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1.財務の視点 
 

 

 

 

 

 

 

年度 1日平均入院患者数 

平成28年度 
平成29年度 

実  績：185.8床 
実  績：176.3床 

平成30年度 
病院目標：186床 

（回リハ対象平均170床以上） 

【目標】連携強化 

・施設訪問  
・研修会 
・連携パス会議 
・月報（連携先への退院患者報告） 



2.患者満足度の視点 

年度 家庭訪問件数 

平成29年度 入院中・退院後家庭訪問 20件 / 年 

平成30年度 入院中・退院後家庭訪問 24件 / 年 

【目標】在宅復帰率向上    

・回復期リハ病棟の使命：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、地域での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29年度 介護保険： 7回 / 年 

平成30年度 
①介護保険 ②身体障害者手帳 
③施設   ④退院後の相談 
＋座談会： 9回 / 年 

【目標】業務の効率化（含：患者・家族満足度UP） 

・個別説明 ⇒ 集団説明  
・社会資源への理解を促進 
・在宅復帰へ向けての準備状態を促進 
・疑問を共有し解決の場 
・患者・家族同士の交流の場 



4.人材育成の視点 

【目標】社会福祉士の資質向上 

年度 学会・研修会参加人数 

平成29年度  35名 / 年  

平成30年度  24名 / 年 

・自己研鑚 

・入退院支援、各種相談への支援へ寄与 



     介護老人保健施設カトレア 
 
  ～平成２９年度活動報告と平成３０年度活動計画 

 

 
                         施設長  岩瀬豊子 

 平成30年４月17日  誠愛リハビリテーション院内勉強会 

1 理念（カトレア命名の由来） 

2 運営方針 

3 平成29年度 活動報告 

4 平成30年度 活動計画          



１．理念（カトレア命名の由来）     

住み慣れた地域で、親しい人々に囲まれて、お一人お一人が快適に過ごせるように 
最良の介護サービスを提供します  



２．運営方針    



    

3 平成29年度 活動報告① 
           （全老健資料から） 
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入所定員100人 通所定員40人 

平成26年度 27年度 28年度 29年度 

 入所    平均利用者数（人） 88.9 91.6 91.7 89.6 

          在宅復帰率（％） 45.5 35.6 42.1 37.3 

                 平均在所日数（日） 361 389 446 465 

         入所者数（人） 
  （リピーターを除く新規利用者数） 

62 
(41) 

92 
（70) 

73 
(59) 

70 
(46) 

 通所    平均利用者数（人） 24.6 24 23.3 21.9 

3 平成29年度 活動報告② 
              （カトレア） 



3 平成29年度 活動報告③ 

      

１．財務の視点 

 入所  ・在宅復帰支援加算算定（在宅復帰率37.3%）、 

      ・稼働率８９．６人（減少）       

      ・近隣病院との連携強化 

      ・在宅型施設との新たな連携 

 

 通所  ・平均利用者数 ２１．９人（減少）   

      ・体験利用定着 

      ・平成30年度医療介護同時改定に向けての準備 

                ・・・・ﾘﾊﾏﾈⅡ算定体制確立 

 



3 平成29年度 活動報告④ 

      

２．利用者満足の視点 

   ・看護体制強化 

     ・クラブ活動（塗り絵 書道 水墨画 短歌 音楽） 

     ・新規調理器具の導入  

 

３．業務プロセスの視点 
     ・施設内ネットワーク化による業務効率向上 

 

４．人材育成の視点         

    ・老健大会（全国）演題発表 

       ・・・在宅長期胃瘻患者の経口移行へのとりくみ 

     ・施設内研修会 



3 平成30年度 活動計画① 

      

１．財務の視点 （平成30年介護報酬改定への対応） 

 入所 ・・在宅復帰・在宅療養支援等指標点数化による5段階化    

         →加算型（3番目）を目指す     

     ・・新たな加算算定 

         →医療の評価  所定疾患施設療養費Ⅱ  

                       かかりつけ医連携薬剤調整加算 

         →介護の評価  排泄支援加算  

 

 通所 （長時間サービスの大幅な報酬ダウン 平均8.5%） 

         ・・リハビリテーション提供体制加算 

   ・・リハビリテーションマネジメント加算 

       Ⅰ（全員）Ⅱ（対象者全員加算を目標） 

       Ⅲ（新規利用者に導入）Ⅳ（今後の課題） 
 



3 平成30年度 活動計画② 

      

２．利用者満足の視点 
   ・・新委員会発足 

        →在宅復帰支援、個別ケア支援、排泄、経口維持   

     ・・クラブ活動継続（書道 塗り絵 水墨画 短歌 音楽） 

     ・・新規設備（浴室設備、 リハ訓練器具）   

      
３．業務プロセスの視点 
     ・・施設内ネットワーク化を更に進める 
 
４．人材育成の視点        
    ・・老健大会演題発表   
     ・・施設内研修会 



小児外来の現状と 
今後の展望 

誠愛リハビリテーション病院 小児科 

横溝 裕子         



過去3年間の新患数 
  リハビリ有り・無しの内訳 
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過去3年間の新患数  
   初診時年齢の内訳 
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H29年度新患における 
初診時診断名の内訳 

自閉スペクトラム症 
47% 

注意欠如多動症 

13% 

精神遅滞 
10% 

構音障害・言語遅滞 
9% 

脳性麻痺 
6% 

運動遅滞 
5% 

てんかん 
2% 

その他 
8% 

字

N=101 

その他 
結節性硬化症 
ダウン症 
モヤモヤ病 
小頭症 
先天性ミオパチー 
多発性関節強直 
裂脳症 
脳動静脈奇形 



課題① 
受診希望者が多すぎる 
 

•近年の発達障害児の増加 

• 100人以上9か月以上待ちになった時期も・・ 

•他療育機関も同様の状況 

 



対策 

○予約システムの変更 

・月1回HPで告知した日時に電話受付 

・リハビリの空き枠に合わせて人数を決定 

 

○対象者を絞る 

・小学6年生まで 

・リハビリ希望者のみ 

・紹介状持参 



 
課題② 
小児担当セラピストの負担が大きい 

・一人当たりの単位数が少なく（月12単位上限）

受け持ち患者数が多い 

・書類業務が多い 

・保護者や学校・幼稚園とのやりとりが多い 



対策 

・一人当たりの単位数を増やす 

 （隔週のリハを減らす） 

・書類の簡素化 

 （テンプレート作成、サマリーを汎用できる形式で
記載） 

・書類業務に充てる時間の確保 

 （キャンセル時の枠を活用） 



課題③ 
効果的なリハビリ 

• 早期療育 就学まで手厚く！ 

（ただし必要性が低くなれば速やかに中止を検討） 

• セラピストの教育 

• ペアレントトレーニング 

• 他機関との連携を強化 



課題④ 
収益 

•欠席を減らす 

•外来成人セラピストとのシャッフル 

• フィットネスの活用 

•小児特定カウンセリング料の算定 

→500点・400点を月2回限度に2年間 

 



新年度の目標 

収益をあげつつ、効率よく 

質の高いリハビリを行う 



昨年度の目標/計画は下線以外ほぼ達成 
        自分の中では 第Ⅱ期 (2016年度以降の活動期；理事長時代） 

○ 新病院建設プロジェクト(SKP)開始 

 基本設計(1-6月)→実施設計(7月-来夏）→2020年夏に移転予定 

○ 206床全て回復期病床に（2017年秋以降 療養型の5病棟も） 

 一時的な患者数減少、減収 (25:1→15:1 看護基準に合わせる為) 

○ 病院経営チーム：有能な内外専門家を集めコンサルト 

○ 増患対策：周辺急性期〜後方病院との連携 

 近隣急性期病院の脳外・神内回診に積極参加（増患対策） 

 回復期と後方病院/かかりつけ医との連携勉強会発足 

○ ESTのほか足(FCT)、認知症(DCT)、失禁(CST) チーム活動発信 

○ 役職数の整理、無駄削減と倹約励行、赤字部門の見直し 継続 ! 

○ 病院機能評価再受審(2018年末) は ???  

 努力は継続するが、新病院が落ち着くまでは受審しない方針 
理事長 井林 



各部署からの2018年度の活動目標/計画 

総括 - H30年(2018年)度の目標/計画 -  
 

 各部署の代表者より大変真面目で質の良い、現実を
見据えた夢ある発表を愉しく聴かせて戴きました。 
 昨年度実現出来なかった項目は、引続き目標達成に
向け皆さんそれぞれ精進して下さい。 
 今の我国の世相をみると、情けない嘘だらけのNews
が少なくありませんが、当院のMottoとして『インチキ』
のない医療を提供して参りたいと思います。 “水清けれ
ば魚棲まず”になっても詰まりませんので、人間らしい
良いインチキは多少は見逃します（誰もが清廉潔白な君子で
はありませんから,,, 笑）。背伸びばかりせず人として正しい
行動のもと、収益も考えながらATMで頑張る所存です。 
 
 

各部署より年度始めの実現可能な(手届く範囲の)目標/計画を伺いました。 
係長以上のstaffには毎週火曜の朝に昨年比較で個人発表をして戴きます。 

理事長 井林 


