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＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞＜はじめに＞

� 当院は2008年4月に一般病棟、療養病棟の2病棟体制の病院を開

設。これと同時にリハビリテーション科が新設された。

� 2016年1月に一般病棟54床のうち、8床を地域包括ケア病床へ転換。

� 地域包括ケア病床の運営について、入院患者の地域包括ケア病床

への移行を検討する院内調整カンファレンスに参加し関わってきた。

� リハビリテーション科構成

疾患別リハビリテーション

理学療法士1名、作業療法士１名

地域包括ケア病床専従

理学療法士１名

 

はじめに、当院は 2008 年 4 月に一般病棟、療養病

棟の 2 病棟体制の病院を開設。これと同時にリハビ

リテーション部門が新設されました。 

2016 年 1 月に一般病棟 54 床のうち、8 床を地域

包括ケア病床へ転換。 

地域包括ケア病床の運営について、入院患者の地

域包括ケア病床への移行を検討する院内調整カンフ

ァレンスに参加し、関わってきました。 

リハビリテーション科の構成はスライドをご参照

ください。 

＜地域包括ケア病床の対象疾患の割合＞＜地域包括ケア病床の対象疾患の割合＞＜地域包括ケア病床の対象疾患の割合＞＜地域包括ケア病床の対象疾患の割合＞
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 地域包括ケア病床の対象疾患の割合について、中

央社会保険協議会から出されている資料と比較する

と、当院では全国で 4 割近くを占める骨折・外傷が

少なく、肺炎や心不全、感染性胃腸炎や胆嚢炎など

内部障害が多くを占めているという特徴があります。 

＜方法＞＜方法＞＜方法＞＜方法＞

地域包括ケア病床開設後のリハビリテーション動向を調査し、内部障害

を中心とした地域包括ケア病床運営の参考とする。

≪期間≫

2016年1月1日～4月30日

≪対象者≫

地域包括ケア病床へ入床した17例

≪調査項目≫

平均在院日数、在宅復帰率、1日平均単位数、退院時病棟ADL（Barthel

Index：以下BI)

＜＜＜＜目的目的目的目的＞＞＞＞

 

そこで今回は地域包括ケア病床開設後のリハビリ

テーション動向を検討し、内部障害を中心とした地

域包括ケア病床の運営の参考にすることを目的とし、

調査を行いました。 

方法についてはスライドをご参照下さい。 
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＜結果＞＜結果＞＜結果＞＜結果＞
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結果です。 

地域包括ケア病床の在院日数と退院先はグラフの

とおりで、平均在院日数は 26.9±17.3 日、在宅復帰

率は 94.1％となっています。 

＜個別リハビリテーション対象者＞＜個別リハビリテーション対象者＞＜個別リハビリテーション対象者＞＜個別リハビリテーション対象者＞

71%

29%

個別リハビリテーションを

受けている患者の割合

あり

なし

≪性別≫

男性：3名 女性：9名

≪平均年齢≫

86.3±5.8歳

≪一日平均単位数≫

2.37±0.63単位

≪退院時病棟ADL（BI）≫

47.5±28.3点

 

個別リハビリテーション対象者は地域包括ケア病

床全体の 71％で、対象者の性別、平均年齢、一日平

均単位数、退院時病棟 ADL（BI）はスライドのとお

りです。 

＜自宅退院ケースにおける＜自宅退院ケースにおける＜自宅退院ケースにおける＜自宅退院ケースにおける

在院日数と退院時病棟在院日数と退院時病棟在院日数と退院時病棟在院日数と退院時病棟ADLADLADLADLの分布＞の分布＞の分布＞の分布＞
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� 在院日数と退院時病棟ADLで

は高い負の相関あり。

� 退院時病棟ADLが高い人は、

地域包括ケア病床の入院期

間が短いという関係がある。

相関係数＝-0.78（日）

（点）

 

調査項目について相関をみてみると、自宅退院ケ

ースにおける在院日数と退院時病棟 ADL の分布で

は高い負の相関が認められ、退院時病棟 ADL が高い

人は入院期間が短いという関係があるといえます。 

＜＜＜＜個別リハビリテーション個別リハビリテーション個別リハビリテーション個別リハビリテーション 1111日平均単位数＞日平均単位数＞日平均単位数＞日平均単位数＞
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� 退院先の違いによる一日平均

単位数の有意差はなし。

� 自宅退院の方が個別リハビリ

テーションで関わる時間が多く

なる傾向あり。

 

自宅と居宅系施設に分けた場合、個別リハビリテ

ーションの一日平均単位数はグラフのようになり、

有意差は認められなかったものの、自宅退院の方が

個別リハビリテーションで関わる時間が多くなる傾

向がありました。 
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＜考察＞＜考察＞＜考察＞＜考察＞

≪在宅・生活復帰支援において≫

退院に向けた患者・家族の

共通の意識付け

退院後のバックアップ体制の構築

実際の動きや

生活イメージを示す

在宅・生活復帰の

不安の解消

 

考察です。 

在宅・生活復帰支援において、患者・家族に対し

て自宅に帰るとの共通の意識をもってもらうこと、

退院後のバックアップ体制を構築すること、実際の

動きや退院後の生活イメージを示すことが必要とさ

れ、これらを医療従事者から患者・家族に提供する

ことが在宅・生活復帰に対する不安解消へとつなが

ると考えられます。 

リハビリテーションにおいては「実際の動きや生

活イメージの提示」の部分で関わる必要があります。 

◎実際の動きや生活イメージの提示◎実際の動きや生活イメージの提示◎実際の動きや生活イメージの提示◎実際の動きや生活イメージの提示

� 自宅退院ケースに対して、集中的な個別リハビリテーションを行う。

� 退院後はリハビリテーションが突然激減するリロケーションショックが

生じる可能性がある。

� リハビリテーション介入を徐々に病棟生活へシフトし、少しでも在宅生

活と近い環境を整えることは、患者や家族の不安解消へとつながって

いく。

� リハビリテーション部門の人員不足があり、病棟ADLを専門に担当す

るセラピストを配置できない状況にある。

 

実際の動きや生活イメージの提示を行うに当たっ

て、まずは自宅退院ケースに対して、集中的な個別

リハビリテーション介入を行い、機能・能力回復を

図り ADL 向上のベースを作ることが必要となりま

す。 

しかし、退院後は集中的な個別リハビリテーショ

ンを受けることはできないため、リハビリテーショ

ンが突然激減するリロケーションショックが生じる

可能性があります。 

結果より病棟 ADL の向上はスムーズな在宅・生活

復帰支援につながりやすいと言えるため、リハビリ

テーション介入を徐々に病棟生活へシフトし、少し

でも在宅生活と近い環境を整えることは、患者や家

族の不安解消へとつながっていくと考えられます。 

しかし、リハビリテーション部門の人員不足のた

め、病棟 ADL を専門に担当するセラピストを配置で

きない現状にあるため、ADL 介入には業務内容の工

夫が必要です。 

◎円滑な在宅・生活復帰支援を行うために◎円滑な在宅・生活復帰支援を行うために◎円滑な在宅・生活復帰支援を行うために◎円滑な在宅・生活復帰支援を行うために

� 地域包括ケア病床の対象者は退院先が明確となっていることがほと

んどで、半数は1ヶ月以内に退院を迎える。

� 対象者の中には退院日を待つ間に全身状態が変化し、退院調整が

延期となる場合がある。

� 対象者は高齢で且つ、内部障害により予備能力が低下している。

� 多職種間の情報共有の活性化が必要である。

 

また、地域包括ケア病床の対象者は入床前に退院

先が明確となっていることがほとんどで、半数は一

ヶ月以内に退院を迎えます。 

さらに対象者の中には、退院日を待つ間に全身状

態が変化し、退院調整が延期となる場合もみられま

した。 

対象者が高齢で且つ、内部障害により予備能力が

低下していることが要因として考えられます。 

状況変化に迅速に各部門が対応し円滑な在宅・生

活復帰支援を行うには、多職種間の情報共有の活性

化が必要であると考えられます。 
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＜結論・今後の課題＞＜結論・今後の課題＞＜結論・今後の課題＞＜結論・今後の課題＞

� 自宅退院ケースに関して、集中的な個別リハビリテーションを行う。

� 同時に病棟ADL介入を強化し、患者や家族の不安解消をサポートす

る体制を整えることが重要。

� ケースごとの情報共有や方針を確認する場をより頻回に設ける。

� 少ない人材資源でいかに有益な医療を提供できるかが課題。

 

以上より、結論として、特に自宅退院ケースに関

して、集中的な個別リハビリテーションを行うと同

時に病棟 ADL 介入を強化し、患者や家族の不安解消

のサポート体制を整えること、短期間で在宅・生活

復帰支援を行うことや急な全身状態の変化に迅速に

対応する必要があるため、ケースごとの情報共有や

方針を確認する場をより頻回に設けることが必要で

あると考えられました。 

また、少ない人材資源でいかに有益な医療を提供

できるかが今後の課題として挙げられ、検討を行っ

ていきたいと考えています。 

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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