Report

心づかいを感じる療養環境を探して ― 第 3 回 ―

院内全体をリハビリ空間とし
「再び輝ける人生のお手伝いを」
～船橋市立リハビリテーション病院～

医療法人社団輝生会

船橋市立リハビリテーション病院は 365 日のリハビリテーション提供体制を整

え、地域のリハビリテーションサービスの向上を推進させている。院内は、患者が自宅や地域に少しでも
早く帰れるように建物や設備などのハード面、それを運営していく人材体制も含めたソフト面の両方から
患者をサポートしている。訓練室だけのリハビリではなく、入院患者にとって “ 生活の場 ” となる病棟に
おいても、自宅での生活をイメージしたケアとして、食堂での食事や毎食後の口腔ケア、朝夕の洗面所で
の洗面や日中は普段着でベッドから離れて過ごすなどを実施している。また、多職種によるチーム連携を
強化するために、多職種が１つのチームとなったチームマネジャー制を導入し、従来の縦割り組織から横
の繋がりを強化している。
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一人ひとりに合わせた車椅子の調整が
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輝生会本部の森本榮事務局長は
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逆に院内スタッフにしてみると、裏

で特色がある「チームマネジャー制」

各チームには１名のチームマネ

院内には院長室もなく、院長をはじ

こうした多職種によるチームアプ
ローチを行う上で、職種による壁を減
らす工夫もされている。同院では医師

Clavis2013

17

10

6

11

9

7

8

12

13

14

全職種で統一のユニフォームを着用
職員同士は「〇〇さん」付けで呼び合う
や看護師、リハビリスタッフなど全員

「〇〇先生」と名前に先生を付けて呼

が白衣を着用せず、全職種が同じ制服

ぶことはしておらず、
「さん」付けで

入院患者は日中、病衣ではなく普段

で統一している。

呼び合うのも、前述と同様な効果が患

着に着替えて過ごし、可能な限りベッ

者やスタッフに得られるのだろう。

ドから離れて過ごしてもらっている。

「患者さまの回復を支援し、再び『輝

制服は４色用意してあり、好きな色
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とを想定した生活に近いケアを提供し
ている。
【コンサルティング事業部

隅廣】

表紙 総合受付から外来受付方面を見る。歩

１病棟１チーム毎にスタッフステー
ションがあり、多職種が利用している。
チームマネジャーを中心に常に情報交
換ができる環境が整っている。

行訓練を行う姿や椅子で休憩する患者
や家族の姿が見られた。総合受付の後
ろ側はスタッフエリアとなり、事務室
も併設されている。
モールの外側の道。樹木に囲まれた小
道でバス停への道や庭園に繋がる。
総合受付には職員が常駐して外来患者
や家族を案内している。
福祉用具ショップでは、身体に合わせ
た車椅子に調整させ、入院患者にレン
タルする。
エントランス横に位置する喫茶「きら
ら」では、コーヒーやケーキの軽食か
ら食事まで幅広く提供している。８月
末まではカレーフェアを行っていた。
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外来の受付。木製ルーバーを円形に並
べる事で、程よく視覚を遮る。
エレベーターで病棟に上がると、フロ
ア案内の職員が出迎えてくれる。
１階にあるスタッフルームでは、パソ
コンが用意されており事務作業が行え
る。

10 ２階には屋上庭園があり、入院患者が
散策する姿も見れる。
11 食事は病室ではなく、病棟の食堂で食
事を取る。食事には力を入れており、
洋食・和食も選択できる。
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