
 

 

【スタッフ】 

医師 山下 彰久     

理学療法士 安部 裕美子 宮野 清孝 長谷 知枝 水野 博彰 鐘井 光明 

 小林 健治 山田 景子 池田 高超 白幡 雄大 宮田 辰成 

 宇都宮 功一 木下 修平 梅本 翔 竹永 秀平 月城 一志 

 伊藤 大地 石村 優人 中村 祐太 平沼 侑花 安田 絵理奈 

 米田 小夏     

作業療法士 銭本 公子 平佐田 紘子 黒瀬 大貴 本村 厚郎 和田 将平 

 中居 昭博     

言語聴覚士 内田 朋宏 上田 加津子    

助手 山瀬 陽加 大下 夏栄    

 

【理念】 

安心、安全に早期リハビリテーションの充実・促進を図ることにより、早期回復を促し、

患者様の退院・転院の橋渡しが的確にできるよう努める。 

 

【方針】 

当部においては、急性期のリハビリテーションの役割を担っていると考え、主として発

症間もない患者様、手術後間もない患者様を対象として積極的にリハビリテーションを実

施します。また、退院後の治療継続が必要な患者様においては、外来でのリハビリテーシ

ョンを実施します。 

 

【重点診療方針】 

・早期リハビリテーションの充実・促進 

・患者様の満足度向上 

・チーム医療の充実 

 

【令和 3 年度 重点目標】 

・計画に基づくリハビリテーションの実践 

・標準プログラムの実践 

・カンファレンスの充実 

・患者・家族に質の高い指導ができる 

・医学管理料算定率の向上 

 

【主な対象疾患】 

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

リハビリテーション部 

■市赤く 

■しか ボランティア活動 



骨折･外傷･脊椎脊髄疾患･関節疾患･関節リウマチ･切断など 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

脳出血･くも膜下出血・脳梗塞･頭部外傷など 

・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） 

廃用症候群（腎不全･腎盂腎炎･胆のう炎･脱水など） 

・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

 慢性閉塞性肺疾患･喘息･肺炎など 

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 

 心筋梗塞･心不全･心大血管疾患術後等 

・がん患者リハビリテーション料 

各種がん疾患･手術後･化学療法や放射線による治療中・治療後等 

 

【施設基準】 

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

・廃用症候群リハビリテーション料（Ⅰ） 

・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 

・がん患者リハビリテーション料 

 

【概要】 

令和 3 年度は、理学療法士 21 名、作業療法士 6 名、言語聴覚士 2 名、助手 2 名の計 31

名の体制で、当院の基本方針・当部の重点診療方針・令和 3 年度の重点目標に基づき、様々

な疾患や外傷に伴って発生した障害をもつ患者さまに対して、発症早期または手術後早期

よりリハビリテーションを実施しました。 

今年度受審した日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新審査において、「リハビ

リテーションを確実・安全に実施している」、「リハビリテーション機能を適切に発揮して

いる」という評価項目について、「A：適切に行われている」の判定となりました。今後も、

各評価項目で求められている水準を継続し、常に問題意識をもって業務に取り組んでいき

たいと思います。 

診療に関しては、新型コロナウイルス感染症発生前と比較すると減少していますが、昨

年度に比べ、リハビリテーション処方患者さまの総数、リハビリテーション実施延べ単位

数は増加しました。 

診療の柱である機能回復、廃用予防、退院支援等を多職種で積極的に実施し、必要なリ

ハビリテーションを安全・確実に提供できたと考えています。 

一般の患者さまに対しては、基本的な感染対策を意識高く実行しながら日々のリハビリ

テーションを実施してきました。また、新型コロナウイルス感染症の患者さまにおいても、

高齢患者さまを主対象として介入し、限られた環境下ではありましたが、感染対策を徹底

し身体機能の維持や重症化の予防に努めました。 

診療業務以外においても、我々の専門性を広く活かす目的で転倒予防班と腰痛予防班を



設置し、院内の委員会、各部署等と協働して様々な取り組みを行っています。 

転倒予防班は、医療安全対策室と協働して、院内の転倒インシデントレポートの集計・

分析を行い、各部署に報告提案を行いました。また、転倒予防新聞（定期発行）を創刊し、

職員へ転倒予防の啓発に取り組みました。 

腰痛予防班は、衛生委員会の活動の一環として、令和元年度から今年度まで「作業環境

の改善」をテーマに、職員の腰痛予防に取り組みました。この活動は、日本理学療法士協

会が行う「2020 職場における腰痛予防宣言」に該当し、金メダル施設として認定されま

した。 

今後も新型コロナウイルス感染症の影響は続き、「3 密回避」の状況下でのリハビリテー

ションになると考えられます。ウイズコロナの時代と考え、しっかりとした感染対策を行

うと共に、患者さま、ご家族さま、地域の多職種の方々と、よりコミュニケーションをと

り、引き続き、急性期の段階から退院後の生活を見据えた積極的なリハビリテーションを

実践できるよう努めてまいります。 

 

【治療実績】（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月）  

 １）リハビリテーション処方数 

令和 3 年度、リハビリテーション処方患者数は 2,690 名（前年より 192 名増、前年

比 7.7％増）で、その疾患内訳数は表 1 に示します。全体数の中での割合は、運動器疾

患が 40％、脳血管疾患等が 9％、廃用症候群が 16％、呼吸器疾患が 12％、心大血管疾

患が 10％、がん疾患が 13％です。 

   表 1 リハビリテーション処方数（疾患別） 

疾患別名 処方数(件) 
増減率 

(前年比(％)) 

運動器 1,065 0.2 

脳血管疾患等 252 －7.7 

廃用症候群 434 9.6 

呼吸器 324 62.8 

心大血管疾患 280 －4.4 

がん疾患 335 21.8 

合 計 2,690 7.7 

 

２）リハビリテーション実施延べ単位 

総数は 79,150 単位（前年より 498 単位増、前年からの増減率 0.6％増）。疾患･外来･

入院別の内訳は、表 2 に示します。療法別の内訳は、表 3 に示します。 

表 2 疾患別リハビリテーション実施延べ単位数（外来・入院別） 

疾患別名 外来 
増減率 

(前年比(％)) 
入院 

増減率 

(前年比(％)) 
合計 

増減率 

(前年比(％)) 

運動器 7,989 4.5 36,597 0.0 44,586 0.8 

脳血管疾患等 402 4.7 12,764 －18.6 13,166 －18.0 



廃用症候群 23 15.0 7,130 13.5 7,153 13.4 

呼吸器 27 －18.2 5,656 40.5 5,683 40.0 

心大血管疾患 843 34.9 3,717 －15.8 4,560 －9.5 

がん患者 － － 4,002 35.6 4,002 35.6 

合 計 9,284 6.6 69,866 －0.1 79,150 0.6 

 

表 3 疾患別リハビリテーション実施延べ単位数（療法別） 

疾患別名 理学療法 
増減率 

(前年比(％)) 
作業療法 

増減率 

(前年比(％)) 
言語聴覚療法 

増減率 

(前年比(％)) 

運動器 36,806 －2.4 7,780 19.5 － － 

脳血管疾患等 5,092 －16.2 4,859 －22.0 3,215 －14.3 

廃用症候群 5,722 9.4 694 55.3 737 17.0 

呼吸器 4,068 57.9 227 238.8 1,388 －2.0 

心大血管疾患 4,512 －8.1 48 －63.1 － － 

がん患者 3,433 24.3 380 108.8 189 1618.2 

合 計 59,633 0.6 13,988 3.1 5,529 －4.8 

 

３）退院患者の自宅復帰率 

自宅復帰率は、全体で 71.6％（前年より 2.1％増、前年からの増 3.0％増）。疾患別の

内訳は表 4 に示します。 

   表 4 疾患別リハビリ別 自宅復帰率  

疾患別名 自宅復帰率(％) 
増減率 

(前年比(％)) 

運動器 66.1 －1.5 

脳血管疾患等 45.0 1.8 

廃用症候群 74.5 －1.1 

呼吸器 74.2 15.4 

心大血管疾患 73.2 1.5 

がん疾患 96.3 2.2 

平 均 71.6 3.0 

    

４）日常生活自立度の改善状況(BI（バーセルインデックス）値の変化） 

   各疾患において差はありますが、BI 値利得は増えており改善がみられたといえます。 

 運動器 脳血管疾患 廃用症候群 呼吸器 心大血管疾患 がん患者 

リハビリ介入時 33 33 33 36 40 52 

退院・転院時 78 66 59 56 78 91 

 

  



【院外活動】 

＜スポーツ活動支援・出前講座＞ 

開催年月 大会名・講座名  

2021.9 東京 2020 パラリンピック競技大会 

シッティングバレー 

［メディカルスタッフ］ 

宮野清孝 

2021.9 第 137 回秋季中国地区高等学校野球大会 ［メディカルスタッフ］ 

宮野清孝、伊藤大地、平沼

侑花、安田絵理奈 

2021.11 下関海響マラソン大会 2021 ［給水所ボランティア］ 

宮野清孝 

2021.11 令和 3 年度山口県知的障害者球技大会 ［サポートスタッフ］ 

平沼侑花 

2021.11 下関市生涯学習まちづくり出前講座 

「転倒予防教室」 

［講師］ 

宇都宮功一、伊藤大地 

2021.11 下関市生涯学習まちづくり出前講座 

「腰痛予防塾」 

［講師］ 

竹永秀平、平沼侑花 

2021.12 下関市生涯学習まちづくり出前講座 

「腰痛予防塾」 

［講師］ 

鐘井光明、米田小夏 

 

【業績集】 

＜発表＞ 

開催年月 演  題 発表者 学会名 場所 

2021.4 ［特別講義］ 

臨床実習に臨むにあたっての

心構え 

［講師］ 

宮野清孝 

 下関リハビ

リテーショ

ン学校 

2021.6 協会組織と生涯学習システム ［講師］ 

宮野清孝 

山口県理学療法士

会第 1回新人研修会 

 

2021.6 ［講義］ 

骨関節障害理学療法学実習 

［講師］ 

宮野清孝 

 YIC リハビ

リテーショ

ン大学校 

2021.7 各都道府県における士会組織化

の方向性と管理者の協力体制 

［講師］ 

宮野清孝 

山口県理学療法士会

指定管理者研修会 

 

2021.7 予防理学療法の未来を支える

刷新的提言 

［座長］ 

宮野清孝 

日本予防理学療法

学会第 6 回サテ

ライト集会シンポ

ジウム 

 

2021.7 新型コロナウイルスと闘う日

常生活の徒然日記 

宮野清孝 日本予防理学療法学

会第 6 回サテライト

集会ナイトセミナー 

 



2021.9 クリニカルリーズニング ［講師］ 

水野博彰 

山口県理学療法士

会第 1回新人研修会 

 

2021.9 慢性心不全急性増悪患者の歩

行開始日に影響を与える要因

の検討 

水野博彰 第34回中国ブロッ

ク理学療法士学会 

WEB開催 

2021.9 末期腎不全患者の透析中運動療

法が身体機能に与える影響～運

動療法を 6 か月間行った 6 症例

のケースシリーズによる報告～ 

木下修平 第34回中国ブロッ

ク理学療法士学会 

WEB開催 

2021.10 安全管理 ［講師］ 

宮野清孝 

令和 3 年度初級障

がい者スポーツ指

導員養成講習会 

 

2021.11 地域包括ケア病棟における歩行

自立アセスメントシートの転倒

予防効果の検討 

水野博彰 第30回山口県理学

療法学術大会 

WEB開催 

2021.11 術前から低栄養を呈する高齢

開胸心臓手術患者における術

後のリハビリテーション遅延

に関連する因子の検討 

月城一志 第30回山口県理学

療法学術大会 

WEB開催 

2021.11 COVID19 による重症肺炎によ

って運動耐用能低下を認めた 1

症例 

水野博彰 令和 3 年度山口県

理学療法士会第 1

回症例検討会 

WEB開催 

2021.12 ハラスメント防止意識の向上 ［講師・ファシ

リテーター］ 

宮野清孝 

山口県臨床実習指

導者養成講習会 

 

2021.12 関節可動域治療の基本（上肢

編） 

［講師］ 

水野博彰 

山口県理学療法士会

理学療法士講習会 

 

2022.1 大動脈弁置換術後に呼吸不全に

よる再挿管を繰り返した症例 

月城一志 令和 3 年度山口県

理学療法士会第 2

回症例検討会 

WEB開催 

2022.2 東京 2020 パラリンピック活動

報告 

宮野清孝 山口県障がい者ス

ポーツ指導協議会

令和 3 年度東京

2020パラリンピッ

ク報告会 

 

 


