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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（付加機能評価）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  河 北  博 文 
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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。 

情報提供に同意いただいた場合、公開の対象となります。 

 

（２）評価判定結果 

中項目（自己評価調査票の中で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４段階評価で行われ、「Ｓ」「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」で表記しました。

評価結果の解釈はおおむね以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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。 

 

評価 定義・考え方 

Ｓ 秀でている 

Ａ 適切に行われている 

Ｂ 一定の水準に達している 

Ｃ 一定の水準に達しているとはいえない 
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総括 
 

１．病院の特色 

貴院は 1965 年に開院以来、山梨県の峡東地域において地域リハビリテーション

を担う施設として貢献してきた。回復期リハビリテーション病棟は 2000 年にいち

早く開設され、現在 3 病棟（134 床）が稼働している。回復期リハビリテーション

病棟以外に障害者病棟や地域包括ケア病棟を有し、隣接した関連施設において訪問

リハビリテーションや通所リハビリテーション事業も展開している。さらに「峡東

地域リハビリテーション広域支援センター」や「山梨県高次脳機能障害支援センタ

ー」の事業を委託されており、回復期から生活期にかけて、障害者を広く長く支援

できる体制がある点は特筆すべき点である。 

疾患別リハビリテーションは、週末も含めて一日平均 6単位以上提供されており、

朝夕の時間帯にもリハビリテーション進捗に応じた介入が行われている点も評価

できる。個別リハビリテーション以外の時間は看護・介護職がレクリエーション等

の提供を通じて活動性を高めている。管理栄養士や薬剤師に加えて、臨床心理士や

歯科衛生士もチーム医療に貢献している。 

各職種の初期評価に基づく総合的な目標策定やリハビリテーション総合実施計

画書の作成や患者・家族への説明に関しては、より迅速に対応することが望まれる。

また、リハビリテーション・ケアの進捗に応じた評価、目標、介入などの変更点が

実施計画書に確実に反映されるよう留意されたい。 

回復期リハビリーションに関する研修は計画的に実施されている。回復期リハビ

リテーション病棟が集中している地域において、病病連携の会や急性期病院との合

同症例検討会などを開催し、顔が見える関係を構築している点も評価される。 

退院支援に関しては、自宅復帰患者の約 8割が病院ないし法人内施設の介護保険

によるリハビリテーションサービスを利用しており、定期的に「在宅生活を考える

会」で生活期スタッフから病棟スタッフへ退院後の生活を伝達・検討している点は

高く評価される。また、就労に関しても入院から外来まで継続的に支援する仕組み

があり、地域リハビリテーションの中核病院としてさらなる発展が期待される。 

 

２．良質な回復期リハビリテーションを提供するための組織運営 

病院の理念・基本方針は職員や利用者に対して十分に周知されている。回復期リ

ハビリテーション病棟に関する運営方針も明文化されているが、患者へのさらなる

周知にも取り組まれたい。 

365日充実したリハビリテーション・ケアを提供するための各専門職が配置され、

朝夕の時間帯にフレックス評価として療法士が介入する体制も評価できる。病棟運
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営会議での業務改善のための協議や決定事項の周知も適切に行われている。実効的

な安全管理体制は確立しているが、タイムスタディーを含めた急変時を想定した訓

練も実施されたい。 

リハビリテーションに関する臨床指標が定められ、そのデータ収集や集計・解析

の仕組みが確立しており、業務改善に活用されている点も評価できる。各部の管理

職は現状の課題をとらえ、解決のための具体的な取り組みを行っている。 

病病連携の会や患者転帰の共有のためのミーティングを持つことで、急性期病院

と顔の見える関係を構築している点は評価できる。在宅復帰後に自院での通院・通

所や訪問リハビリテーションや看護等の体制も整備されている。「在宅生活を考え

る会」を開催し、退院後の生活状況の把握や介入の見直し等を行っている点は高く

評価できる。 

 

３．回復期リハビリテーションに関わる職員の専門性 

リハビリテーション科専門医 2名と専従医 3名を含む 9名の医師が入院患者の診

療にあたっている。リハビリテーション・ケアの進捗に応じた患者・家族への説明、

学会・研修などの自己研鑽は適切に行われている。今後は、客観的評価や予後予測

に基づいた個別的なリハビリテーション処方の充実や、より強いリーダーシップの

発揮にも期待したい。 

看護・介護職は評価に基づいて、患者の病棟生活における活動性を向上させるた

めのケアを計画・実践している。認定看護師が専門性を活かした活動に取り組んで

いる点も評価できる。 

各療法士は標準的な評価に基づいて個別性のある介入を行い、多職種との情報共

有も適切に行っている。朝夕の ADL状況についても、必要に応じて患者の実生活を

直接的に把握している。質の向上に向けた課題に対する検討が組織的に行われ、臨

床における具体的な取り組みが見られる点も評価できる。 

社会福祉士は病棟に専従配置され、各々の患者・家族に対してリハビリテーショ

ン・ケアの進捗を踏まえた支援や他職種への情報発信を行っている。専従ではない

ものの、管理栄養士、薬剤師、臨床心理士、歯科衛生士が患者の評価や指導に関与

しており、ベッドサイドでの介入やチームカンファレンス参加を通じて、チームの

一員としての役割を発揮している。 
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４．チーム医療による回復期リハビリテーション・ケアの実践 

入院当日の各職種よる初期評価に引き続き、目標や介入計画の策定が行われてい

る。その内容を担当者間で共有した上での総合的な目標立案や、リハビリテーショ

ン総合実施計画書の患者・家族への説明にはより迅速な対応を望みたい。なお、入

院診療計画書、リハビリテーション総合実施計画書などの説明は医師により行われ

ている点は適切である。 

一日平均 6単位強のリハビリテーションが提供され、それ以外の時間には集団体

操や手工芸などの活動が看護師や介護職によって計画・実施されている。多職種間

の情報共有に関しては、朝の病棟ミーティング、診療録記載、カンファレンス記録

等を通じて行われている。それらの内容が確実にリハビリテーション総合実施計画

書にも反映されるよう留意されたい。なお、新たに設定された課題や目標、その達

成のための介入は、チームで議論・共有されている。 

在宅復帰に向けた家屋評価や生活期サービスとの連携は適切に行われている。特

に教習所と連携した運転能力評価や、病院が山梨県から委託を受けている「峡東地

域リハビリテーション広域支援センター」や「高次脳機能障害支援センター」の各

種支援事業と協調した退院後の就労・就学支援への取り組みは高く評価できる。 
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評価判定結果

1 良質な回復期リハビリテーションを提供するための組織運営
1.1 良質なリハビリテーションを提供す

るための体制

1.1.1 回復期リハビリテーション病棟の運
営に関する方針が明確である

A リハビリテーション専門病院という特性
上、病院理念や基本方針が回復期リハビリ
テーション病棟の運営方針にも反映されて
いる。運営方針には回復期リハビリテー
ション病棟協会の各職種の役割に関する十
箇条を遵守する点も示されている。病棟基
本方針は院長ミーティングで多職種の部門
長で策定され、職員にも研修などで周知さ
れている。一方、患者への周知は病棟掲示
のみなので、入院パンフレットやホーム
ページなどでも周知を図られるとより適切
である。

1.1.2 良質な回復期リハビリテーション機
能を発揮するために必要な人員を配
置している

A 365日リハビリテーションが提供されるため
の療法士が確保されており、疾患別リハビ
リテーションの提供単位数は患者一人あた
り一日6単位強である。今後患者の病状に応
じてさらに高単位が提供できる体制を整え
る方針であり、その進捗にも期待したい。
看護師・看護補助者は回復期リハビリテー
ション病棟入院料1の基準に基づいた配置で
あり、看護補助者のうち約3割が介護福祉士
である。社会福祉士は12名でうち3名が病棟
専従である、管理栄養士は3名で病棟専従体
制を目指して増員予定であり、薬剤師3名、
歯科衛生士1名、臨床心理士1名が配置され
ており、おおむね適切である。

1.1.3 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

A 病棟運営会議で、3つの回復期リハビリテー
ション病棟の運営上の整合性の確保や業務
改善のための議論がなされいる。決定事項
の周知は病棟ミーティングやイントラメー
ルを通じて行われており、おおむね適切で
ある。リハビリテーションのスケジュール
は部門システムを利用して効率的に作成さ
れている。必要に応じて朝夕の時間帯にフ
レックス評価として療法士が個別リハビリ
テーションを提供する体制も確立されてい
る。
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1.2 安全で質の高いリハビリテーション
を実践するための取り組み

1.2.1 患者の安全確保に向けた体制を整備
している

A 病院全体の医療安全は多職種で構成された
医療安全対策委員会と事故対策委員会が
担っている。回復期リハビリテーション病
棟における安全管理担当者は病棟師長、訓
練室は療法士リーダーと明確にされてお
り、インシデント・アクシデントの再発予
防策の検討とスタッフへの周知へ向けた活
動を行っている。インシデント・アクシデ
ントレポートは医療安全対策委員会で集約
され、影響度レベル3ｂ以上の事象について
は全てSHELL分析を行い、1週間後の評価ま
で適切に行われている。安全確保に向けた
教育・研修は、全職種および各職種ごとに
適切に計画し実施されている。インシデン
ト・アクシデントの半数を占める転倒・転
落については、発生後直ぐに多職種で現場
検証を行い、要因分析と対策の検討が行わ
れており適切である。

1.2.2 患者の急変時に適切に対応できる仕
組みを整備している

B 入院時に各専門職が患者個々のリスクにつ
いてアセスメントしチームで情報共有して
いる。病棟生活や訓練時に起こりうる急変
については手順が整備されており適切であ
る。心不全についてはアンダーソン・土肥
の基準、呼吸リハビリテーション実施時に
はサチュレーションをモニタリングするな
ど、ガイドラインに沿った患者個々のリハ
ビリ中止基準を定めて訓練が行われる仕組
みがある。また、院内緊急コードを定め、
シミュレーション訓練も定期的に実施され
ている。BLS研修は全体研修以外にも看護師
のBLS・ACLSインストラクター取得者が中心
となって病棟ごとに実施されている。な
お、AEDが6階、DCが2階のみの設置である
が、各病棟に設置されることが望ましい。
また、他の病棟や部署で実効的な急変対応
ができるかどうかの検証が十分ではないの
で、タイムスタディを含めて、検討された
い。
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1.2.3 安全で安心できる療養環境の整備に
努めている

A 院内の感染制御は多職種で構成された感染
予防対策委員会が横断的に活動している。
感染症患者に対するマニュアル等も整備さ
れ、個別的な対応が実施されるようになっ
ており適切である。また、各部署に感染管
理担当者を配置しスタッフへの周知を図っ
ている。患者の離院や離棟防止については
病棟の出入口3か所に防犯カメラを設置し、
ステーション内のモニターにて監視するシ
ステムで適切である。なお、離院の可能性
が高い患者については、承諾を得て顔写真
を1階管理室に貼付している。面会者は所定
の面会カード着用で確認ができ、部外者の
侵入防止のチェック体制は確立している。
患者が使用している車椅子は、定期的に点
検と整備が行われており、日々の点検は介
護福祉士が担っており適切に行われてい
る。モジュラー型の車椅子台数が多いとよ
り良い。病院の構造上から、多床室のベッ
ド間隔や食堂・レクリエーションを行う場
所等については、スペース上の制約があ
る。しかし、運用についての工夫がみら
れ、トイレ・洗面所・浴室は患者の安全性
に配慮している。
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1.3 質改善に向けた取り組み

1.3.1 回復期リハビリテーションの質改善
に必要なデータを収集し活用してい
る

A リハビリテーションに関する臨床指標が定
められ、そのデータ収集や集計・解析の仕
組みが確立している。データを活用して、
更衣動作に対して、障害度に応じた介入方
法を検討をしている点も評価できる。解析
データはデータブックとして院内で共有さ
れているが、公表されるとより良い。ホー
ムページでは入院患者構成やFIM、在院日
数、在宅復帰率などが公開されている。な
お、グラフなどの文字が小さく見づらいの
で、レイアウトなどを工夫されたい。広報
誌ではFIMの解説を一般向けに記載するなど
の工夫がみられる。自宅復帰後1～3か月で
の患者・家族への電話インタビューの結果
が病棟スタッフにもフィードバックされて
いる点も良い取り組みとして評価できる。
今後それらを集計して、入院中の介入改善
に活用されることも期待したい。

1.3.2 回復期リハビリテーションに関する
自院の課題の把握と対応策を検討し
ている

A 各部門の管理職は現在の運営上の問題点を
とらえ、その改善に向けてのプランを実行
している。院長は疾患別リハビリテーショ
ンの提供単位をさらに増加するための人員
確保、効率化による在院日数の短縮を、リ
ハビリテーション部門は高齢者患者の増加
による呼吸器や循環器などの内部障害に対
する対応を、看護部ではリハビリテーショ
ン看護としての専門性の発揮、介護職のア
イデンティティー確立などに取り組んでお
り、今後の進捗に期待したい。

1.3.3 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

A 病院としての教育委員会が組織化され、新
人教育や多職種によるリハビリテーション
研修が定期的に実施されている。年次の研
修計画が各部門で作成され、研修結果を自
己評価し、その後の研修計画に活かしてい
く仕組みが適切に整備されている。研究計
画は倫理委員会で審査され、組織的に支
援、実施されており、療法士や看護師等に
よる研究発表等が積極的に行われている。
回復期リハビリテーションに関する看護師
と理学療法士の認定資格者をはじめとする
各種専門資格者が養成、配置され、病棟内
での職員指導や運営管理の職務を適切に果
たしている。
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1.4 地域の医療機関等との連携とリハビ
リテーションの継続に向けた取り組
み

1.4.1 急性期病院と円滑に連携している A 回復期リハビリテーション病床数が人口10
万あたり100床を超える密集地域ではある
が、患者の大半は山梨県内の急性期病院か
らの紹介である。そのために病病連携の会
や急性期病院と患者の転帰の共有のための
ミーティングなどを開催し、顔の見える関
係を構築している点は評価できる。退院後
の紹介元病院への患者転帰などのフィード
バックは医師の報告書だけでなく、多職種
の情報が含まれるとより適切である。

1.4.2 在宅復帰後のリハビリテーション・
ケアの継続に向けて地域サービス機
関等と円滑に連携している

S 在宅復帰後も必要なリハビリテーション・
ケアを継続し、生活機能の維持向上を図る
ために、自宅退院患者全員に対して退院前
に自宅訪問を実施し、その際に看護師・社
会福祉士がケアマネジャーやサービス事業
所のスタッフと退院後に必要なサービス内
容について協議している。協議内容は退院
前カンファレンスにおいて再確認され、リ
ハビリテーション・ケア継続のための体制
は確立されている。県内に訪問リハビリ
テーションのサテライトが4か所、訪問看護
3か所、通所介護6か所あり、退院患者の8割
に対して同一グループ内でのリハビリテー
ション・ケアが継続して実施されている。
また、入院中の担当スタッフと在宅生活を
支援しているスタッフの情報交換の場とし
ての「在宅生活を考える会」の開催は、退
院後の生活状況の把握や介入の見直し等の
機会として高く評価できる。

1.4.3 在宅復帰が困難な患者のリハビリ
テーション・ケアの継続に向けて施
設等と円滑に連携している

A 重症患者や独居等、在宅復帰が困難な患
者・家族については、入院時から担当の社
会福祉士が把握し、個々の患者に合わせた
施設等と連携を図っている。患者・家族に
対して医療機関の特性や地域の施設等の情
報提供を行っている。退院先のリストで
は、療養型病院・特別養護老人ホーム・介
護老人保健施設・居宅系施設が確認でき
た。退院先において、リハビリテーショ
ン・ケアが継続されるために多職種による
サマリーが情報提供されており適切であ
る。
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2 回復期リハビリテーションに関わる職員の専門性
2.1 回復期リハビリテーション病棟にお

ける医師の専門性の発揮

2.1.1 医師は専門的な役割・機能を発揮し
ている

B 理事長と院長がリハビリテーション科専門
医であり、専従医3名を含む計9名の医師が
入院患者の受け持ちを担当している。回診
などを通じて患者の日々の状態はおおむね
適切に把握されているが、各々専門性のあ
る医師とカンファレンスを開催するなど、
相補的に診療の質を高めるための工夫があ
るとより適切である。また、リハビリテー
ション処方が画一的であるため、疾患に応
じたリハビリテーションのための医学的評
価の医師間での統一化をすることにより、
評価結果や予後予測に基づいた個別性のあ
るリハビリテーション処方が行われること
を望みたい。

2.1.2 医師は患者の実生活を踏まえた指
導・支援を行っている

A 医師はチームにより作成されたリハビリ
テーション総合実施計画書を用いて、リハ
ビリテーション、ケアの進捗や今後の方針
を患者・家族に説明しており適切である。
在宅復帰後の再発予防や合併症防止のため
の生活指導など、さらに踏み込んだ医学的
管理に関する指導・支援がなされるとより
良い。

2.1.3 医師はチーム医療の実践に適切に関
与している

B 医師はチームカンファレンスにおいて、基
礎疾患や合併症管理に関して、医学的観点
から多職種チームに対してコメントしてい
る。今後は、チームとしての総合的な目標
設定やそれを達成するための各専門職の役
割分担や連携などに対して、より強いリー
ダーシップやファシリテーターとしての役
割を発揮することが望まれる。

2.1.4 医師は質向上に向けた活動に取り組
んでいる

A 医師は院内講演会での講師を務めるなど、
多職種に対する教育的役割を適切に果たし
ている。院長や理事長は院外での講演の講
師を務めており、対外的な発信も多い。病
棟に関わる医師に関しては、回復期リハビ
リテーション病棟協会の研修等へ参加して
いるが、リハビリテーション医学会の認定
臨床医取得を支援するなど、さらなる質向
上に向けての取り組みを促進されたい。
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2.2 回復期リハビリテーション病棟にお
ける看護・介護職の専門性の発揮

2.2.1 看護・介護職は役割・専門性を発揮
している

A 看護基準・手順、介護基準が整備されてお
り、他職種と役割分担しながら協働して業
務を遂行している。看護師は入院時には患
者の全体像を把握して、健康状態や障害に
ついてアセスメントを行い、退院後の生活
を見据えて看護計画を立案している。ま
た、看護ケアを展開する上では、リハビリ
テーションカンファレンスやケースカン
ファレンスで他職種へ発信し、連絡票を用
いて診療録にも記録され、情報共有してい
る。病棟専従の療法士よる車椅子や補助具
等の取り扱い方や介助方法についての説明
を踏まえた上で、看護・介護職は統一した
ケアを提供しており適切である。

2.2.2 看護・介護職は患者の実生活を踏ま
えた指導・支援を行っている

A 看護・介護職は起床から食事・排泄・整
容・入浴・訓練等、一日のスケジュールを
作成して、患者個々の病棟生活における活
動性を向上させるためのケアを実践してい
る。自宅の環境を考慮しながら、ADL自立を
目指した指導・支援を行っている。余暇時
間には病棟リハビリテーションとして、患
者の主体性を引き出す自主練習を提供して
いる。また、キーパーソンの介護力を考慮
して家族への指導・支援を計画的に行って
おり適切である。

2.2.3 看護・介護職はチーム医療の実践に
適切に関与している

A 病棟においては、病棟師長のもとに看護主
任・療法士リーダーが位置づけられ、看護
師・介護職・療法士・社会福祉士等の専門
職種それぞれが計画を立案してチーム医療
を実践している。看護・介護職はチーム目
標の達成へ向けてPDCAサイクルを展開し、
訓練の進捗状況を把握し、状態変化があっ
た場合には速やかに情報伝達を行ってい
る。カンファレンスのみでなく日常的にも
看護・介護職と他職種の情報交換は密に行
われており、看護計画や提供されるケアに
反映させている。

2.2.4 看護・介護職は質向上に向けた活動
に取り組んでいる

A 病院としての教育委員会に加えて、主任ク
ラスを中心とした看護部独自の教育委員会
が年間計画を立てて、学習会を実施してい
る。脳卒中リハ・回復期リハ・認知症認定
看護師を中心に、排泄・摂食嚥下・認知症
のグループ活動に積極的に取り組んでお
り、評価される。膀胱留置カテーテルの抜
去率を院外発表し、今後は経口摂取移行率
や褥瘡発生率の減少等ケアの成果を数値化
する予定である。各病棟に配置されている
介護福祉士2名は、介護職のリーダーとして
記録の整備に取り組んでおり、将来的には
介護計画の立案までを視野に入れて活動し
ており、今後の進捗にも期待したい。
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2.3 回復期リハビリテーション病棟にお
ける療法士の専門性の発揮

2.3.1.P 理学療法士は役割・専門性を発揮し
ている

A 筋力、呼吸機能等の必要な検査機器が整備
され、標準的な方法による評価が適切に行
われている。患者の主要課題に関する運動
機能の指標を定めて分析することで、客観
的な評価が行われるとより良い。理学療法
の評価表を活用し、定期的な評価が適切に
行われているが、一部の項目において記載
されていないものが見受けられた。患者の
機能障害をより総合的に捉えた課題の抽出
が行えるように運用を確実にされたい。管
理栄養士からも情報が収集され、栄養状態
を踏まえた評価が行われている。

2.3.2.P 理学療法士は患者の実生活を踏まえ
た指導・支援を行っている

A 入院当日に移動・移乗・セルフケア等が評
価され、早期からその結果が病棟生活の支
援に活かされている。病棟における朝夕の
ADL状況については必要に応じて評価が行わ
れ、患者の実生活が適切に把握されてい
る。介入の内容が適切かどうかがチームで
協議され、個別性のある取り組みがなされ
ている。退院前には家屋訪問が行われ、自
宅環境や家族の状況に応じた理学療法が計
画され、適切な指導・支援が行われてい
る。

2.3.3.P 理学療法士はチーム医療の実践に適
切に関与している

A 多職種による毎朝のミーティング等により
療法実施当日の患者情報が適切に把握され
ている。日々の理学療法の状況や変更内容
は、連絡票を用いて伝達され、それを看護
記録等に貼付することで他職種と適切に共
有されている。代行療法士への実施内容の
伝達は専用用紙で行われているが、リハビ
リテーション記録とは別に管理されている
ため、それらについても一元化すること
で、多職種間で療法内容を共有しやすくな
ると思われる。

2.3.4.P 理学療法士は質向上に向けた活動に
取り組んでいる

A 理学療法の質向上に向けた課題が検討さ
れ、その改善に向けた取り組みが組織的に
行われている。他職種とともにチームによ
る業務改善が行われ、臨床における具体的
な取り組みに繫げられている（シーティン
グ、脊髄損傷のリハビリテーション等）。
理学療法士の教育については基礎領域と専
門領域に分けて体系的に行われており、
キャリアに応じた育成が適切に行われてい
る。介護実習や夜勤体験など多職種協働に
関する研修や、部門配属のローテーション
や研修記録などを活用した学習支援等を通
じて、個別的教育が適切に行われている。
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2.3.1.O 作業療法士は役割・専門性を発揮し
ている

A 生活面を重視したADL設備や福祉用具等が整
備され、それらが作業療法において適切に
活用されている。活動状況等に対する患者
の満足度や関心事等の内面的評価も取り入
れられているが、運動器疾患の患者につい
ても、生活機能を包括的に評価すること
で、個別性と主体性のある在宅生活に向け
た療法が更に効果的なものになると思われ
る。評価結果をもとに作業療法計画が立案
されているが、一部の記録において基本動
作に関するものが主に記載され、病棟生活
における実際的で具体的な活動について明
記されていないものが見受けられるため、
評価が確実になされるとより適切である。

2.3.2.O 作業療法士は患者の実生活を踏まえ
た指導・支援を行っている

A 入院当日には、理学療法士によって基本的
ADLが評価され、必要に応じて作業療法士も
評価するという運用である。作業療法士の
視点でも評価することで、より早期から個
別的支援が行えるものと思われる。高次脳
機能障害者の行動評価表が作成され、実生
活における課題評価が適切に行われてい
る。病棟における朝夕のADL状況については
必要に応じて評価が行われ、患者の実生活
が適切に把握されている。介入の内容が適
切かどうかがチームで協議され、個別性の
ある取り組みがなされている。退院前には
家屋訪問が行われ、自宅環境や家族の状況
に応じた作業療法が計画され、適切な指
導、支援が行われている。自動車運転につ
いては、運転シミュレーション機器を用い
て評価され、その結果を踏まえて必要に応
じて自動車学校と協力し、実際的な評価、
指導が適切に行われている。

2.3.3.O 作業療法士はチーム医療の実践に適
切に関与している

A 多職種による毎朝のミーティング等により
療法実施当日の患者情報が適切に把握され
ている。日々の作業療法の状況や変更内容
は、連絡票を用いて伝達され、それを看護
記録等に貼付することで他職種と適切に共
有されている。代行療法士への実施内容の
伝達は専用用紙で行われているが、リハビ
リテーション記録とは別に管理されている
ため、それらについても一元化すること
で、多職種間で療法内容を共有しやすくな
ると思われる。

2.3.4.O 作業療法士は質向上に向けた活動に
取り組んでいる

A 高次脳機能障害や余暇活動に関する支援
等、作業療法の質向上に向けた課題が検討
され、その改善に向けた取り組みが組織的
に行われている。他職種とともにチームに
よる業務改善が行われ、臨床における具体
的な取り組みに繫げられている（認知症ケ
ア、シーティング等）。作業療法士の教育
については基礎領域と専門領域に分けて体
系的に行われており、キャリアに応じた育
成が適切に行われている。介護実習や夜勤
体験など多職種協働に関する研修や、部門
配属のローテーションや研修記録などを活
用した学習支援等を通じて、個別的教育が
適切に行われている。
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2.3.1.S 言語聴覚士は役割・専門性を発揮し
ている

A 言語聴覚士は作業療法士と協力し、各種ス
イッチ装置の作成や生活への適合を行った
り、各種コミュニケーション機器等を整備
したりするなど、障害に応じた言語聴覚療
法が適切に行われている。言語機能や摂食
嚥下機能は標準的検査を用いて適切に評価
され、患者の個別的な機能分析によって、
介入に関する適応が判断され、計画的な療
法が行われている。摂食・嚥下障害に関し
ては、嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査にも
関わり、耳鼻科医や歯科医等の他職種と共
に客観的評価が適切に行われている。

2.3.2.S 言語聴覚士は患者の実生活を踏まえ
た指導・支援を行っている

A 入院当日の昼食時には、看護師と共に患者
の実際的な摂食・嚥下機能が適切に評価さ
れ、早期から必要な支援、指導が行われて
いる。病棟における朝夕のADL状況について
も必要に応じて評価が行われ、患者の実生
活が適切に把握されている。介入の内容が
適切かどうかがチームで協議され、個別性
のある取り組みがなされている。

2.3.3.S 言語聴覚士はチーム医療の実践に適
切に関与している

A 多職種による毎朝のミーティング等により
療法実施当日の患者情報が適切に把握され
ている。日々の言語聴覚療法の状況や変更
内容は、連絡票を用いて伝達され、それを
看護記録等に貼付することで他職種と適切
に共有されている。代行療法士への実施内
容の伝達は専用用紙で行われているが、リ
ハビリテーション記録とは別に管理されて
いるため、それらについても一元化するこ
とで、多職種間で療法内容を共有しやすく
なると思われる。

2.3.4.S 言語聴覚士は質向上に向けた活動に
取り組んでいる

A 活動・参加におけるコミュニケーション機
器の活用や画像検査を用いた評価等、言語
聴覚療法の質向上に向けた課題が検討さ
れ、その改善に向けた取り組みが組織的に
行われている。他職種とともにチームによ
る業務改善が行われ、臨床における具体的
な取り組みに繫げられている（嚥下障害
等）。言語聴覚士の教育については基礎領
域と専門領域に分けて体系的に行われてお
り、キャリアに応じた育成が適切に行われ
ている。介護実習や夜勤体験など多職種協
働に関する研修や、部門配属のローテー
ションや研修記録などを活用した学習支援
等を通じて、個別的教育が適切に行われて
いる。
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2.4 回復期リハビリテーション病棟にお
ける社会福祉士の専門性の発揮

2.4.1 社会福祉士は役割・専門性を発揮し
ている

A 各病棟には病棟専従の1名に加えて、3名の
社会福祉士が配置され、入院患者全員に対
して担当者が明示されている。入院初日か
ら患者家族のニーズの把握に努め、担当者
チームへ情報発信し、リハビリテーション
計画に積極的に反映させている。退院支援
は入院早期から必要と捉えて、複数回にわ
たり患者・家族と面接を行い、助言や関係
機関との調整を適切に行っている。

2.4.2 社会福祉士は患者の実生活を踏まえ
た指導・支援を行っている

A 社会福祉士は病棟生活での患者の身体面・
心理面の状況を面接や他職種からの情報に
よって把握し、退院支援に活用している。
患者・家族の退院後の不安を把握し、実生
活を踏まえた支援を行っている。また、退
院後に必要とされるリハビリテーション・
ケアの継続性を考慮した社会資源の活用
や、関係機関への紹介・引継ぎ等を適切に
行っている。

2.4.3 社会福祉士はチーム医療の実践に適
切に関与している

A 社会福祉士はリハビリテーションカンファ
レンスやケースカンファレンス等に参加し
て情報の収集や発信を行い、チーム医療の
推進に貢献している。患者・家族の意向を
踏まえて、必要な介護体制の確保等、在宅
復帰に向けた準備の進捗状況を把握して
チームへ発信している。社会福祉士間での
情報伝達も日常的に実施されており適切で
ある。

2.4.4 社会福祉士は質向上に向けた活動に
取り組んでいる

A 社会福祉士は月1回の地域医療介護連携室内
会議において、日常業務の状況や課題につ
いて検討し、業務改善に取り組んでいる。
また、患者・家族に対する支援の質の向上
を図るために、勉強会が計画的に行われて
いる。院外では社会福祉士会や医療社会事
業協会等の研修会にも積極的に参加し、情
報収集と発信を行っている。学会発表等の
研究活動が推進されるとより良い。
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2.5 回復期リハビリテーション病棟にお
ける関連職種の専門性の発揮

2.5.1 関連職種は役割・専門性を発揮して
いる

A 管理栄養士は入院患者の栄養評価と評価に
基づく食事選択、摂食・嚥下障害患者に対
する食形態の提案などに専門性を発揮して
いる。薬剤師は持参薬の鑑別や代替薬の提
案、摂食・嚥下障害患者に対する適切な剤
形の選択、簡易懸濁法の導入などに役割を
果たしている。歯科衛生士は常勤1名である
が、院外の歯科医師とも連携しながら、入
院患者の口腔ケアに関するスクリーニング
を行い、その後の介入にも専門性を発揮し
ている。

2.5.2 関連職種は患者の実生活を踏まえた
指導・支援を行っている

A 管理栄養士は入院時から看護師や言語聴覚
士と協働して、ベッドサイドでの栄養や摂
食・嚥下機能の評価を行い、必要に応じて
フォローや退院前の栄養指導を行ってい
る。摂食・嚥下障害のために嚥下調整食が
必要な患者とその家族に対して、退院後に
訪問栄養指導を行っている点も評価され
る。薬剤師は原疾患や合併症の管理のため
の服薬指導を適宜実施しており、おおむね
適切である。

2.5.3 関連職種はチーム医療の実践に適切
に関与している

A 管理栄養士はケースカンファレンスにも参
加して、患者の栄養状態に対する評価や介
入の進捗についてチームに発信している。
日々、ベッドサイドでも看護師や言語聴覚
士と協調しており、適切である。薬剤師は
新しく立ち上がった呼吸ケアチームに対し
て、薬剤情報を提供するなど貢献してい
る。他の関連職種に関しては、人員的な限
界はあるものの、カンファレンスへの参加
の機会が増加するとより良い。

2.5.4 関連職種は質向上に向けた活動に取
り組んでいる

A 管理栄養士はリハビリテーション栄養に関
する勉強会の開催、嚥下調整食の標準化さ
れた分類に対応するなど、質の向上に努め
ている。薬剤師は新規薬剤に対する情報収
集や勉強会の開催などに取り組んでおり、
おおむね適切である。学会発表や院外への
発信が積極的に行われるとより良い。
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3 チーム医療による回復期リハビリテーション・ケアの実践
3.1 初期評価とリハビリテーション計画

の立案

3.1.1 初期評価を適切に行っている B 入院当日に担当医により基本的な診察が行
われ、呼吸器疾患等の併発症についても他
医と協力しながら評価が行われている。医
師による生活機能評価も確実に行われるよ
う期待したい。各職種は標準的な評価法を
用いて早期に検査、測定を行っている。療
法士の評価が一部で重複しているものが見
受けられたので、チームとしての合理的な
役割分担について検討されたい。一方、各
職種の初期評価のチームでの共有と総合的
な目標立案にはより迅速な対応が望まれ
る。また、初期評価に環境や個人因子の評
価が十分でない場合も見受けられたので、
的確に評価されたい。入院初日に合同評価
を実施する等、より確実な評価共有が図れ
る運用の工夫も期待したい。

3.1.2 リハビリテーション計画を適切に立
案している

B リハビリテーション総合実施計画書の説明
は、看護師も同席して医師から適切に行わ
れ、内容も記録されている。しかし、入院
からケースカンファレンスを経て、リハビ
リテーション総合実施計画書が作成され、
患者・家族に説明されるまで2週間を要して
いる場合が見受けられるため、より迅速な
対応を望みたい。カンファレンスで立案さ
れたリハビリテーション計画が必ずしも計
画書に反映されていないため、リハビリ
テーション実施計画書が活用される仕組み
を期待したい。また、各療法の目的やプロ
グラムがチームとして整理され、有機的な
ものになるよう、カンファレンスにおいて
協議されるとより適切である。
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3.2 専門職による回復期リハビリテー
ション・ケアの実施

3.2.1 各職種により患者に必要なリハビリ
テーション・ケアを実施している

A 初期評価に基づき、必要なリハビリテー
ション・ケアが入院当日から実施されてい
る。一日6単位強の疾患別リハビリテーショ
ンが提供されているが、単位数に関して
は、病態や進捗に応じて重み付けがあると
より良い。個々の患者のリスクについては
明確に把握されており、適切である。患者
の体格に車椅子が適合していないものが一
部で見受けられたため、日常生活の自立に
向けて、患者の能力が発揮できるよう、器
具の適合にも留意されたい。個別リハビリ
テーション時間以外の活動性向上のため、
集団体操や手工芸などが看護・介護職によ
り計画・実施されている。患者の趣向を取
り入れた活動の提案があるとより適切であ
る。

3.2.2 リハビリテーションの進捗状況を共
有している

B 毎朝、病棟にて看護師や療法士等による
ミーティングが行われ、当日の患者の病状
や生活状況について共有されている。医師
については必ずしも出席できていないた
め、業務スケジュールに対する配慮を期待
したい。カルテや看護記録等は紙媒体であ
るが、同一ファイルで管理され、情報共有
しやすいものとなっている。患者のADLケア
の方法について一覧できる記録を整備し、
職員間で統一したケア方法を行うための工
夫が必要である。ケースカンファレンスや
その他のカンファレンスで議論された内容
はカルテに記載されているが、それがリハ
ビリテーション総合実施計画書に反映され
ていないことや一部の項目が空欄のまま推
移していることが見受けられた。FIM評価の
妥当性や記載内容を確認し、実施計画書の
内容が各職種のその後の行動に繋がるもの
となることを期待したい。
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3.3 多職種による課題の共有と対応

3.3.1 定期的な情報共有による新たな課題
の評価・検討を行っている

A ケースカンファレンスが月1回行われ、リハ
ビリテーション計画は定期的に見直されて
いる。その間にも必要に応じて、適宜協議
の場が設けられるなど、新たな課題の抽出
は概ね適切に行われている。カンファレン
スにおいては、各々の職種がさらに主体的
に参画することでチーム性のある計画が立
案されるとより適切である。リハビリテー
ション目標については、患者の機能予後と
その到達期間等をチーム内で確認し、何を
いつまでにどの職種が行うかを明確にする
とより良い。

3.3.2 新たな課題の解決に向けたリハビリ
テーション・ケアを実施している

A カンファレンスにおける協議結果に基づい
て、看護・介護・療法等の計画が見直さ
れ、病棟チームが患者・家族を適切に支援
している。療法士のリーダー等により、各
職種のリハビリテーション・ケアの進捗状
況が把握されており、患者の課題に応じた
支援が適切に調整されている。実際の調理
作業や近隣の農地を利用した農作業をプロ
グラムに組み込むなど、在宅復帰に向けた
新たな課題に応じて、個別的なリハビリ
テーション・ケアが適切に行われている。

3.4 在宅復帰に向けた多職種による協働

3.4.1 在宅復帰とその維持に必要な患者固
有の課題の評価・検討を行っている

A 入院早期に在宅復帰に向けた課題が看護師
や社会福祉士等によって検討され、チーム
内で共有されている。退院前には、理学療
法士等によって自宅訪問による環境評価が
適切に行われ、その環境に応じたリハビリ
テーション・ケアの指導が行われている。
在宅復帰を念頭に置いた介入を実施するた
めの家屋調査はより早いタイミングで実施
することが望ましい場合もあるため、入院
時訪問指導の実績も積まれたい。退院後の
課題抽出や支援計画に当たっては、退院支
援室の作業療法士も検討に加わり、実際的
で円滑な在宅復帰の支援計画が適切に立て
られている。ケアマネジャー等との介護
サービス担当者会議等も適切に行われてい
る。

3.4.2 在宅復帰とその維持に向けた課題の
解決のための具体的な取り組みを
行っている

S 夜間の排泄回数等、退院後の生活で課題と
なりうるADLに対し、その自立や介護量の軽
減に向けた多職種による支援が適切に実施
されている。看護師等による移動ケアも積
極的に行われ、生活活動度の維持・向上の
ための取り組みが適切に行われている。社
会復帰に向けて教習所と連携した運転能力
評価の取り組みも評価される。病院が受託
している地域リハビリテーション広域支援
センターや高次脳機能障害者支援センター
の各種支援事業とも連携し、退院後の就労
や就学に向けた支援が具体的かつ適切に行
われており、高く評価できる。管理栄養士
による退院後の訪問栄養指導も良い取り組
みである。
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