チーム医療について
病棟医長

横山信彦

この２月に病棟医長を拝命しました。これまでも５つある当院の
各病棟にはそれぞれ病棟医長が配置されていましたが、これを病棟
主任として病棟医長は新たに５つの病棟全体を統括する役割となり
ました。私が誠愛リハビリテーション病院に入職したのは平成２２
年６月ですが、その前の４年間は北九州の病院で脳卒中患者の回復
期リハビリテーションに携わりました。脳外科医として救急患者の
治療経験は積んでいましたが、患者のリハビリの陣頭指揮を執るの
は初めての経験でした。脳卒中をみる経験の少ないスタッフをひと
つの強いチームに育てていく事は、自分ひとりが頑張ればよかった
それまでとは全く異質の難しさがあり、投げ出したいと思うことも
一度や二度ではありませんでした。地を這う思いをしながら、どんな難しい患者さんでも家に帰すとい
う目標を掲げて努力した結果、地域でも一目置かれる脳卒中リハビリチームを創り上げることができた
と思っています。それ以来、チーム医療とは何か、強いチームワークを作るにはどうしたら良いかとい
うことをずっと考えてきました。
ひところ「○○装置」という言葉で新聞紙面を賑わせましたが、病院は「患者さんを元気にする装置」
であると言えます。入院リハビリテーションを主体とする当院では、
「病棟」はその装置のエンジンです。
ここでいう病棟は、
「建物構造」だけではなくて患者さんやそこで働く医療スタッフなどの「ひと」も含
めて成り立つユニット（機能単位）です。患者さんを元気にするためには、まず病棟そのものが元気な
ユニットにならないといけません。リハビリテーション医療は、医師、看護師、リハビリセラピスト、
ソーシャルワーカー、管理栄養士、薬剤師、検査技師など多くの専門職が「チーム」として互いに協力
して行っていくものですが、機能的な強い医療チームをつくるのは頭で考えるほど簡単なことではない
のです。同じチームで戦うスポーツを例として考えてみましょう。昨年ソフトバンクホークスが日本一
になりました。長いペナントレースの間にはチームの状態が良くても悪くてもベストの結果を残してい
かないといけません。秋山監督の優れた手腕や内川など有力選手が加入したことは大きな理由でしょう
が、ペナントレースを戦っていくなかで経験値を積み、強いチームワークを創り上げるのに成功したこ
とが日本一となった最大の理由だと考えます。ひるがえって、医療に関わる専門職は高い専門教育を受
け国家資格を得たプロフェッショナルばかりです。自分の専門とする分野には造詣も深く、経験も積ん
でいるのですが、医師も含めて異なる職種のスタッフと協同して働くという「チーム医療」の教育は受
けていないのです。医療に携わるスタッフにとって、
「病棟」はチーム医療を経験し実践する唯一無二の
場であり、野球で言えばグラウンドに相当する存在なのです。チーム医療は「分業」ということもでき
ます。野球でも勝手気ままにプレーするのではなく、チームの戦略戦術を選手が共有理解して、そのな
かで自分のなすべき役割をはたす「分業」が求められるように、チーム医療もメンバーそれぞれが全体
の目標を理解共有して自分のなすべき責任、仕事を理解する事から始まります。チーム医療には決まっ
た型があるわけではなく、それぞれの病院が試行錯誤しながら独自のチーム医療を創り上げるほかない
のです。当院でも医療スタッフの情報共有のために作戦会議に相当するカンファレンスなどを定期的に
行っています。しかし、私が当院に着任した頃の「病棟」では、カンファレンスでは医療チームの目標

共有が十分ではなく、チームとしての経験値も十分に蓄積されていないと感じていました。野球に例え
れば、ポジション毎の守備練習やバッティング練習は十分にやっていて各選手の実力も十分に高いけれ
ども、連携プレーなどの全体練習に割く時間が少なく、各人が折角いい考えを持っていても十分にチー
ムプレーに反映できていない状態でした。チームワークを形づくるためには、メンバーの息を合わせる
ことが必要です。そこで患者さんの治療作戦会議であるカンファレンスをフリートーク方式にして各メ
ンバーの本音を引き出すことを始めました。そうした取り組みの結果、当院の回復期リハビリテーショ
ンの治療成績はこの２年余りで著しく改善しています（図参照）。回復期リハビリテーション病棟には日
本の医療制度ではじめての「成果主義」が取り入れられています。対象となる患者さんの在宅復帰率が
６０％以上であること、重症患者の割合が２０％を超え、その３割が退院するときの状態が改善してい
ることを求められています。平成２０年から平成２２年前半の当院実績では、当院の回復期リハビリテ
ーション病棟における在宅復帰率は７６−８１％、重症患者改善率は３１−３４％でしたが、平成２２年
後半以降、在宅復帰率は８３−９０％以上、重症患者改善率は５４−６０％へと改善しており、当院の回
復期リハビリテーションの質が大幅に改善していることがわかります（図参照）。これらの結果は「目標、
情報の共有」がチーム医療にとってとても大切であることを示しています。さらに病棟チーム内の情報
共有を徹底するため、今年３月からこれまで職種毎に行っていた朝のミーティングを各病棟で全病棟ス
タッフ参加型のミーティングへと方式を変更しました（通称、“朝感 830”）。始めて間もない取り組みで
すが、メンバーが一所に集まって時間、空気を共有して「息を合わせる」ことで「病棟」に新たな活気
が生まれています。毎朝各病棟のミーティングをのぞくのですが、すでに病棟毎のチームカラーが現れ
てきており、組織は「ひと」でできていることと肌身で感じます。この先、当院の病棟が患者さんもス
タッフも「もっと元気にする装置」になることを確信しています。
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平成 24 年度の診療報酬改定で
当院に通院・入院している患者さんに関係することについて紹介します。

外来患者さんの場合
維持期リハビリテーションの期限が設けられました。
要介護被保険者等に対する、維持期リハビリテーションが原則として平成 26 年 3
月 31 日までとなります。よって平成 26 年 4 月 1 日以降は外来でのリハビリテー
ションができなくなります。
当院では医療保険でのリハビリテーションに代わる他のサービスとして通所リハ
ビリテーション・メディカルフィットネスを提供しています。
当院の通所リハビリテーションはセラピスト（理学療法士、作業療法士）を手厚く配置し、
「外
来リハビリの介護保険版」として病院での外来リハビリテーションと変わりない個別リハビリ
テーションを実施しています（要支援の認定を受けられた方でも個別リハビリを行っています）。
またグループ訓練や利用者様自身で行う自主訓練を重視し、ご自分の心身の状態を把握してい
ただきながら、日常生活をはじめとして多くの事をご自分でできるよう「しっかりリハビリ」
を柱に援助していきます。
当院のメディカルフィットネスはひとりひとりの目的に合わせプログラムメニューを作
成しており、その中にリハビリコースも設定しています。
リハビリテーションの医療から介護等への移行が円滑に行えるように外来リハビリテー
ションが終了になる患者さんには今後ご案内する予定にしています。

入院患者さんの場合
亜急性期病棟の最大入院期間が変わります。
亜急性期病棟とは急性期治療を経過した患者さんや在宅・介護施設等からの患者
さんであって症状の急性増悪した患者さん等に対して、在宅復帰を目的に効率的
かつ密度の高い医療を提供する病棟です。平成 24 年 3 月 31 日までに亜急性期病
棟に入棟した患者さんは 90 日を限度として入院出来ていたのが 4 月 1 日以降は
最大で 60 日となりました。
よって、亜急性期病棟に入棟できる条件として主に 60 日程度で在宅復帰できる患者さんとなります。

平成２４年３月２１日

韓国慢性期医療協会医療介護視察団

来院

韓国慢性期医療協会による医療・介護の視察団
の皆さんが来院されました。視察団代表の金 徳鎮
先生は同協会の会長のほか、アジア慢性期医療協
会副理事長、韓国喜縁病院の理事長を務められて
います。
当日は、総勢 30 名で来院され、まず最初に、
誠愛リハビリテーション病院の井林院長と介護老
人保健施設カトレアの岩瀬施設長がそれぞれの施
設の紹介を行いました。
その後、実際のリハビリ、看護、介護等の現場を
見学され、最後に質疑応答となりましたが、鋭い
質問や「患者さんに余裕がある。落ち着いて見える。」
「建物の床がきれい。」といった感想が数多く寄せ
られました。良い面を積極的に取り入れ、韓国の高齢者医療、介護をよりよいものにしようとの熱意が
十分に感じられました。通訳を介しての質疑応答であったため不十分な面もありましたが、当院スタッ
フにとっても有意義な時間となりました。

学会報告

リハビリテーション部

作業療法課

山之上

侑希

平成 24 年 2 月 4 日～5 日に国立京都国際会館で
開催されました「全国回復期リハビリテーション
病棟連絡協議会第 19 回研究大会 in 京都」に参加
させて頂きました。全国から約 2400 名にものぼ
る、回復期リハビリテーション病棟に携わる多く
の方々が参加し、演題発表会場ではフロアから多
くの質問や意見が飛び交い、会場は熱気に包まれ
ていました。
今回の学会テーマは「さらに高めよう

在宅へ

のアプローチ～医療・介護の機能分化とその再編に向けて～」であり、当リハビリテーション部からは
このテーマに沿った内容の演題を５題発表させて頂きました。この学会のテーマにもあるように、退院
後の生活に着目した発表が多く、関心が寄せられている事がわかりました。しかし、同時に、退院後の
生活を把握し、新たなフォロー体制を構築していく事に関しては、課題が多く残っているという現状を、
当院だけではなく、他の病院・施設においても同じように課題として抱えており、それぞれ様々に創意
工夫をしながら課題に取り組まれている事がわかり、活発な意見交換を通して、とても有意義な時間を
過ごす事ができました。

入社式
平成 24 年 4 月 2 日（月）
、当院新棟研修室にて平成 24 年度入社式が
開催されました。入社式には、全職員が参加し、入職辞令・理事長挨
拶・院長挨拶・新入職員挨拶などが行われました。今年度は、看護部 1
名、リハビリ部 24 名の計 25 名が入社しました。それぞれが、新たな
目標を持って入社されましたので、今回は、各部門の代表者の挨拶を
掲載します。患者さん・ご家族の皆さん今後の活躍をどうかご期待下
さい！！！

こんにちは。新入社員の理学療法士の平山です。
一日でも早く入院や通院されている患者様、ご家族の皆様のお役に立つ
ために一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。
リハビリテーション部

理学療法課

平山剛士

こんにちは。新入社員の作業療法士の古場です。
一日でも早く仕事に慣れて、毎日笑顔で頑張っていきたいと思います。
至らない所も多いと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
リハビリテーション部

作業療法課

古場友貴

はじめまして。新入社員の言語聴覚士の塩津です。
早く患者様から信頼される言語聴覚士になれるよう頑張ります。
宜しくお願いします。
リハビリテーション部

言語聴覚課

塩津菜採

編集後記

患者さんの権利宣言
当院では次に掲げる患者さんの権利を尊重した医療を行います

桜も短い期間で散り、葉桜となりましたが、
まだまだ肌寒い日が続いています。皆さん、

安全で良心的な一貫した医療を受ける権利

いかがお過ごしでしょうか？4 月から診療

個人の尊厳とプライバシーを守る権利
自らのことを知り、説明を受ける権利また苦情を申し立てる権利
医療機関あるいは医療行為を選択・決定し、あるいは拒否する権利

報酬改定があり、忙しい時期になりました
が、今年も元気いっぱいの新入社員が入社
しました。広報委員も気持ちを新たに、今

患者さんの日常生活に配慮した医療を受ける権利

後もより良い広報誌を作っていきますので、
医療法人社団三光会

誠愛リハビリテーション病院

今後とも宜しくお願い致します。
（平成 24 年 5 月）

発行：医療法人社団三光会

誠愛リハビリテーション病院
編集：広報委員会

