 

Rh.1 リハビリテーションに関する理念・基本方針と地域における役割 

伝統あるリハビリテーション病院として、地域に貢献することを明確にした理念や

基本方針を定めており、職員・患者への周知に努めている。地域からの患者を受け入

れ、関連施設との連携を通して、在宅まで包括した地域の患者に対応する仕組みが、

構築されつつあり、先進的な取り組みと思われ、今後の成果が期待される。地域リハ

ビリテーション広域支援センター、高次脳機能障害支援センターとして、地域のリハ

ビリテーションの水準を上げるための取り組みもなされ、指定されても十分な活動が

できていない施設もあるなかで実質的に機能しており評価できる。 

 

Rh.2 回復期リハビリテーションの提供体制の確立 

法人全体のリハビリテーション組織と回復期リハビリテーション病棟の中での組

織をマトリックス構造として運営しやすい形態が工夫されている。回復期リハビリテ

ーション病棟を担当する責任者として療法士・看護師の役割分担がうまく行われてい

るが、リハビリテーション部門、回復期リハビリテーション病棟部門を統括する医師

の役割がやや不明瞭に見受けられた。地域のリハビリテーションを担う病院としては、

医師の専門性を高めることがさらなる機能向上のためには有効と思われた。リハビリ

テーションに必要な施設・設備は概ね良好に整備されているが、回復期リハビリテー

ション病棟入院料１を申請し、重症患者が増える中で、訓練室でのモニターやパイピ

ングなどの充実が今後必要になると思われる。 

 

Rh.3 回復期リハビリテーション機能の発揮 

病棟での会議は適切に機能しており、現場での課題が病院中枢部に適切に伝わる仕

組みができている。カンファレンスは適宜行われ、定期的なカンファレンス以外にも、

担当者による打ち合わせが行われており、チームとしての機能を発揮している。リハ

ビリテーションに必要な診療科については非常勤医師を確保するなど、原疾患・合併
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症についての医学的管理が継続できるように配慮されている。記録については診療録

の一元化に努力がなされ、連絡箋を併用するなど情報の共有にも努力がなされている。

サマリーは地域連携に用いることができるレベルで適切に書かれている。医師の診療

録に対して監査が行われているが、フィードバックができていない点については、今

後の取り組みを望みたい。また、リハビリテーション専門病院としては、障害評価や

機能予後についての記載がやや足りないとの印象を受けたので、一層の充実を期待し

たい。 

 

Rh.4 回復期リハビリテーションの質改善と安全確保に向けた取り組み 

職員の教育・研修への取り組みは、新人教育も含め適切に行われている。病院全体

として職員の能力向上に向けた意識の高さが窺われ、また病院幹部もそれに応える形

で資源を投入しており適切である。リハビリテーション科専門医の配置がないが専門

医取得についても積極的な支援が望まれる。地域のリハビリテーションを担う病院と

しては、医師についてリハビリテーション病棟の医師としての専門性を充実されたい。

医療安全への取り組みは、おおむね適切であり、転倒・転落のインシデントが転倒シ

ートにより分析され、対策が立てられていることは評価される。リハビリテーション

病棟入院料１を取っており、重症患者が増えてくる状況に応じた今後の安全対策の充

実を期待したい。データ収集については病棟管理システムで FIM などの統計がとられ

ており、業務分析も行われている。今後は、リハビリテーションの質向上に向けた活

動を、病院としてさらに継続して行えるような仕組みを確立していくことが望まれる。 

 

Rh.5 回復期リハビリテーション対象患者への適切な対応（ケアプロセス） 

他院からの回復期リハビリテーション病棟への患者の受け入れについては担当の

部署が決まっており多職種で決定している。受け入れ困難例の扱いについても一定の

基準があり、十分な説明もなされている。入院後の最初のカンファレンスは入院当日

に多職種にて実施され情報やリスクの共有を行っている。入院後も定期的にカンファ

レンスにより評価がなされ、その結果に基づき看護計画や治療計画の見直しが適切に

行われている。患者・家族のカンファレンスへの参加の機会がさらに増えると、患者

も含めたチームとしての医療の質が向上すると思われ今後の取り組みを期待したい。 

リハビリテーションにおけるリーダーとして医師がカンファレンスをリードし、患

者への説明などチーム医療の要としての役割を果たしているが、地域のリハビリテー

ションを担う病院のリハビリテーション医として病棟のみならず、院外でもリーダー

シップを発揮できるべく、専門医資格の取得も含めさらに積極的な姿勢が望まれる。

医師の診療記録としてのカルテ記載については、必ずしも十分に網羅されているとは

いえない。また高次脳機能障害への取り組みや心理的評価については必ずしも十分と

はいえず、さらに治療経過に伴う定量的な改善の効果判定がカルテからひろえるよう
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な努力も望まれ、それらの充実に向けたリハビリテーション医としての専門性の向上

を期待したい。定期的評価や治療計画については多職種による情報共有が図られ、退

院計画にも適切に反映されている。さらに退院前訪問も積極的に行われ、退院後の状

況把握についても工夫と努力が行われている。回復期リハビリテーション病棟の多い

激戦区の中で指導的な立場にあり、脳卒中連携パスへの積極的な参画などやリハビリ

テーション関連の県委託事業などを受け入れており地域連携に対する積極的な活動

は評価できる。現状でも努力はされているが、地域へ向けてのリハビリテーションの

意義について積極的な啓発活動の充実が地域のリハビリテーション医療の質向上の

ためにも望まれ、その役割を担う病院として機能向上に向けた活動を継続していただ

きたい。 
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評価判定結果

Rh.1 リハビリテーションに関する理念・基本方針と地域における役割
Rh.1.1 リハビリテーションに関する理念・

基本方針が明確に定められ職員に周
知されている

４ 地域で古くからリハビリテーション
機能を提供してきた病院であり、病
院名の改名も含め理念にリハビリ
テーションを提供することが含まれ
ている。病院の理念を踏まえて、法
人のリハビリテーション部門として
の理念が定められている。

Rh.1.1.1 リハビリテーションに関する理念・
基本方針が明文化されている

ａ 法人の方針として、回復期病棟を退
院したのちも在宅に至るまでリハビ
リテーション機能を提供することが
掲げられている。法人として診療所
を開設し訪問リハビリテーションを
開始するなど、理念の実現にむけた
対応も行われている。

Rh.1.1.2 リハビリテーションに関する理念・
基本方針が職員に周知されている

ａ 院内各所への掲示、研修会、新人へ
の研修などで適宜周知されている。

Rh.1.2 回復期リハビリテーション病棟の機
能と地域における役割が定められ、
他の医療施設等と適切に連携してい
る

４ 地域リハビリテーション広域支援セ
ンターとして、山梨県東部のリハビ
リテーションの指導的役割を担うな
ど連携の努力がなされている。ま
た、県の広域支援センターが小児に
特化しているなかで、脊髄損傷や切
断者への対応などについても地域で
の役割を担っている。

Rh.1.2.1 回復期リハビリテーション病棟の機
能と地域における役割が明確になっ
ている

ａ

Rh.1.2.2 地域の他の医療機関等から回復期リ
ハビリテーション病棟に患者を受け
入れるための仕組みがある

ａ

Rh.1.2.3 地域の他の医療機関等と連携し、退
院後も継続してリハビリテーション
が実施されるよう配慮している

ａ 退院後の多くの患者に対し、継続し
たサービス提供を自法人の関連施設
で行なうなど、在宅まで対応すると
いう方針でフォローしている。ま
た、自院で自宅改修・在宅復帰支援
を行った患者については、電話での
フォローアップや追加支援なども
行っている。
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Rh.1.3 地域に対してリハビリテーションの
教育・啓発活動に取り組んでいる

５ 地域リハビリテーション広域支援セ
ンターとして、地域の施設職員向け
の研修、市民公開講座などを実施し
ている。名前ばかりで形式的な講習
会に留まる施設が見受けられるな
か、電話での相談窓口の充実、地域
の福祉との連携から啓発活動を実質
化するなど、活発な取り組みが行わ
れている。山梨県の高次脳機能障害
のセンターとしての活動も充実して
いる。

Rh.1.3.1 地域の保健・医療・福祉施設等の職
員を対象にしたリハビリテーション
に関する教育・研修を行っている

ａ 地域包括支援センターとしてケアモ
デル事業に参画し、福祉との連携を
強めるなど、地域への啓発活動を有
効に行うための努力もなされてい
る。

Rh.1.3.2 地域住民等を対象にしたリハビリ
テーションに関する教育・啓発活動
を行っている

ａ 地域との連携を強め、行政の行事と
一緒に行うなどで教育・啓発活動が
実効的な活動になる努力を行ってい
る。
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Rh.2 回復期リハビリテーションの提供体制の確立
Rh.2.1 リハビリテーションを提供するため

の組織体制が確立している
３ 県内にリハビリテーション専門医を

輩出する教育機関がないなど地域特
性上、難しい状況ではあるが、地域
のリハビリテーションを担うという
病院の特性上は専門医の確保が望ま
れる。療法士の確保には努力され、
充足している。

Rh.2.1.1 リハビリテーション提供のための組
織図があり管理責任者が明確になっ
ている

ｂ リハビリテーション病棟の組織を看
護師、療法士という職種の枠組み
と、病棟毎の責任者とでマトリック
ス構造としており、現場の問題が解
決しやすい組織を工夫している。病
棟の専任医の責任体制が若干不明瞭
な組織ではある。

Rh.2.1.2 リハビリテーション科の診療体制が
整備されている

ｂ リハビリテーション認定臨床医は2名
確保され、整形外科専門医でもある
院長が回診も行い、装具外来の指導
も行っている。山梨東部の中核的な
リハビリテーション施設でありなが
ら専門医は不在である。

Rh.2.1.3 回復期リハビリテーション病棟に必
要な人員を配置している

ａ 療法士、看護師とも確保され、回復
期リハビリテーション病棟入院料１
を3つの病棟とも請求できている。充
実加算、休日加算も取れている。高
齢者、重症者にも十分な単位数が実
施されている。

Rh.2.1.4 患者の生活時間に適応したリハビリ
テーションを実施するために組織的
に対応している

ａ モーニングケア、イブニングケアに
ついては基本的には看護師と助手の
みで対応され、療法士は生活訓練が
必要な時に介入している。療法士は
勤務態勢をフレックスタイムとして
生活訓練にも対応できる工夫はして
いる。療法士の通常ならば時間外に
あたる勤務がやや多い印象を受け
た。

Rh.2.1.5 リハビリテーションに必要な補装具
を提供するための仕組みがある

ａ 週2回の補装具外来が行われ、医師に
よる処方、適合判定が療法士と連携
しながら適切に行われている。業者
でなく、自院の非常勤として義肢装
具士を雇っており、義肢装具外来の
充実に努めている。
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Rh.2.2 リハビリテーションを実施するため
の施設・設備が整備されている

３ 建物の制限で病棟の訓練スペースが
不足するなど課題はあるが、訓練の
施設・設備は充実しており、適宜管
理され適切な訓練が実施可能な状況
である。訓練室でのモニター、吸引
設備などについては、回復期リハビ
リテーション病棟入院料１の状況に
見合う設備の充実が望ましい。

Rh.2.2.1 リハビリテーション科の診療に必要
な施設・設備や機器が整備されてい
る

ａ

Rh.2.2.2 リハビリテーションを実施する場所
に必要な施設・設備が整備されてい
る

ｂ 訓練室のモニターが少なく、回復期
リハビリテーション病棟入院料１を
請求し、重症者が多い状況で、安全
確保に一抹の不安がある。嚥下造影
を行っている透視室に吸引の配管が
なく、ポータブルの吸引器で対応し
ている。

Rh.2.2.3 患者の自立に配慮した入院環境が整
備されている

ａ
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Rh.3 回復期リハビリテーション機能の発揮
Rh.3.1 回復期リハビリテーション病棟の運

営に関する会議等が適切に機能して
いる

４ 回復期リハビリテーション病棟の問
題について連絡会議などで適宜検討
されているが、運営会議に課題が直
接あがりにくい状況が垣間見られ
た。回復期リハビリテーション病棟
の責任者を明確にして運営会議で迅
速に対応できる方策の検討を期待し
たい。

Rh.3.1.1 運営に関する会議等を定期的に開催
し、適切な運営に努めている

ａ リハビリテーション部門の回復期病
棟の責任者の主任、看護の責任者の
師長（病棟によっては主任）、専任
医師、担当MSW等で連絡会議を毎月定
期開催し病棟を運営している。連絡
会議の後、各部門の責任者を介し
て、運営会議に課題が提出される。
ただし、運営会議で経営面以外の回
復期病棟に関わる検討が少ない印象
を受けた。

Rh.3.2 リハビリテーションに関するカン
ファレンスを適切に開催している

４ 入院時のカンファレンスは速やかに
行われ、その後も毎月担当者による
カンファレンスが定期的に行われて
いる。また、朝、昼のミーティング
が別途行われており、日々の問題の
検討、共有がなされている。

Rh.3.2.1 リハビリテーションに関する多職種
によるカンファレンスを定期的に開
催している

ａ

Rh.3.3 患者の病状に応じて各診療科が連携
して対応している

４ 泌尿器科などリハビリテーションに
関わることが多い診療科は常勤・非
常勤の医師が確保され、適宜対診が
行われている。また、院内で対応し
きれない場合は近隣の急性期病院や
地域の基幹病院との連携により適切
な医療が提供されている。

Rh.3.3.1 原因疾患や合併症に応じて、専門診
療科へのコンサルテーションを行っ
ている

ａ

Rh.3.3.2 原因疾患の再発・悪化の防止や合併
症の予防・治療のために必要な検査
を行い、評価している

ａ
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Rh.3.4 リハビリテーションに関する記録が
適切に整備されている

４ 記録は一元化されており、病床での
ADL状態を共有するためのシートなど
の工夫もある。サマリーは適宜まと
められており、オーディットや本人
へのフィードバックもなされてい
る。医師についてはオーディットが
行われているが、結果のフィード
バックにさらなる充実を期待した
い。

Rh.3.4.1 リハビリテーションに関する記録を
一元化し、多職種で情報を共有して
いる

ａ

Rh.3.4.2 各職種が退院時サマリーを適切に作
成している

ａ 医師・看護師・理学療法士・言語聴
覚士はサマリーを作成している。一
部の作業療法士・ケースワーカーは
サマリーを作成していなかったが、
今回の受審を機にサマリーを作成す
るようになっており、地域連携など
で利用されている。
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Rh.4 回復期リハビリテーションの質改善と安全確保に向けた取り組み
Rh.4.1 回復期リハビリテーションに関する

教育・研修を行っている
３ 法人のリハビリテーション部門の行

事として臨床リハビリテーション研
修会を定期的に開催し、各職種の研
修なども年間計画に基づき適切に開
催されている。また、新人研修や接
遇などの教育も計画的に実施されて
いる。医師については、専門医の育
成も含め、地域を代表するリハビリ
テーション病院としての専門性を高
める研修体制を確立することが望ま
れる。

Rh.4.1.1 回復期リハビリテーション病棟に関
わる職員への教育・研修を適切に
行っている

ａ

Rh.4.1.2 回復期リハビリテーションに関する
研究活動に取り組んでいる

ａ

Rh.4.1.3 回復期リハビリテーションに関わる
職員の専門性を高める仕組みがある

ｂ 療法士については専門的な研修が適
切に行われているが、医師について
はリハビリテーション科専門医に向
けての研修も含め、地域を代表する
リハビリテーション病院の医師とし
ての専門性を高めるには至っていな
い。

Rh.4.2 回復期リハビリテーションの質改善
に取り組んでいる

４ 回復期リハビリテーション病棟の質
改善に向けて、クリニカルデータの
抽出と分析が行われ、病床管理シス
テムに入力されて病棟運営に積極的
に活用される仕組みがある。

Rh.4.2.1 回復期リハビリテーションの質改善
に必要なデータを適切に収集してい
る

ａ

Rh.4.2.2 回復期リハビリテーション病棟に関
する業務実績や治療成績などを定期
的に把握している

ａ

Rh.4.2.3 集計した業務実績や治療成績をもと
に組織的な評価・見直しを行ってい
る

ａ
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Rh.4.3 回復期リハビリテーションにおける
医療安全を組織的に推進している

３ 病棟の運営やリハビリテーション訓
練室における安全対策等はマニュア
ル化され、適切に運営されている。
回復期リハビリテーション入院料１
を請求し重症患者が増えている状況
もあり、訓練室等での急変に対する
対策を充実されたい。その際、症候
別に分けて対策を見直す等検討され
たい。

Rh.4.3.1 患者の急変時に適切に対応できる仕
組みが整備されている

ｂ 訓練室のモニターが少ないとの印象
を受けた。訓練室には吸引のための
配管がなく、VFのX線造影検査室にも
吸引の配管がなかった。問題のある
患者では病棟で訓練を行うなどの対
応は取られている。急変時の対応に
ついては症状別の対策が明確とはい
えない。

Rh.4.3.2 転倒・転落防止など医療安全に向け
た取り組みを組織的に行っている

ａ

医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院

14



Rh.5 回復期リハビリテーション対象患者への適切な対応（ケアプロセス）
Rh.5.1 患者の受け入れに必要な情報を入手

し、組織的に検討している
４ 入院受け入れの判定のための情報収

集は、MSWの積極的な関与があり適切
に行われている。患者受け入れのた
めの協議も全例を対象に多職種が判
定に関与しているなど、申し込みか
ら入院まで迅速な対応が行われてい
る。

Rh.5.1.1 受け入れ患者の初期評価に必要な情
報を収集している

ａ

Rh.5.1.2 患者を受け入れるための協議・判定
を組織的に行っている

ａ

Rh.5.2 リハビリテーションに関する患者・
家族の意見・要望を尊重して目標設
定し、予後予測を説明している

４ 回復期リハビリテーション病棟の入
院目的やリハビリテーションの意
味、訓練上のリスクさらに機能障害
の回復の見込みなどが、入院当初は
同意書で、その後はカンファレンス
ごとにリハビリテーション総合実施
計画書などを用いて適切に説明され
指導されている。また、リハビリ
テーションの方針の修正などはカン
ファレンスにて多職種で決定され、
適切に本人・家族に伝えられてい
る。

Rh.5.2.1 傷病･障害の診断に基づいて、入院目
的や回復の見込みなどを説明してい
る

ａ

Rh.5.2.2 患者本人や家族などの意見・要望を
確認し、リハビリテーションの方針
と目標を設定している

ａ

Rh.5.3 リハビリテーションプログラムが適
切に計画されている

４ 入院初日にミニカンファレンスで情
報共有を行い、定期的なカンファレ
ンスで方針の見直しを行い、チーム
として治療方針を検討している。ま
た、日々の変化についても一元化し
たカルテに「連絡票」を貼るなどし
て情報共有に努めている。さらに退
院前カンファレンスにて退院後の生
活を考慮した計画を立てている。

Rh.5.3.1 回復期リハビリテーションのための
初期評価を適切に行っている

ａ

Rh.5.3.2 評価に基づきリハビリテーションの
実施計画を多職種で検討し、定期的
に見直している

ａ

Rh.5.3.3 退院計画は患者の障害特性や退院後
の生活を考慮した内容となっている

ａ
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Rh.5.4 リハビリテーションに関わる医師の
役割が明確である

３ リハビリテーション担当の医師は入
院時の診察の所見や機能障害の評価
により適切な治療計画を立てている
が、診療録の精緻な身体所見、障害
に関する記載と予後予測なども踏ま
えた治療計画が望まれる。合併症や
併存症の管理や再発などに対する診
療体制は配慮されている。義肢・装
具処方への一部の医師の意識は高い
が、さらに多くの医師がチームで議
論できる体制が望まれる。カンファ
レンスにおける評価と治療計画の見
直しは医師が主導的な役割を果た
し、またその結果を患者・家族に適
切に指導している。

Rh.5.4.1 リハビリテーションに関わる医師に
よる診療を適切に行っている

ｂ 障害の評価や、原疾患・合併症の治
療は担当医によりなされているが、
診療録上では、神経学的所見の記載
や障害評価などの内容がリハビリ
テーション専門病院としては改善の
余地がある。

Rh.5.4.2 義肢装具を適切に処方し、適合判定
を行っている

ｂ 義肢装具士も雇用して義肢・装具へ
の関与は積極的であり、意識も高い
が一部の医師に限られている。ブ
レースクリニックがさらにオープン
に開催されることが望まれる。

Rh.5.4.3 多職種によるチーム内で医師が適切
なリーダーシップを発揮している

ａ

Rh.5.5 リハビリテーションのための看護･介
護を適切に実践している

４ 病棟のスタッフはマトリックス組織
により多職種が横断的に連携を図れ
る構成であり好ましい。看護・介護
計画は入院初期よりADL自立に向けて
適切に評価され立案されている。日
常生活のケアは寝・食・清潔・排泄
の分離に積極的に取り組んでおり、
転倒・転落などのインシデントも集
計・分析され適切に対処されてい
る。介護職の業務マニュアルは整備
されているが、さらにその役割が明
確に読み取れるとよい。県より高次
脳機能障害者支援センターの運営を
受託しており、病棟においても高次
脳機能や認知症に配慮した看護、介
護が提供されている。

Rh.5.5.1 リハビリテーションのための看護・
介護計画を作成している

ａ

Rh.5.5.2 回復期リハビリテーション病棟にお
ける安全・安心な看護･介護を実践し
ている

ａ

Rh.5.5.3 心理状態や高次脳機能障害に適切に
対応し、患者のセルフケアを支援し
ている

ａ
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Rh.5.6 患者に必要なリハビリテーションプ
ログラムを実施している

４ 診療報酬上の休日リハビリテーショ
ン提供体制加算およびリハビリテー
ション充実提供体制加算も算定さ
れ、リハビリテーションは質・量と
も充実して実施されている。また定
期的なカンファレンスや申し送りを
通じて治療計画の修正なども行われ
る仕組みがあり実施されている。さ
らにセラピストとしてスキルミック
スやフレックスタイム制などにも柔
軟に取り組もうとしている姿勢は評
価される。コミュニケーション障害
の患者に対してもコミュニケーショ
ンエイドの適応が積極的に行われ適
切である。

Rh.5.6.1 回復期における理学療法を適切に実
施している

ａ

Rh.5.6.2 回復期における作業療法を適切に実
施している

ａ

Rh.5.6.3 回復期における言語聴覚療法を適切
に実施している

ａ

Rh.5.6.4 回復期におけるその他のリハビリテー
ションを適切に実施している

ａ

Rh.5.7 日常生活の自立を支援するリハビリ
テーション・ケアをチームで実践し
ている

４ 嚥下障害に対する評価・リハビリ
テーションは歯科・耳鼻科と連携し
VFも施行され適切に行われている。
口腔ケアの介護手順なども明文化さ
れ、歯科衛生士も病棟に入り適切に
施行されている。STの協力体制もあ
り適切である。残尿測定器を用い
て、日常的に排尿機能の評価がなさ
れている。また、尿道カテーテルを
抜去する努力もなされている。更
衣・入浴マニュアルなど独自の評価
を行いケアに活かしている。ADL評価
マニュアルによる多職種による評価
を行いケアに活かしている。また、
モジュラー型車椅子も購入が進み、
順次導入されている。失語や認知障
害などのコミュニケーション障害の
ケアについてさらに積極的な取り組
みが望まれる。

Rh.5.7.1 栄養管理や食事･口腔ケアの自立に向
けたリハビリテーション・ケアを
チームで実践している

ａ

Rh.5.7.2 排泄の自立に向けたリハビリテー
ション・ケアをチームで実践してい
る

ａ

Rh.5.7.3 更衣･整容・入浴の自立に向けたリハ
ビリテーション・ケアをチームで実
践している

ａ

Rh.5.7.4 移動･移乗の自立に向けたリハビリ
テーション・ケアをチームで実践し
ている

ａ

Rh.5.7.5 社会性の拡大に向けたリハビリテー
ション・ケアをチームで実践してい
る

ａ
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Rh.5.8 退院後の生活に配慮したリハビリ
テーションや自立支援に向けて取り
組んでいる

５ 病院の方針として退院後の在宅まで
対応できるよう取り組んでいる。退
院前訪問などが多職種協同で複数回
施行され、在宅復帰に向けて実践的
サポートに積極的に取り組んでい
る。退院前にケアカンファレンスが
必ず施行され、院内外の専門職種に
より退院後の生活やリハビリテー
ションが検討されている。退院前訪
問を行った患者には退院後の聞き取
り調査など効果を確認して業務の改
善に繋げる取り組みを行っている事
は評価に値する。さらにリハビリ
テーション関連の県の委託事業にも
積極的に取り組んでいる姿勢は特に
評価される。

Rh.5.8.1 退院前訪問を行い、家屋評価に基づ
く指導・支援を行っている

ａ 退院前訪問が必要と思われる例には
ほぼ全て対応している。医師を含め
たチームで対応したり、退院前に外
出訓練や家屋評価を複数回行うな
ど、在宅復帰に向けた実践的サポー
トに積極的に取り組んでいる姿勢は
評価される。

Rh.5.8.2 退院後の生活やリハビリテーション
に関する指導･支援を多職種で連携し
て行っている

ａ 退院前のカンファレンスに介護ス
タッフが加われる様、努力がなされ
ている。また、カンファレンスまで
に依頼先が決まるよう、MSWが社会資
源の活用に適切に対応しており、退
院前カンファレンスの充実に寄与し
ている。

Rh.5.8.3 退院後の継続的なリハビリテーショ
ンや自立支援に向けて地域の社会資
源と連携している

ａ 法人の介護関連の資源を有効に活用
して継続的なリハビリテーションを
提供している。県から地域リハビリ
広域支援センターや高次脳機能障害
者支援センターの運営を受託するな
ど、地域の諸機関との連携を行うな
ど退院後の継続的なリハビリテー
ション支援を積極的に行っている。
また、様々な事業を通して地域との
連携を強めていることも評価でき
る。
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