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整形外科医として、 特に関節を主に扱う私にとって、 手術の後療法は
常に治療の重要なファクターでした。
1994 年当病院に赴任した際、 6 人もの PT が居る事に驚きそして喜
び、 今後の治療の更なる改善に期待したことを思い出します。それとは
裏腹にリハビリテーションが、 病院内でも治療体系の中の一つとして認
識されていない事を痛感しました。

さらに 1996 年リハビリテーション科が標榜科と制定されてからは『リハビリ』という言葉が一人歩きしているよ
うな違和感を感じてきました。1998 年リハビリテーション部長に就任してからも、 明らかなエビデンスに基づ
いた治療の一環としてのリハビリテーションを、勉強会やカンファレンスで追求してきたつもりです。
現在 80 人を超える人数を抱えるまでになり、病院内外に多少は認められる部署になったと自負しておりま
すが、更なる進歩を日々追求していきたい思っております。

整形外科医として、 特に関節を主に扱う私にとって
手術の後療法は常に治療の重要なファクター

社会医療法人恵愛会　大分中村病院
副院長 ・ 整形外科部長
リハビリテーション科部長　七 森 　 和 久

リハビリテーションに臨む患者にとって最も必要なものは 『動機付け』 で
す。安心や信頼も、 あるいは高いレベルの治療技術も総ては患者が自
己肯定感を持ち、 自らもっと良くなりたいと思う強い気持ちに繋がってこ
そ意味があります。何事もそうですが、 その気（本気）にならなければ潜
在能力を含む実力は表には出ません。加えて本人の本気度は中々見
えにくいので、 治療中に見せている患者の動作や言葉が全て真実とは
言い切れない場合も多いです。故に、 それが分かっているセラピストは、

患者をその気にさせる為のあらゆる技法を真剣に模索しますが、 実はその努力をやめないのがセラピストの
最も重要な資質だと私は考えています。
あらゆる分野で技術の革新は目覚ましく、 医学界においても AI（人口知能）が活用される時代はすぐ側ま
で来ていますが、 リハビリテーションの仕事が機械に取って替わられるのは安易には喜べません。今こそ改め
て我々が頭と体と気を使って、患者にとって最良のリハビリテーションを手作りする、そしてセラピストが未来へ
向かって成長できる、そういう病院、そんなリハビリテーション部でありたいと心から願っています。

患者をその気にさせる為のあらゆる技法を真剣に模索しますが
その努力をやめないのがセラピストの最も重要な資質

社会医療法人恵愛会　大分中村病院
リハビリテーション部長　　古 原 　 岳 雄
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今も生きる創業者の「志」
大分中村病院の創業者 中村 裕(医学博士)は、「障害者スポーツ
の父」と称され、国内外のアスリートに今もなお、親しまれています。
中村 裕は、生涯を賭けた障害者の自立・地位向上を通じて、「救
急医療からリハビリテーション、更には社会復帰」の役割を担う病院
が必要と考え、大分中村病院を設立しました。
この中村 裕が掲げた理念は、 1984年に急逝し、30年が経過した
今でも、病院が持つ信念として、大分中村病院を支えています。

パラリンピック
車いすマラソンへの取り組み
創業者中村裕は、昭和39年東京パラリンピックに日本選手団長とし
て参加しています。この時、外国選手が職場から参加したのに対し、日
本選手の殆どは入院中の患者でした。この“違い”に衝撃を受けたこと
が、障害者の働く場「太陽の家」設立の契機となりました。
また、この時抱いた『患者の社会復帰にはリハビリテーションを積極的に
行う病院が必要である』との考えから大分中村病院を創設しました。
当院では、創業者中村裕の意志を継ぎ、障害者福祉、障害者ス
ポーツ等に、力を入れています。

「大分中心街を、支える。」
大分中村病院は、1966年の創業以来、JR大分駅から徒歩圏
内、大分県庁に隣接する立地で、大分市街地に最も近い民間救
急病院として、「断らない医療」を実践しています。
急性期から回復期を一貫して担い、「24時間365日、救急医療
から社会復帰まで」を目標に、地域の皆さんに選ばれる病院を目指
しています。

府内5番街まで
「徒歩5分」の好立地
大分市街地の中心、府内五番街まで徒歩5分の位置に立地して
います。　JR大分駅までも徒歩圏内、エアライナー利用で大分空
港までも比較的近く、首都圏・関西圏へのアクセスも良好です。
大分県で立地・交通に最も恵まれた病院の一つです。

当
院
の
特
徴

東京パラリンピック

第１回大分国際車いすマラソン大会
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紹介受入件数

2,940件 ※平成 29 年度

地域連携の推進
大分市内だけでも 267 の医療機関より、 年間 2,940
件の紹介患者さんを受け入れています。また、 平成 29
年 10 月からは、 医療機関 ・ 介護施設との連携、 病
床の活用状況 ・ 後方連携先を一元的に把握し、入院
患者の受入 ・ 転棟 ・ 退院をシームレスにサポートする
地域連携の専門部門として 「地域連携部門」 を強化し
ました。

整形外科を中心とした
幅広い診療領域
大分中村病院は、整形外科領域を中心とした、24 診
療科を擁する総合病院です。　外科系 ・ 内科系領域
をバランスよく備え、 大分市街地でのニーズに幅広く答え
ています。大学病院 ・ 公立病院等と異なり、 各医師の
専門性 ・ 興味関心に応じた診療領域を定めることが出
来ます。

民間病院トップクラスの
救急受入
大分市中心部を支えるため、 様々な救急対応を行って
います。救急対応の医師のみに頼らず、 看護師 ・ コメ
ディカル ・ 事務が協力対応することで、 重症 ・ 軽傷問
わず、 市街地で医療を支えるために、 幅広い救急に対
応しています。2 次救急病院の指定も受け、 3 次救急
病院との連携をしながら、大分市のみならず、大分県内
の救急医療を支えています。

命を救う「手術」の役割
外傷患者 ・ 緊急手術が必要な患者を手術室スタッフ
が 24 時間体制で待機しています。手術時の準備や緊
急時に伴う細やかな配慮と全スタッフのチームワークによ
り、あらゆる患者の命を救うことを目指します。
手術室は 4 室設置しています。常勤の麻酔科医 1 名
と、専属の看護師が手術をサポートします。

標榜診療科数

24診療科

年間救急搬送

年間手術件数

1,851件

1,671件

※非常勤医師による診療科も含む ※平成 29 年度

※平成 29 年度
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充実したリハビリテーション体制
当院には、 大分県下有数のセラピストが所属しておりま
す。入院期間全般に渡るきめ細かいリハビリを一貫して
提供し、早期の社会復帰を目指しています。また、脳外
科医、 リハビリテーション医 ・ 整形医を中心としながら、
直近ではがんリハビリテーション等にも力を入れ、 大分の
リハビリテーション環境を牽引する病院として、 県内随一
の存在感を有しています。

整形を中心とする
幅広い対応疾患
脊髄損傷・頚髄損傷・骨折・切断・関節疾患、スポー
ツ外傷等の整形外科を中心としながらも、 形成外科領
域、 加えて、 脳梗塞、 脳内出血等の脳神経外科領
域、 脳性麻痺や二分脊椎症等の小児を含む先天性
疾患も対象とし、外科 ・ 内科疾患にもリハビリテーション
を提供しています。「早期社会復帰」を目標とし、患者さ
ん、医師、療法士が協力しながらリハビリに取り組んでい
ます。

活気ある看護部
看護部は、外来・地域連携・ER・手術室・一般病棟・
回復期リハビリテーション病棟・地域包括病棟において、
「優しさに満ちた、心通いあう看護実践」を目標に掲げ、
合計 242 名の看護職員で病院全体を支えています。
また毎年 4 月には、 20 名前後の定期採用を実施し、
新人教育等にも熱心に取り組んでいます。

充実したリハビリ　セラピスト数

80人 ※平成 30 年 4 月現在

リハビリ処方に占める整形外科の割合

51％

病院を支える看護部

242人

大分中村ミーティング参加 ・発表チーム数

20※ 平成 30 年 4 月現在
看護師 ・ 准看護師 ・ 看護助手等
を含む人数

チーム超の
発表

「テーマ」を定めた
病院全体の取り組み
「優秀な人材が集まり魅力ある職場づくり」を目的に、自
由に発表し、意見交換を発表する大分中村ミーティング
を実施しています。
医療職 ・ 事務職の隔たりなく、 20 部署以上 260 名
以上が参加する全体イベントも企画しています。
毎年開催され、年々盛り上がりを見せています︕



ＯＩＴＡ　ＮＡＫＡＭＵＲＡ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ5

救急医療から社会復帰まで
大分市内は公的な総合病院が急性期を担い、 中堅病院が専門領域を担う医療体制となっています。
当院は、 大分中心市街地にて急性期から回復期まで一気通貫で担う唯一の総合病院として、 大分に
なくてはならない病院です。 整形外科を主軸としながら、 回復期に注力し、 大分市中心街の立地を生
かすことで、 他病院との差別化を図っています。

５㎞圏内は県下最大の人口集積地
大分病院周辺は、 県下でも最も人口が集積している地域で、 引き続き、 相応の医療需要が見込め
ます。 また、駅前再開発も成功し、周辺からの人口流入も続いています。 急性期・回復期共に、県北・
県南等で、 医療資源が不足している地域からの患者搬送もあり、 大分の中心から大分県下の医療を
支えています。

近
隣
病
院
と
の
違
い H 病院

I 病院

急性期

回復期

総合専門
当院

A 病院（循環器）
B 病院（神経）
C 病院（消化器）

E 病院（整形）
F 病院（整形）
G 病院（リハ）

日赤
J 病院

D 病院（神経）

大学病院
県立病院
医師会立病院

500メートルメッシュあたり人口

5㎞10㎞

15㎞

大分中村病院

人口集積状況（2010 年時点）
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一人でも多くの患者を受入れる
急性期 ・ 回復期のバランスを取りながら、
機能分化に対応しています。
急性期では、 医師の充実を図りながら、
相応に実績を有している救急のみに頼ら
ず、 病院を挙げて地域医療機関 ・ 介護
施設と連携を深めることで、 大分市中心
部での 「市民病院」 としての役割を担い
ます。
診療報酬改定に対応し、 今後も継続し
て急性期を担うためにも、 回復期領域の
充実したリハビリ体制を引き続き、 拡張 ・
強化していきます。
療養 ・ 介護領域は、 他の病院と協力し
ながら地域医療を担っていきます。

病院新築の推進
大分中村病院は、 機能的な病院への新築を目指しています。
華美な病院新築を目指すのではなく、 今後の需要 ・ 診療報酬改定の動向を見据え、 大分市内に必
要な機能を見定めています。
この病院新築を着実に推進する組織となるべく、 各職員が病院を日々革新しています。
この新病院に向けた組織刷新の過程で、 政府系組織の株式会社地域経済活性化支援機構の支援を
受けています。

近
隣
病
院
と
の
違
い

地域連携強
化による救急
以外の集患
強化

地域包括ケア病床の増床、
リハ医採用による機能充実

総合内科医採用による専門
内科機能の強化

医師採用、HCU増床
による急性期機能の充実

入院から退院までの一貫したベッ
ドコントロール体制の確立

現状を踏まえた
現実的な救急
体制の検討

救急

紹介

外来

HCU
一般

回リハ
地域包括 在宅
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大分中村病院リハビリテーション部の
ココがスゴい！!！

救急搬送件数 2,000 超、 リハ処方 1900 件。急性期リハを担う一方で、 回復期リハ病棟 ・ 地
域包括ケア病棟をもち、早期介入から自宅復帰まで一貫したリハビリサービスを提供しています。

Seamles Rehabilitation ！

POINT

1

当院は整形外科専門病院としてスタートし、 充実した運動器リハに加え、 現在は脳血管、 循環
器、呼吸器、悪性腫瘍など様々な疾患に対応したリハ体制を整えています。

Professional ＆ General ！

POINT

2

急性期（救急）から回復期まで
シームレスなリハビリ体制

歴史に培われた運動器リハ
多くの疾患に対応した総合的リハ
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リハスタッフ数は 80 名。急性期機能を有す病院において市内では当院だけです。人数を活かした
サポート体制、ライフスタイルに合わせた働き方を応援します。

Stuff ！

POINT

3

若いスタッフ多く、 組織形成や人材育成はまだまだ発
展途上です。みんなで意見を出し合ってより良い組織

（部内）風土を創造しています。他病院には味わえな
い達成感 ・ 充実感もあると思います。

Team Building ！

POINT

4

院内・部内の企画する研修会に参加するだけでなく、
業務が終了したら各自己研磨するために、 先輩セラ
ピストを交えて勉強会を開催しています。また、専門 ・
認定療法士、 様々な疾患における指導士など資格
の取得、学会発表にも積極的に取り組んでいます。

Study ！!

POINT

5

充実した
リハビリテーションスタッフ

職場をみんなでつくる
組織風土

志は高く！!
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当院では運動器リハビリテーション料Ⅰを取得しています。
当院でのリハビリ処方箋の中で運動器が大半を占めており、 診療
科としては、整形外科 ・ 手の外科 ・ 形成外科 ・ 脊椎外科があり
ます。治療後の安静に伴う機能低下を予防し、 他職種との連携
を図りながら早期の身体機能、 日常生活の回復 ・ 改善を目指し
ていきます。
運動器では様々な診療科が関わっています。その診療科ごとに回
診に付いたり、 医師 ・ 看護師 ・ MSW ・ リハスタッフを含めた病棟
カンファレンスを行ったりしています。また、 場合に応じて手術見学も
行えます。患者の在宅復帰に向け治療を行え、 運動器だけでも
様々な疾患を見ることが可能です。

当院では脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰを取得しています。対
象疾患は、急性発症した脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・脳外傷・
失語・高次機能障害・言語・嚥下障害など多岐にわたります。
ＨＣＵから積極的に早期離床を行い、運動機能・基本的動作能
力・応用歩行能力・日常生活動作能力・言語機能・ 摂食嚥下機
能の回復を目的に行っています。
急性期病棟では毎週火曜日は回診付き、毎週木曜日はカンファレ
ンスを行っています。回復期病棟では各週木曜にカンファレンスを行っ
ています。主治医・看護師・ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ・ＭＳＷなどで行って
います。
当院には急性期病棟・地域包括ケア病棟・回復期病棟があり、シー
ムレスに治療が行え、退院や社会復帰までの手助けが行えます。

脳血管リハビリテーション

運動器リハビリテーション

912

334

180 173
224

94

運
動
器

が
ん
リ
ハ

脳
血
管

心
大
血
管

呼
吸
器

廃
用
症
候
群

そ
の
他

大分中村病院のリハビリ処方実績

疾患別件数

疾患別リハビリ処方割合

がんリハ
(外科)

運動器疾患Ⅰ
(整形・手外・脊椎・形成)

その他

脳血管疾患
(脳外科)

心大血管Ⅰ
(循環器）

呼吸器リハ・
廃用症候群
(消化器・泌尿器
糖尿・リウマチ・婦人科) 4％

17％

9％

9％

13％

48％

1,917件
　（平成 29 年度）
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当院では心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰを取得しています。対象疾
患は、心不全、急性心筋梗塞、狭心症、弁膜症 ・ 大血管疾患術後と幅
広いです。心不全患者が一番多く半数以上を占めています。リハの目的
は、 早期離床し患者の疾患 ・ 状態に合わせた運動療法を行い、 身体機
能の維持 ・ 向上を図ります。
月 2 回、 多職種共同カンファレンスを実施しています。当院には心配運動
負荷試験があり、より効果的な運動療法を行うことができます。
急性期病棟から地域包括ケア病棟まで一人の患者を退院までフォローする
ことが出来ます。疾患だけの治療ではなく、 家屋調査に行き、 退院後の生
活を考えたリハを行う事が出来ます。

当院では呼吸器リハビリテーション料Ⅰを取得しています。対象疾患は肺炎
や誤嚥性肺炎、COPD、気管支喘息、間質性肺炎、肺結核後遺症など
が挙げられます。呼吸器リハビリテーションは可及的早期に離床を行い、 身
体機能の維持 ・ 向上や ADL、QOL の向上を目指します。
毎週木曜日に呼吸器内科医 ・ 看護師 ・ MSW ・ＰＴ・ＯＴ・ＳＴで呼
吸器カンファレンスを実施しています。リハビリテーション部で定期的に内科系
の勉強会を実施しています。
個々で症状や病態は異なりますが、 主たる症状である息切れを軽減し、
ADL、 QOL を向上させていく必要があります。患者に対し呼吸リハビリテー
ションを実施することで、息切れが即時的に軽減し身体を動かすことができ、
患者が喜ぶ姿が見れることが達成感を感じます。

当院ではがん患者リハビリテーション料Ⅰを取得しています。
当院でのがんのリハビリテーションは、食道がん、大腸がん、胃がんを中心とし
た消化器系のがんが多いです。関わる時期に関しても、手術前の化学療法
中より、 周術期が約８割を占めていますが、 終末期にまで様々な時期のか
かわりがあります。リハビリの目的は、 がんの診断直後の早期より、 予防的 ・
機能回復を図る回復的 ・ 機能障害が進行しつつある患者の能力を維持 ・
改善する維持的 ・ 患者の要望を尊重しながら QOL の高い生活が送れる
ように援助する緩和的に関わっていく目的があります
カンファレンスは、 週１回１時間ほどかけて他職種（医師、 看護師、
MSW、栄養科、医事課、PT、OT、ST）と共同で実施しています。外科の
勉強会として、 月１回医師中心による院内での勉強会、 外部からの講師
を招いて看護師中心の勉強会等、 他職種との勉強会の機会が多くありま
す。大学と連携して、 手術前後のリハビリでの評価内容を共有していくシス
テムがあります。
患者と関わっていく中で悩んでいることを話してくれた時など信頼関係が築け
ていると実感できた時や、 様々な工夫をして在宅に退院した患者が退院後
も状況が安定して過ごせた、 最期にかかわってくれて良かった ・ ・ ということ
など患者の家族やサポートしてくれていたスタッフから後になってエピソードを
聞けたとき嬉しく感じます。

心大血管リハビリテーション

がん
リハビリテーション

呼吸器リハビリテーション
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一般病棟では、 外傷や変形性疾患術後、 脳血管疾患、 運動
器疾患、 心大血管疾患、 呼吸器疾患、 がんを含む外科疾患
等の幅広い患者の早期からの介入を行っています。入院、 術後
早期からチームで連携をとり、個々にあったリスク管理を十分に行
いながら廃用の予防、 身体機能、 日常生活の回復を目指しま
す。
また、 介入初期より患者の入院前の生活状況や環境の把握を
行い、 次なる生活の場での主体的活動に繋げて行けるような援
助を行っています。
各科ごとの回診やカンファレンスにリハスタッフも参加する機会が
多く、治療方針の確認や他職種との情報共有などがリアルタイム
に行えます。
突然昨日と違なる身体になってしまい、不安さえも感じることがで
きない患者の “初めての経験” に立ち会い、 関わることの責任の
重さはありますが、 患者と共に悩み、 チームで考え、 一歩ずつ前
に進む喜びを患者と共有できる現場です。

一般病棟

竹内　希　（言語聴覚士）

免許取得︓平成 27 年度
担当病棟︓急性期

専門学校卒業後、当院に就職しました。元々、急性期で
のリハビリに強い関心があったこと ・ また幅広い患者と関わ
れる総合病院であることを魅力に感じ当院を選びました。
1 日の流れとして、 朝は ST での朝礼を行っています。ST
は各病棟に配属されていますが、 他職種と比較し少人数
ですので病棟を超えて協力しあっています。業務としては、
HCU から始まる急性期リハビリを行っています。リハビリテー
ション部内で様々な有志の勉強会があり、 興味のある分
野について学ぶことができます。私は内科チーム勉強会、
英論文抄読会に参加しています。

私ココで
働いて

ます︕
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PT宮崎　文菜　（理学療法士）

免許取得︓平成 27 年度
担当病棟︓地域包括ケア病棟

地域包括ケア病棟では急性期とは違い、 退院に向けて ADL 訓練や身体機能の向
上を図ります。目標設定を行なうにあたり、 他職種との連携も必要になってきます。
ゴールを見据えた訓練を実施することや他職種と連携を図ることは日々勉強になりま
す。また患者が無事に退院され、 外来等で元気な姿をみるとこの仕事でのやりがいを
とても感じます。
1 日の流れとしては、8 時半から病棟の申し送りに参加し、病棟での患者の状態を把
握します。その際、リハスタッフからも患者に関する申し送り等を行います。9 時から 17
時半までは患者の訓練を主に行っています。月曜日はリハスタッフ内で新患報告 ・ 整
形回診の帯同、金曜日はカンファレンスを行っています。私自身、火曜日の脊椎回診
に帯同させて頂き、患者の現状報告や今後の方針に関して伝達を行っています。

地域包括ケア病棟では対象疾患の制限がありません。44 床の病床に対
して専従のＰＴ、ＯＴ、ＳＴを配置し、 患者 1 人当たり昨年度は平均
3.38 単位のリハビリテーションを提供しています。
特徴的な取り組みとしては主に 3 つあります。1 つ目は毎朝リハビリスタッフ
が病棟に行き看護師の申し送り内容やリハビリの進捗状況を共有し、 問
題がある場合はその場でミニカンファレンスを開き解決を図ります。2 つ目は
毎週金曜日にリハ医とともに問題のある患者についてカンファレンスを行っ
たり、 家屋調査の事前 ・ 事後報告や勉強会を行ったりしています。 3 つ
目は毎週月曜日に理学 ・ＯＴと MSW で集まり、 1 週間の間に転入し
た全ての患者についてリハビリ内容やリスク管理、 退院に向けての方向性
の確認を行い、経験年数による質の差をなくす努力をしています。
地域包括ケア病棟では 60 日という在棟制限があるために、 医師 ・ 看護
師 ・ MSW をはじめとした他職種が緊密に連携をとり、 計画的に患者の
退院に向けてのサポートを進めていかなければなりません。患者が身体の
回復とともに笑顔が増え、退院されたときのチームとしての達成感は何事に
も変えられない喜びです。

地域包括ケア病棟

私ココで
働いて

ます︕
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60 床の回復期リハビリテーション病棟にＰＴ、ＯＴ、ＳＴを配
置し、 各患者に一日あたり 2 ～ 3 時間のリハビリテーションを提
供しています。対象疾患としては運動器疾患や脳血管疾患が
中心です。患者に対して十分な訓練時間を提供できるよう体制
を整えています。より実生活に近い状態でのリハビリテーションを
提供し、 患者が住み慣れた地域へ少しでも早期に、 スムーズに
戻れるよう支援を行っています。
回復期病棟では様々な形で多職種がコミュニケーションを図り、
患者に合わせたリスク管理を行っています。回復期病棟転入時
には多職種で患者さんの情報を共有し、 病状や動作の確認を
しています。また患者の退院後の生活まで見通した支援が行え
るよう多職種で定期的なカンファレンスを開催しています。カンファ
レンスでは医師から画像所見についてのさらに患者が退院後に
住み慣れた地域で生活が送れるよう、 家屋訪問や退院先の環
境調整、 屋外歩行練習も積極的に実施しています。入院生活
を少しでも生活の場へ近づけたいという思いから、 社会参加に向
けたグループ活動の提供も行っています。
患者一人ひとりの生活に寄り添わせてもらい、 送られてきた生活
を知り、 その生活をもう一度取り戻してもらえるよう一緒にリハビリ
に取り組めること、 そして獲得できたことをチームとして患者と共有
できることに喜びを感じれる職場です。

濵田　光　（作業療法士）

免許取得︓平成 21 年度　
担当病棟︓回復期リハビリテーション病棟

私が所属している回復期リハビリテーション病棟では、疾患別の評価・
治療はもちろんですが、 退院後の生活を考えた支援をすることができ
ます。家屋調査や屋外歩行を行うことや、 必要であれば実際に買い
物に行き、買った物で調理をするなど、模擬場面では見られない患者
の姿や言葉を知ることができます。ＯＴとして実際の生活場面に関わ
り、その場で介入できるような状況があることがやりがいです。
1 日の流れとしては、 8 時半からの病棟の申し送り後に 8 時 50 分
から当院オリジナルの体操を行います。 9 時から 17 時過ぎまでは患
者の訓練を主に行っています。水曜日はカンファレンス、 必要な時は
家屋調査などで時間を割く場合があります。

回復期リハビリテーション病棟

私ココで
働いて

ます︕
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当院のリハビリテーション部は 『対象者にとって適切な介入は何なのか』 ということを追求しています。運動器、
循環器、呼吸器、脳神経、がん等の各分野に長けたセラピストに相談しながら経験を積むことができるので、
臨床に即した専門技能の習得が可能です。また、 対人関係の仕事なので、 新入職員には礼節やコミュニ
ケーション、専門職としての心構えについて研修があります。

研修会や勉強会の開催 ・参加、学会参加など
学会発表　　大分県理学療法士学会

九州理学療法士作業療法士合同学会
日本理学療法士学術大会
日本リハビリテーション医学会
大分県病院学会
日本呼吸ケア ・ リハビリテーション学会
日本心臓リハビリテーション学会
日本ペインリハビリテーション学会
透析運動療法研究会

院内勉強会
Ｃ-take 会という病院協賛の勉強会があります。県内
講師を招いてのナイトセミナーを年 8 回、外部講師を招
いての特別研修会を年 4 回行っています。他にも有志
で行う勉強会が多数あります。

人
材
育
成
・
教
育
の
取
り
組
み

近年 BLS（Basic Life Support）は救命措置として医療
職員だけではなく一般市民の方にも知られるようになってき
ました。コースの中では中心となる技術である胸骨圧迫の方
法や AED（体外式自動除細動器）の使用方法だけではな
く人の呼び方や道具の集め方なども学習していきます。
ICLS（Immediate Cardiac Life Support）コースは患
者急変から最初の 10 分間の救急医療を学ぶコースで医
師や看護師など他職種で活動するための内容を学びます。

リハ部における具体的な活動
当院のリハビリスタッフは全員が BLS の受講を行っています。
また ICLS コース受講も推奨しており BLS 80 名（リハ部全
員）、 ICLS 21 名が受講しています。現在リハ部には 7 名
の院内 BLS ・ ICLS インストラクターとして活動しつつ急変
対応に対する知識や技術を積極的に学んでいます。
さらに平成 29 年度からは年に 2 回、リハ部で起こり得る急
変事例を体験しながらその場で考え対応するトレーニングと
して NRLS（Nakamura　Rehabiritation Life Support）
コースを開催しています。

BLS・ICLSの取り組み

総数28演題
（県内 11、県外 17）

2017 年度
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先輩からのメ ッ セ ージ

畑中　哲志　（理学療法士）

免許取得︓平成 18 年度
担当病棟︓回復期リハビリテーション病棟

以前は鹿児島県の病院で5年間働いていました。一身上の都合によ
り地元大分県に帰る際に、先輩療法士に継続して勉強ができ、ス
タッフのモチベーションが高い病院はないか聞いたところ、当院を紹介し
てされました。実際に見学来た際にも、理学療法室が活気にあふれ
ていて、とても楽しそうにリハビリを行っていたので、ここの環境で働きた
いと思い入職しました。
当院は急性期と回復期の機能を有しているので、経過をじっくりみる
ことができます。特に私は、急性期の経験が無かったので、急性期リハ
ビリテーションのリスク管理やアプローチ方法を学べていることは、回復
期での治療でも役に立っています。また、相談できるスタッフが多く存
在しているので評価、治療、予後予測などで困った時には一人で抱
え込まずに解消することができます。
当院は、病床編成とスタッフの増加がここ数年で進んでおり、まだまだ
発展途上です。みんなが意見を出し合い、より良いリハビリテーション
部を創造していっている段階なので、大変なことも多いですが、他院
では味わえない充実感もあると思っています。

仲摩　沙希　（理学療法士）

免許取得︓平成 23 年度
担当病棟︓一般病棟

当院は私にとって3カ所目の職場になります。それまではクリ
ニック勤務で一般整形・スポーツ整形に関わらせてもらってい
ました。当院で働くきっかけとなったのは、整形外科医でリハ
ビリテーション科部長である七森先生の存在です。学生時
代や、県バスケットボール協会の医科学委員としても入職
前からお世話になっており、先生の下で知識・技術・経験を
積みたいと思った事が選んだ理由になります。また、当院は
整形外科以外にも、脳神経外科や内科、外科なども経験
でき、許可を得れば手術の見学もさせて頂けることも大きな
要因となりました。
医師とコミュニケーションを図る為には知識が必要となりま
す。そのための勉強や、医師からの問題提起により幅広い
視点から医療について考える事を学べると思います。

PT
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先輩からのメ ッ セ ージ

OT

PT池江　陽一郎　（理学療法士）

免許取得︓平成 29 年度
担当病棟︓一般・外来

私は県外の大学から当院に就職しました。当院は一般病棟・
回復期リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟を設けており、
急性期から退院・社会復帰までを一貫してアプローチできる点に
魅力を感じました。また、急性期や運動器疾患の患者を経験し
たかったため、県内から多くの救急受け入れを行いリハビリ処方
の半数が整形外科である点も当院を選んだ理由の一つです。
担当患者は一般病棟・HCUの入院患者と外来患者です。対
象は整形外科や脳外科、内科など様々です。病棟業務として
は毎週行われる病棟カンファレンスや、脊椎外科の回診にも参
加しています。
当院では院内スタッフ間の勉強会や、県内外から講師をお招き
して研修会を多く行っているため、ＰＴとしての専門的知識を深
められます。入院直後の急性期に介入し、患者の回復に向けて
アプローチできることがやりがいです。

池永　健太　（作業療法士）

免許取得︓平成 19 年度
担当病棟︓地域包括ケア病棟

以前約9年間訪問リハビリに携わっていました。その際に、リスク管理
やアプローチ方法など、病院経験がない事による壁が立ちはだかり、
悩む事がありました。その時、自分に足りない物を補う病院はないか
探していた所、13年前に実習生としてお世話になった当院を思い出
し、新たな環境で学びたいと思い入職させて頂きました。
医学的知識を医師と相談しながら深めていける事、急性期のリハビリ
テーションのリスク管理やアプローチ方法をすぐに相談できるスタッフが
多く存在する事が、当院で自己研鑽できる強みだと思います。特に
当院では整形疾患が多い為、レントゲンから読み取る予後予測や治
療方針を学ぶ事が出来ます。また、脊椎や手の外科に特化した整
形外科医もいる事や、排尿、糖尿病、外科の定期的な院内勉強
会、各科のカンファレンス等々、専門的な知識を深める事が出来ま
す。その方が退院後どのような生活を送るのかを想像しながら展開し
ていく治療が、在宅で培った経験を活かして行うことが出来る為、
日々奮闘しながらもとても楽しく充実した作業療法が出来ていると思
います。
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田中　あすか　（理学療法士）

免許取得︓平成 16 年度
担当病棟︓一般

子育て支援制度を利用し、勤務時間は8︓30～15︓30の6時間で
す。患者は一般病棟・HCUに入院中の患者と外来患者を担当してい
ます。通常業務とは別にウロギネチームに所属し、女性の尿失禁や骨盤
臓器脱で悩まれている患者に対して骨盤底筋体操や姿勢の改善・生
活指導等のサポートをさせて頂いています。
現在、小学生２人・未就学児１人の子育てを行っています。1人目の
産後復帰時はフルタイムで勤務し仕事と育児と家事に追われる生活を
していた事を覚えています。当時リハ部には子育てをしながら働いている
女性の先輩がおらず、ライフワークバランスのとり方など分からないことだら
けで不安を感じていました。２人目から時短勤務を利用し、仕事と家庭
にゆとりができたと思います。現在は、子育てしている職員が増え、仕事
や子育てについて理解され相談しやすい環境になっていると思います。
子どもの急な体調不良での早退・休暇時は、柔軟に対応してくれます。
担当患者のリハも他職員が代行対応してくれるので安心です。また自分
が参加すべき会議等は出来るだけ業務時間内に実施してくれるなどの
配慮もしていただいています。

和田　由佳子　（作業療法士）

免許取得︓平成 22 年度
担当病棟︓一般

子どもがまだ小さく保育園に通っている為、送迎の時間があり、早出
（8︓00～17︓00）の勤務形態です。急性期配属のため、急性期
病棟、HCUの入院患者や、外来のリハビリを行っています。急性期病
棟、HCUは発症後すぐの方が多く、介助量が多い方が多いです。外来
は手外科の方が多くいらっしゃいます。
今まで他病院で回復期病棟の患者さんを受け持つことが多く、術後すぐ
の方が多い急性期病棟で働くにあたり、リスク管理や、術後の対応等に
不安を感じていましたが、とても親切にスタッフの方々が指導していただい
たため、なんとか働けています。以前から、脳神経外科のリハビリに興味
があったため、カンファレンスに参加させてもらい、勉強させていただいてい
ます。
子どもの体調不良により急遽お休みをいただく事がありますが、他スタッフ
が対応してくれて、安心してお休みをもらっています。研修会の参加や子
の保育参観等でも希望の休みをいただいています。実家が県外のため
不安な事が多いのですが、お子さんのいる先輩も多いため、子育ての話
などを相談する事ができて、とても有難いです。
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■大分市中心部
◆鶴崎方面から　　　197 号線を別府方面に向かって、 大分中央
　　　　　　　　　　　消防署前の交差点の次の信号を左折
◆別府方面から　　　197 号線を鶴崎方面に向かって、 県庁前の
　　　　　　　　　　　交差点の次の信号を右折
◆JR 大分駅から　　　徒歩 20 分 ・ タクシーで 10 分
◆バス停　県庁正門前から　　　徒歩 3 分

■大分空港から
◆エアーライナー（連絡バス）
 　約 60 分 【JR 大分駅前着】

◆大分自動車道
 　『大分』 インターから 約 15 分
 　『米良』 インターから 約 15 分 

アクセスマップ

病院概要

医療機関名
社会医療法人恵愛会　大分中村病院 
所在地 大分県大分市大手町3丁目2番43号
　　　　　（大分県庁東隣）
電話番号 097-536-5050（コールセンター）
http://www.nakamura-hosp.or.jp
病院種別 一般病院（二次救急指定病院）
許可病床 260 床 ( 実稼働 244 床）
診 療 日 月～土曜日（日 ・ 祝日は休診）

救急患者は 24 時間 365 日対応
診察時間 月～金曜日　9︓00 ～ 17︓30

（受付 8︓30 ～ 11︓30/13︓00 ～ 17︓00）
土曜日　　　　9︓00 ～ 12︓00

（受付 8︓30 ～ 11︓30）

診療科名　整形外科・脊椎外科・手外科・外科
脳神経外科・内科・循環器内科・消化器内科
腎臓内科・糖尿病内科・呼吸器内科・形成外科
泌尿器科・リハビリテーション科・肛門外科・リウマチ科
心臓血管外科・産婦人科・骨盤底リハビリテーション科
眼科・放射線科・皮膚科・臨床検査科・麻酔科
専門外来 睡眠時無呼吸外来、 胸痛専門外来
高齢者排尿管理外来、 ED（勃起不全）外来

病 床 数 一般病棟 ・ 急性期病床　　　　　134 床（実稼働）

回復期リハビリテーション病棟　　　 60 床
地域包括ケア病棟　　　　　　　　　44 床
ＨＣＵ（高度治療室）　　　　　　 6 床（実稼働）

( 許可病床数 8 床）
主な施設 ＥＲ（緊急救命室）

総合リハビリテーションセンター
（作業療法室 ・ 理学療法室 ・ 言語聴覚室）
腎透析センター 20 床、 高気圧酸素治療室

職 員 数 約 500 人



お問い合わせ先 担当︓大分中村病院
山中祐子（総務課長）

TEL: 097-536-5050 ㈹
hr-nakamura@nakamura-hosp.or.jp


