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開設１年から学び、2年目のジンクスをブッ潰せ！ 
～嶺北中央病院 地域包括ケア病床の挑戦～  

発 表 者 木下 裕矢（高知県 本山町立国民健康保険嶺北中央病院） 
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H27年11月～
H28年11月

地域包括ケア病床退院先状況

地域包括ケア総数＝61人

51人

10人

自宅 非自宅

※■非自宅内訳
■特別養護老人ホーム■老人保健施設
■有料老人ホーム■グループホーム
■当院療養病棟■当院一般病棟□その他

H28年5月～
H28年11月
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当院は、平成 27年 11月から 7床の地域包括

ケア病床を開設した。向かって左側の円グラフ

は、平成 27年 11月から平成 28年 11月までの

一年間の地域包括ケア病床における退院先状

況である。そして、向かって右側の棒グラフは

平成 28年 5月から同年 11月までの半年間の在

宅復帰率を示す。ここで注目して頂きたい点は、

右に示す黄色の棒グラフである。私たちは、黄

色の棒グラフで示している月を問題月として

定義した。 

 

 

 

 

 

 

問
• 当初、設定した目標が退院と結びつく目標ではなかった。

題
• 家族の本心はどうであったのか。（入院前・時）

点

• 自宅内・周囲の環境、生活範囲を正確に把握できていな
かった。

改
• 目標の設定を明確にする。

善
• 家族の本心を確認、把握する。

点
• 自宅内・外の生活範囲を把握する。

 

その問題月に生じた、問題は 2つのパターン

から構成されていることが判明した。1つ目は、

自宅への退院を想定していたが、他の施設（在

宅扱い）へ退院することとなった。2つ目は、

自宅への退院を目標としていたが、退院直前に

なり、自宅退院が困難であることが判明した。

その 2つのパターンから更に詳細な、問題点を

導き、改善点を検討した。問題点としては、当

初設定した目標が退院と結びつく目標ではな

かった、家族の本心はどうであったのかという

理解・把握が医療者側において出来ていなかっ

た、自宅内・自宅周囲の環境、生活範囲を医療

者側が正確に把握出来ていなかったという点

が挙がってきた。改善点としては、自宅退院が

困難であった症例を中心とした症例検討の中

で、①医療者間また、家族と医療者側双方の目

標設定が不明確②医療者側が本人・家族の本心

を把握しきれていない③医療者間で自宅内・周

囲の環境を共有・把握することが不十分などの

点が挙がり、改善していく必要があると考えら

れた。 
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• 地域包括ケア病床前の

カンファレンス実施取り組み①

• 早期の自宅内・外の環境把

握と早期退院前訪問の実施取り組み②

• 振り返り検討の実施
取り組み③

 

先程の問題点、改善点から今後私たちが、行

っていかなければならない取り組みを 3つ考え

た。取り組み１「地域包括ケア病床転床前に、

本人・家族を含めたカンファレンスの実施」取

り組み 2「早期の自宅訪問の実施」取り組み 3

「地域包括ケア病床会での振り返り検討の実

施」である。各項目において、詳細な説明を行

う。 

 

◆本人・家族の参加。
◆病棟スタッフの参加。
主治医・ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾀｯﾌ・病棟看護
師の参加（病状・経過・課題等）

◆地域スタッフの参加。
ケアマネ、サービス事業所、
民生委員の参加。

✡今後の方向性や退院に向けての問題点
を身体機能面のみでなく、環境・個人因子を
踏まえ、総合的に評価・判断していく。

地域包括ケア病床前のカンファレンス実施

 

地域包括ケア病床転床前に、本人・家族を含

めたカンファレンスの実施では、本人・家族、

病院スタッフ（医師、看護師、社会福祉士、理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士など）の参

加はもちろんのこと、地域スタッフにも参加の

協力を要請する。例えば、ケアマネージャーや

民生委員、社会福祉協議会、通所サービスに関

わるスタッフなどである。本人・家族を含め、

他職種にて多角的な視点から人の生活を捉え、

目標の統一や自宅退院、今後の生活において、

問題となる点を把握・共有するよう努める。 

早期の自宅内・外の環境の把握

早期退院前訪問の実施

✡入床前、早期に自宅や周囲の環境を把握する
ために、自宅を訪問する。もしくは、写真などの
情報を早期に取得し、情報を共有する。

 

早期の自宅訪問の実施では、入床前に自宅や

周囲の環境を把握するために、自宅を訪問する。

自宅訪問が困難な場合には、写真などの情報を

早期に取得し、医療者側で共有するように努め

る。 

 

振り返り検討の実施

✡1ヶ月に1回、理学療法士が退院後の症例を
提示し、他職種で意見交換や今後どのように
取り組むべきか、検討する。

 

地域包括ケア病床会での振り返り検討の実

施では、毎週開催されている地域包括ケア病床

会において、月に一度の割合で専従理学療法士

が、直近の退院症例を中心に提示し、良かった

点や改善が必要な点を他職種で意見交換を行

い、今後の取り組みについて検討する。 

その後、自宅退院が困難と考えられた症例に対

して、院内での医療、リハビリなどの介入に加

えて、先ほど述べた新たな取り組み 1、2、3を

行うことで、住み慣れた地域、自宅へ退院する

ことが可能となった一症例を紹介する。 
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症例Ａ（入床時）

診断名：右大腿骨頸部骨折（右人工骨頭置換術）

現病歴：自宅で、食材を運ぼうとして、土間で転倒。

前生活：娘と二人暮らし。日中は独居生活。

自宅の家事は、自身が全て行っていた。

外出や畑での野菜栽培も実施していた。

ＡＤＬ ：排泄：ＰＷＣ使用し自立。

入浴・更衣：一部介助。

移動：病棟車椅子他走。

リハでは、歩行器歩行見守りレベル。

 

□診断名：右大腿骨転子部骨折（右人工股関節

置換術施行）□現病歴：自宅で食材を運ぼうと

して土間で転倒する。□以前の生活：娘さんと

2人暮らしで日中は、独居生活となる。□入床

時 ADL：排泄はポータブルトイレで自立、更衣・

入浴は一部介助、移動は病棟生活では車椅子介

助、リハでは歩行器歩行で見守りの状態であっ

た。 

 

上がり框 自宅内

トイレ（屋外、板張り） 浴室（屋外、五右衛門）

道路から100m程の山道を上がると、自宅が見えてくる

 

□自宅環境：黄色の部分で示す写真は、道路か

ら自宅までの道のりを示している。道路から狭

い山道を 100ｍほど上がると自宅が見えてくる。

緑の部分で示す写真は、自宅内・周囲の環境で

ある。トイレは和式で屋外、浴室も五右衛門風

呂で屋外に位置している。自宅内での生活も椅

子やベッドを使用しない和式の生活様式であ

る。 

症例Ａ
退院時

 病棟ＡＤＬ：

入浴動作：シャワー浴自立。

移動：1本杖にて病棟自立。
⇒屋外歩行100ｍ以上可能。
坂道昇降も見守りで昇降可能。

その他ＡＤＬ：自立。

 環境：ベッドの設置。

ＰＷＣ・シャワーチェアの購入。

自宅までの道のりへ簡易手す

りの設置。

 サービス：

ヘルプ・デイサービス提案。

現在

自宅ＡＤＬ、IADL：
排泄：終日PWC用いて自立。
調理：簡単可能で、3食摂取可能。
洗濯：娘の分も自身が行っている。
屋内：伝い歩きもしくは、独歩。
屋外：杖歩行で坂道昇降も可能。
サービス：
デイサービス週1回利用。
QOL：
娘さんに内緒で、バスを利用し趣
味である、パチンコ店にも通うこと
が可能になったと笑顔で話す。

 

院内での積極的なリハ、地域スタッフや住民

との密な連携や協力により、住み慣れた地域・

自宅への退院が可能となった。□退院時 ADL：

入浴、更衣ともに自立、移動は、病棟 1本杖歩

行で自立し、リハでは屋外も 1本杖で連続 100

ｍほど移動可能、坂道昇降も見守りで行える状

態となった。□現在の状態・生活：簡単な調理

も可能となり、洗濯は以前の様に娘さんの分も

症例が行っている。移動も自由に行えるように

なり、娘さんに内緒ではあるが、バスを利用し

てパチンコ店へ移動し、以前から好きであった

パチンコも出来るようになったと笑顔で話さ

れていたのが印象的である。 

 

環境の調整

＊民生委員を中心に、住民の協力のもと余った資材で、
山道に手すりが設置された

 

□環境設定：ベッドの設置、ポータブルトイ

レ・シャワーチェアの購入を行った。ここまで

は、特別な環境設定の内容ではない。しかし、

驚くべきことは、公的なサービスを利用するこ

となく、道路から自宅までの狭い山道に手すり

が設置されたことである。これは、民生委員を

中心に住民が協力し、余った資材により作られ

たものである。そこに、地域の力の大きさを感
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じることができ、現在でも症例の生活・活動範

囲を広げる大きな役割を果たしている。手すり

の設置に関しては、理学療法士が民生委員とと

もに現場を訪れ、設置場所などのアドバイスを

行った。その他、ヘルプ・デイサービスの導入

を促した。そして、住み慣れた地域・自宅への

退院が可能となった。身体機能面のみでなく、

上記の 1、2、3の取り組みを行うことで、環境

や個人的因子の問題も早期から浮かび上がっ

てきた。その問題に対しても、病院職員のみで

なく、役場や社会福祉協議会、地域住民などと

も、早期から情報を共有し、問題点の改善を図

った。 

住み慣れた地域で

自分らしく生きる
 

この取り組みが、住み慣れた地域で、自分ら

しい生活を最後まで続けるといった、地域包括

ケア病棟における本来の目的にも、近づけるこ

とができ、老々介護や社会的資源が不足してい

る嶺北地域においても、よりよい在宅生活が望

めると考える。また、自宅退院という目標のみ

でなく、自宅内・外での ADL や IADL そして、

QOL の向上にまでつながっていると考えられる。

この様な地域における、地域包括ケア病床の在

り方が患者様・地域住民から更に信頼される、

病院づくりにもつながると考えた。 
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