
〒816-0956  　 福岡県 大野城市 南大利 ２丁目 ７番 ２号	

第75回誠愛院内勉強会：H27年度各部署の展望	

脳卒中を主体とした回復期リハビリ病院	

　日本 脳卒中学会認定研修教育病院 --- 2015年 更新	

　日本 老年医学会認定研修教育病院 --- 2014年 更新	

　日本 医療機能評価機構 認定病院    --- 2013年 更新	

  日本 リハ医学会認定研修教育病院  --- 2011年 更新 

　 	 	　　　　　新職員の皆さんは、当院のHPやFBをぜひ覗いてみて下さい	



各部署からの今年度の活動目標/方針	

	 	 	 	 	 	　　　	

１）はじめに 	- H27年度（第II期3年目）の抱負と展望 - 	井林　　  院長 	5分	
	

２）医局 	 	 	 	 	 	石松　 医局長 	〃	
	

３）看護部 	 	 	 	 	 	吉村　 　 次長 	〃	
	

４）リハビリ部	 	 	 	 	 	 渕　　 副院長 	〃	
	

５）福祉部 	 	 	 	 	 	中村　　  部長 	〃	
	

６）管理部 	 	 	 	 	 	今村　　  部長 	〃	
	

７）カトレア 	 	 	 	 	 	岩瀬　  施設長 	〃	
	

８）小児部門 	 	 	 	　   	 	黒川 名誉院長 	〃	
	

９）総評 	 	 	 	 	　　　　  小野山  理事長 	〃	

各部署から、年度始めの話題提供をお願いしています	



2008年度以降7年間の疾患別リハビリ入院患者数	

2008年
度	

2009年
度	

2010年
度	

2011年
度	

2012年
度	

2013年
度	

2014年
度	

その他	 29 17 18 25 11 11 27 
廃用症候群	 20 55 84 32 67 73 13 
運動器疾患	 90 144 168 187 239 207 284 
脳血管疾患	 404 430 391 420 404 408 371 
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543 646 661 664 721 699 695

入院患者総数は経年的に漸増し、昨年度が 
激減したわけではないが、廃用が厳しくなり、 
脳血管疾患が減少しつつある（減収の一因） 
➡️➡➡ この筑紫地区医療圏では貴重な存在 
だが安心することなく質的向上に拍車をかけ 
入院患者 750人/年 を目標に努力しましょう。	
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2008年度以降7年間の疾患別リハビリ入院患者％	

2008年
度	

2009年
度	

2010年
度	

2011年
度	

2012年
度	

2013年
度	

2014年
度	

その他	 29 17 18 25 11 11 27 
廃用症候群	 20 55 84 32 67 73 13 
運動器疾患	 90 144 168 187 239 207 284 
脳血管疾患	 404 430 391 420 404 408 371 
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運動器比率が漸増し
略4割に達する勢い! 
脳血管疾患は約5割	

➡️➡➡ 当院の職員が得意とする
脳血管の入院紹介を増やす努力
と工夫；患者にATMな医療を提供	
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2008年度	 2009年度	 2010年度	 2011年度	 2012年度	 2013年度	 2014年度	

2008年以降の一日平均入院患者数	

７年間で  平均189人/日 

191 189 190 187 193 192 180

　　　　　 減少の原因 
1. 一般／亜急性期病床の撤廃 
     回復期170床*、療養型36床の計206床 
2. 廃用症候群受け入れの制約 
3. 徳洲会が回復期病床を開設 
4. 冷夏で脳卒中の発症が激減 
　  ➡️ 昨年10月は真逆の一時150人台に 

2013年度まで回復期116床、2014年度から回復期170床!* 
	

195�
1日あたりの平均入院患者数	人	



2008年
度	

2009年
度	

2010年
度	

2011年
度	

2012年
度	

2013年
度	

2014年
度	

国内発表	 5 2 1 2 10 7 4 
国際学会	 4 0 2 3 2 3 2 
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医局学会発表数の年次推移 
（一部にリハ部/看護部との共同発表を含む）	

第23回日本老年医学会 
九州地方会 2013(福岡) 

当院主催at九大百年講堂 
	

当院オリジナルの原著＋症例報告	



2008〜2012年に当院回復期リハ病棟に入院した脳卒中患者
連続	  1,301	  症例（男性56.1%；平均年齢	  68.6±13.3歳）の初発病型 	

当院（回復期リハ病院）における脳卒中患者の病型別分類	

入院中の再発は16例（1.2%）：男女比	  9/7；平均年齢	  72.3±9.4歳；初発から再発
までの平均期間は108.8±56.8日；平均在院日数は77.3±59.2日。 再発した16例
の原疾患は脳梗塞12例、脳出血4例、SAHなし。	 萩原のり子,	  ほか：脳卒中35:	  411-‐417,	  2013	



初発病型別にみた再発時の臨床病型 (TOAST分類)	

再発16症例における初発病型と	  
最発病型との関連を示している	  

下線は初発時と同一病型で再発した症例	

再発が脳梗塞 	  8例	  
再発が	  	  	  	  TIA 	  2例	  
再発が脳出血 	  6例	  

萩原のり子,	  ほか：脳卒中35:	  411-‐417,	  2013	

脳梗塞→脳出血 	  5例	  

に注目して	  
みました！	



脳出血により再発を来した脳梗塞症例の患者背景	
萩原のり子,	  ほか：脳卒中35:	  411-‐417,	  2013	



脳出血により再発を来した脳梗塞症例の患者背景	
萩原のり子,	  横山信彦,	  井林雪郎：脳卒中35:	  411-‐417,	  2013	

5例中４例には 何と Microbleedsが比較的多い？	

白質病変？	

再発時
CT	

初発時
DWI	

初発時
T2*	



入院時経管 → 退院時経口摂取 獲得率 (年次変化) 
横山葉子ら：リハビリテーション・ケア合同研究大会 長崎2014	



入院時経管患者の在宅復帰率 (年次変化) 

平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 
N=33 N=44 N=37 N=28 
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在宅 

施設 施設 

施設 施設 

57.5％ 30.6％ 27.3％ 53.8％ 在宅復帰率 

横山葉子ら：リハビリテーション・ケア合同研究大会 長崎2014	



病院経営運営改善＋経験ある 
Y医師らによる  経⼝口摂取推進

医師同⼠士が情報を 
共有できる雰囲気

医師の増員/⼤大学 
協⼒力力による余裕

介⼊入のメリット

⾃自分の患者で効果を実感

職
場
環
境

個
⼈人
の
内
⾯面

IOFICの定着；今後は継続システムの確⽴立立

誤嚥性肺炎の恐れ 
嚥下評価のやりにくさ 

介⼊入のデメリット

ADLの改善
QOL 

臨臨床体験に基づく共感

当院における積極的経⼝口摂取への取り組み

横山葉子ら：リハビリテーション・ケア合同研究大会 長崎2014	

➡︎ 刺激	

(Intentional Oral Food Intake Challenge)	



回復期入院脳梗塞患者における悪性腫瘍新規発見	

! 2008〜2014年:初発脳梗塞入院患者1051例中	
　回復期において８例(略8%)のガンが見つかった	
　（入院期間 中央値125日、年齢72.6±12.8歳、女性 42.5%）	  

心原性	
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もやもや病	  3%	

奇異性脳塞栓 1%	

その他 5%	

原因非特定
40%	

脳梗塞	  
1051例	

分類不能例	  
242例	

原因非特定脳梗塞９７例 （	  	  9%）　→　３例にガン （3.1%）*	

原因特定脳梗塞 ９５４例 （91%）　→　５例にガン （0.5%）	

いわゆる  TTrroouusssseeaauu症候群  
　　　　　　　が有意に多い！    

横山葉子ら：日本脳卒中学会 STROKE2015　広島2015	



2008年度以降 この７年間の実績	
第Ⅰ期 (建設期5年) + 第Ⅱ期 (活動期2年) + 第Ⅲ期 (貢献期)	
　○安全かつ全人的なリハ医療の提供＋質的な特徴を出していく。	

　○多職種による”チーム医療” 、FLEXリハ、365日リハ、摂食嚥下リハを強化。	

　○歯科医師・歯科衛生士との連携	
	

以下は従来通り進めていく、一部追加する	
● 福祉部、看護部、リハ部、医事課、医局、管理部、医療情報部による入院検討委員会を継続。	

● 入院後の転倒/骨折などの可能性のICを得た上で、積極的な在宅復帰のリハビリを提供。	

● 家族との前面談＋入院をASAPで受け入れるシステム作りと丁寧で優しい対応を。	

● 摂食嚥下チーム＊EST委員会結成、EST回診定着、歯科衛生士加入。 ＊Eat Swallow Team	

● 職員が情報共有し報連相徹底するために、部署間連絡会議を毎週火曜日開催/継続。	

● 国内外の学会/研究会での発表継続、今後は論文化を意識し各部署が世界発信を目指す。	

● 出産子育て女性職員のための病院託児所：時代に応じたFLEX環境なども整備。	

● 仕事＆生活両立に向けWLB：看護部だけでなく病院全体に浸透（介護休暇なども）。	

● 病棟／外来会議が４月より新たに発足。	

☞　組織成熟に向け更なるルール作りと必要な委員会発足、	
　　 医療人にとってのEQ (感情指数) 向上の訓練も必要 !?　　　	

何よりも、先ずは
大きな事故や訴訟
が１件もなかった
ことに感謝します  



2015年度以降これからの展望	

2015年度以降の抱負と展望（第II期=活動期３年目）	
	

○ 病院機能評価再審合格後→４年間さらに好評価を得る努力
	不断のサービス精神と賢い節約、各人が微増収の考え方を	

○ 新病院移転に向けての期待と実現：日々ATMの精神で	

○ 周辺急性期〜後方病院との連携	

	福祉部による定期的地域連携訪問/強化の継続、近隣の	

	急性期病院スタッフの皆さんとの情報交換を密に	

○ ESTのほか下肢ケア(FCT)、認知症ケア(DCT)など進捗中	

○ 各部署での人材確保の努力／リハ専門医受験、など	



＜平成27年度 部門活動計画＞ 

医局 
 
 

誠愛院内勉強会 
H27年4月21日 



ひとりひとりの患者さんに質の高いリハビリ
テーション医療を提供すべく、生涯学習の
精神を持ち、日々の研鑽に努めます。 
 

＜医局 理念＞ 



 常に新しい医療知識の修得を心がけ、患者さんから信
頼されるよう人間性の向上に努めます。 

 科学的根拠に基づいた医療を、分かりやすく説明し、
同意の上に実行します。 

 医の職業倫理と患者さんの権利を念頭に、日々の診療
を行います。 

 患者さん中心のチーム医療を推進するため、他職種と
連携をとり行います。 

 

＜医局 基本方針＞ 



 ①平成26年度中に３病棟を回復期リハ病棟ⅢからⅡへ
の格上げを目指す→完了 

 ②外来リハビリテーションの再構築の継続→ほぼ完了 

 ③歯科との連携を強化、DCT・FCTの立ち上げ→完了 

 ④近隣医師との勉強会(リラックス・カンファ)→継続中 

 ⑤医局から海外学会へ毎年１演題を努力目標→完了 

 ⑥院内職員教育を充実→入職時オリエンテーション 

＜平成２６年度 部門活動計画  医局＞ 



 ①DCT(認知症ケアチーム)とFCT(フットケアチーム)の確立と充実 

 ②装具作成までの時間短縮（特に長下肢装具） 

 ③病棟会議の新規発足により、病棟の均質化を図る 

 ④近隣急性期病院との連携の強化 

 ⑤医局会議の学問的レベルアップにより学会発表を促進 

 ⑥次世代医師のリクルートと、専門医取得の努力 

 ⑦新病院構想の基礎造り（電子カルテシステムを含む） 

＜平成27年度 部門活動計画  医局＞ 



平成27年度 看護部活動目標 

看護部 吉村綾子 

第1回（通算第75回）誠愛院内勉強会 



平成27年度 看護部活動目標 

１．財務の視点 
 

 看護師・介護職員の人材確保 
 

 ・看護師の離職率の低下 
     看護師離職率 12.9％（平成25年度） 
                               8.6％（平成26年度） 
 

   平成27年度 看護師離職率 7％以下 
 

 ・情報発信  
     ブログ の定期的な更新 
 

 ・看護学生の実習受入れ 

             平成26年度 8名 → 平成27年度 28名 

 



平成27年度 看護部活動目標 

２．患者満足の視点 
 

 安全な看護・介護の提供 
 

 ・転倒転落事故の減少 
 

    平成26年度 転倒件数247件→194件 
         （前年比24％減少：目標達成） 
 
    平成27年度 前年比 5％減少 
 
 
    
 
 

     

 



平成27年度 看護部活動目標 

３．業務プロセスの視点 
    

 ワークライフバランス推進プロジェクト継続 
 

     ・業務改善 
 
   ・看護師・介護職員の働きやすい環境を考える 
 
   ・２交替勤務の試験的導入 
 



平成27年度 看護部活動目標 

４．人材育成の視点 
 
 看護研究の推進と研修会への参加 
 

  平成26年度 学会発表 5件目標 → 6件  （達成） 
    院外の研修会参加人数120名目標 → 247名(達成） 
 
 
  平成27年度 学会発表 5件目標  
         院外の研修会参加人数 200名  
 



平成27年度

リハビリテーション部活動目標

• 各診療への適切な人員配置により、効果的な

収益の確保する。 （財務の視点）

• 明確な専門性に基づいた、安全で質の高いリ

ハビリテーションを実施する。

（患者満足度・業務プロセスの視点）

• 臨床に根ざした教育・研究体制を充実し、そ

の成果を公表する。 （人財育成の視点）

平成27年4月21日
渕 雅子



各診療への適切な人員配置により
効果的な収益の確保する。

さらなる専従性と効果的なシェアリング

• 入院診療：回リハ病棟の安定と充実 16.2単位/Th

＊回復期リハ病棟入院料１の検討

• 外来診療：年間通じて安定した登録数と出席率を確保
する工夫 15.4単位/Th 出席率90％・補てん

• 通所リハ：利用者数の安定確保 85人/日

＊リハマネージメント加算Ⅱの検討

生活行為向上リハ

入院
外来
成人

外来
小児

通所 訪看
カト
レア

その
他

実働 休職 総数

平成26年 91 7 12 12 7 7 7 143 8 151

平成27年 95 6 14 12 7 7 5 146 3 149 人

セラピスト
配置人数



明確な専門性に基づいた、安全で
質の高いリハビリテーションを実施する。

• 安全性：転倒事故件数の検証

事故転倒 20件以内

• 質：専門職を再考し診療の特徴を明確にする

①PTOTSTの専門性と実践の手続きを明確にする

②診療の専門性の明確化

・回復期リハ：4病棟での質の均一化：

病棟間、担当間、個々の患者に応じた内容の充実

・回復期から生活期への移行の充実：

十分な情報提供とフィードバックができる体制づくり

基本柱と具体化



臨床に根ざした教育・研究体制の充実と
その成果の公表

• 職員教育
1.経験年別症例検討会：3～4回/月 30回/年 出席率↑

2.診療別勉強会：1回/月 第1木曜日 10回/年
3.職種別勉強会：毎週～隔週月曜日専門性の明確化
4.トピックス：毎週水曜日
ボバース関連：紹介コース 基礎コース 上級コース

• 研究
領域：VICON/NIRS/上肢ロボット＋高次/摂食嚥下/回リハ

学会発表：H25年19演題/8学会→H26年14演題/8学会
＊質の向上→セレクト，キャリアパス

執 筆：H24年 2編→H25年 6編→H26年 ６編
＊主要領域での原著論文化

79%→86.5% 90%



平成26年度実績  

 
  

平成27年度第1回誠愛院内勉強会 

2015.4.21 

福祉部 中村真紀 



入院紹介 n=742 



疾患別分類 

平成26年度 
n=695 



疾患別分類   
23年度比較 

7.6％減 
23年度比較

7.1％増 



居住地   



平成27年度活動目標 福祉部 

 
  

平成27年度第1回誠愛院内勉強会 

2015.4.21 



1.財務の視点 
 

 

 

 

 

 

 

年度 1日平均入院患者数 

平成26年度 実  績：180.1床 

平成27年度 病院目標：190.0床 

【目標】連携強化 
・施設訪問  
・毎月の報告（お便り） 
・研修会での交流 



2.患者満足度の視点 

年度 家庭訪問件数 

平成26年度  退院後家庭訪問 22件/年 

平成27年度  入院中・退院後家庭訪問 30件/年 

【目標】在宅復帰    

・入院前から入院～在宅までの将来構想を描くことが  

 できるよう在宅復帰への準備状態を促進 

・帰りたい場所、地域で生活が継続できる支援体制強化 

  



3.業務プロセスの視点 

年度 説明会開催件数 

平成26年度 介護保険について：10回/年 

平成27年度 介護保険について：10回/年 

【目標】業務の効率化（含：患者・家族満足度UP） 
・個別説明から集団説明 
・疑問を共有し、解決の場 
・患者・家族同士の交流の場 
・在宅復帰へ向けての準備状態を促進 



4.人材育成の視点 

【目標】社会福祉士の資質向上 

・在宅復帰への退院支援、各種相談への支援へ寄与 

・自己研鑚 

年度 学会・研修会参加人数、部内勉強会数 

平成26年度 13名/年（学会報告1件） 

平成27年度 12名/年 



平成２６年度実績と 
平成２７年度活動方針 

 
 

          平成２７年４月２３日 
                    管理部 



平成２６年度活動方針  
収入面の外部要因 
診療報酬の改定⇒ ３病棟を回復期(全病棟包括化) 
近隣病院の回復期開設 
支出面の外部要因 
消費税増税・光熱費の値上げ   
  一層の業務見直しによるコスト削減   利益の確保 
 
平成２７年度活動方針 

医療費削減の流れにより収入増を図りにくい環境の中、利益
の確保のために更に一層の経費削減を図る。 
 

1.経費の削減 
2.業務の効率化・標準化 
3.患者満足度の向上・職員満足度の向上 
4.人材育成 



  平成２６年度目標 平成２６年度実績   平成２７年度目標 

総務 光熱費の削減 

電気使用量△１１．６％、料
金で約５百万円分 
 

水道使用量△１７．１％、料
金で約４百万円分 

  光熱費の削減  
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誠愛電気使用量 
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カトレア電気使用量 
25年度 26年度 
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カトレア水道使用量 
25年度 ２６年度 



平成２６年度の目標と実績 平成２７年度の目標 

  目 標 実 績   目標 

総務
人事
経理 

備品・消耗品費の削減  
 

物品修理及び購入時に他社見
積を取り、業者比較を行った 

  
備品・消耗品費の削減  
物品比較・業者比較をきめ細か
く行う 

外部への委託の検討、全業務
の一括委託も検討 

委託業者を4社変更            引き続き委託業者の見直し 

人事情報の電子化 
人事の基本情報は入力済み    
異動履歴、免許情報が未入力 

引き続き人事情報の電子化 

新人事システムの習得 
人事システム、給与システム、
社会保険システムの基本的操
作は習得 

  

新人事システムの活用 

新会計システムに関する知識の
平準化 

予定勉強会12回中11回実施 
新システムを効率良く運用 

マイナンバー制度導入など法
律・制度面の職員への周知・徹
底 

医事 年間の減点金額３００万円以内 
年間の減点は470万円 
内リハビリが330万円と78％ 

  年間の減点金額３００万円以内  



薬局 

在庫管理の徹底  
月購入額１１００万円以内 
棚卸額６００万円以内 

薬剤師と調剤助手の連携によ
り在庫管理は非常に上手くいっ
た 

  
医薬品在庫金額の平準化     
月購入額１１００万円以内      
半期棚卸額６００万円以内 

服薬指導件数 １４４件 達成率93％、134件   服薬指導件数 １４４件 

採用医薬品情報の発信 

 
必要な情報を医薬品安全管理
委員会で報告 
DIニュースを毎月発行 
薬局で漢方薬の勉強会を開催 

  採用医薬品情報の発信 

検査
放射
線 

廃棄フィルムのデジタル化 
MRIフィルムのPACSへの読込
み 月１００枚 

廃棄フィルムのデジタル化 
MRIﾌｨﾙﾑの読込みについては 
目標をほぼクリア 

  
廃棄フィルムのデジタル化 
MRIフィルムのPACSへの読込
み 月１００枚 

再撮影回数の減少  
月２０件以内 

再撮影回数はほぼ目標達成   
再撮影回数の減少  
月２０件以内 

平成２６年度の目標と実績                 平成２７年度の目標 



医療
情報
室 

包括診療に伴う患者毎の医療行為
(検査・薬剤など)を適切に把握可能
な機能の構築 

医事データより利用者毎の診療行
為別分類データは取得出来たが、
その後の統計資料が不十分 

  
包括診療に伴う患者毎の医療行為
(検査・薬剤など)を適切に把握可能
な機能の構築 

電子カルテの３病棟回復期対応 
回復期病棟入院患者の対象・対象
外の対応 

電子カルテ内部の対応において、
費用対効果の面から対応できない
ものもあった 

  
電子カルテの最適化 
現在の運用に見合った費用対効果
のある改修 

コミュニケーションボードの再構築 
統計内容の公開 

コミュニケーションボードの改変は
完了したが、統計内容公開や再構
築が不十分 

  
コミュニケーションボードの再構築 
統計内容の公開 

将来の電子カルテの検討(WEB系シ
ステム構築の学習) 

講習会への参加や自己学習は継
続している 

  
将来の電子カルテの検討(WEB系シ
ステム構築の学習) 

栄養 

流動食・補助食品の在庫額８万円
以下(１箱以上の在庫は置かない) 

在庫額はほぼ8万以下におさえるこ
とができた 

  

補助食品付加の見直し 
補助食品が付加されている患者の
モニタリング、食事状況の観察を月
に１度は行う 

食事情報内容の共有 
電子カルテと食札の内容一致  
月に１度は全病棟確認 

確認することができており、来年度
も通常業務としてとりいれていく 

  
月に１度の行事食の提供 
年に２回の嗜好調査  

約束食事箋の改訂 進捗なし。   
日々の献立の見直し  
栄養士、調理師の連携 

平成２６年度の目標と実績                 平成２７年度の目標 



    介護老人保健施設カトレア 
 
 ～平成２６年度の反省と平成２７年度の展望 

 
 

施設長  岩瀬豊子 
 

平成２７年４月２１日  誠愛リハビリテーション院内勉強会 

１．～平成26年度の反省 

２．介護報酬改定 

３．平成27年度の目標 



     平成26年度診療報酬改定 



 １．平成２６年度の反省 
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稼働率 在宅復帰率 

  平成２６年度 在宅復帰率と稼働率 



平成24年 平成25年 平成26年 

入所  平均利用者数（人） 89.9   89.5 88.9 

     在宅復帰率（％） 32.1 31.1 45.5 

     平均在所日数（日） 430.4 406.9 361.1 

     入所開始者数（人） 80 90 62 

        退所者数（人） 78 90 66 

通所  平均利用者数（人） 26.1 24.4 24.6 

  平成２４、２５、２６年度の基本データ 

入所定員100人 通所定員40人 
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          利用者の希望 



介護サービス全体では、過去最大のマイナス改定 

  基本報酬は大幅引き下げ 

  加算で機能強化を促す 

 

老健は、加算算定できれば 

  在宅復帰強化型はプラスも可能 

  在宅復帰支援加算型も影響軽微（他サービスに比べ） 

    ２．介護報酬改定 



入所 

・基本報酬３％引き下げ（平均27単位/日↓） 

 

・在宅復帰支援加算       21単位→27単位/日↑ 

・サービス提供体制強化加算（新設） 

  （Ⅰ）イ、介護福祉士6割以上  18単位/日↑ 

     （Ⅰ）ロ、  〃    5割以上  12単位/日→ 

・口腔機能維持管理加算（新設） 

             500単位/月 （対象者約20名）↑ 

・地域区分上乗せ加算 

                1単位 10.14円→10.27円↑ 

      

      

     介護報酬改定 

現状のサービスを評価 



通所リハ 

・基本報酬に個別リハ包括される （約36単位/日↓） 

・中重度ケア体制加算（新設）      20単位/日↑ 

・サービス提供体制加算    

     介護福祉士５割以上   18単位/日（6単位↑） 

・リハマネ加算（Ⅰ） 現行通り     230単位/月→ 

   〃    （Ⅱ） 加算要件厳しい 1000単位/月↑ 

・生活行為向上リハ実施加算（通リハ卒業が条件） 

      開始3か月2000単位/ ４-6月1000単位/月 

・社会参加支援加算（通介への移行）  12単位/日↑  

・送迎未実施減算           片道47単位/回↓ 

・地域区分上乗せ加算 

                1単位 10.17円→10・33円↑           

  

     

      

     介護報酬改定 

通所リハ卒業（入所の在宅復帰支援に匹敵した強化型リハビリへ） 



１．介護課を中心とした職員体制 

２．入所 

３．通所 

４．その他 

  ３．平成27年度の展望 



 
     

      魅力ある働きやすい職場環境 

               委員会活動 

                  書類・事務処理の効率化  

                                

        キャリアアップ支援 

                    介護福祉士資格取得のサポート 

 

       処遇改善加算 

          

                      介護課を中心とした職員体制 



 
     

         在宅復帰支援加算の継続 

               

           入所者数  平均91人以上 

 

            入所前面談 希望の確認 

 

                   誠愛リハ病院 

                   急性期、地域包括ケア病棟 ・・・利用者希望区分                

                   在宅  

       

                 病状安定（安定した利用者の確保と体調管理）            

              

                                      

                             入所 



     平均利用者数28人以上                    質の高いリハビリ（通所介護との差別化）                 日常生活の機能向上                                       短期入所の利用しやすさ   
                   

                         通所リハビリテーション 



 
       クラブ活動 
             音楽クラブ 書道 塗り絵 水墨画 短歌クラブ 
             （講師は全てボランティア） 
               ex)HPで改善不可と言われた頚椎症による 
                 手指運動障害が、塗り絵に夢中になり改善 
 

          季節行事  
                  新年会  お花見  夏祭り  長寿を祝う会 
                  お月見  運動会  クリスマスコンサート 
 

       外出行事 
                  買い物   太宰府   福岡タワー   
               クリスマスイルミネーション 
 

        年2回のアンケート（選択、自由記載） 
         
              
 

                            その他  



2015年小児科の動向 

2015年4月21日 

院内カンファ 



小児外来患者数の推移 

2012/4～ 
  2013/3 

2013/4～ 
  2014/3 

2014/3～ 
  2015./3 

延患者数 24,468 19,965 19,573 

実患者数 1,008 875 802 

新患者数    196→80      164            161  
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2014年度小児外来患者住所分布 

大野城市 春日市 筑紫野市 

太宰府市 那珂川町 福岡市 

糟屋郡 小郡市 その他 



小児勉強会 

•家族の社会の中で変化し続ける
発達障害、てんかん、脳性麻痺
など 

•脳機能からみたてんかんのメカ
ニズム 

•小児神経学入門 

 
 

 

 

 



研究・啓蒙活動 
• 「中・高年の健康と子育てサポートに関するメ
モ」 子育て問題を考える福岡会議  

                2014.9.17.  福岡市 

• 「成人期の難治てんかん」  茜園研修会    

                  2014.10.24. 飯塚市 

• 「てんかん性発作と非てんかん性発作の鑑別
法」  

      フレンズ研修会  2015.3.4.  筑紫野市 

・ 「100歳時代を生きる」  

  優良法人会、ロータリー、小児科臨床懇話会 

 


