
リハビリテーションスタッフの声 

荒木脳神経外科病院 リハビリテーション部 

2  教 育 体 制 

１．新人教育体制 

 当院は新入職員に対し、経験３年以上

の同職種の療法士がマンツーマンで指導

する、プリセプター制度を導入していま

す。一年間、１対１で、プログラムや諸

業務の指導を丁寧に行います。その他、

各種オリエンテーションや他部署見学、

フォードバック体制等、充実した教育体

制を整えております。 

２．卒後教育 

 入職後の職員に対し、経験年数別に行

なっています。ワークショップ等様々な

形式で、その対象者に応じたテーマで

の研修を行ない、モチベーションを高

めています。 

３．ユニット体制 

 急性期、回復期の各チームを4～６人

で１グループのユニットに分けてお

り、各ユニット内でのカンファレンス

を開催しています。情報共有や意見交

換、質問等を活発に行ない、様々な刺

激を受け、日々業務に取り組んでいま

す。訪問リハ・通所リハの療法士とも

常時連携し、一貫したリハビリテー

ションの提供を心がけています。 
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 リハビリテーション部では、脳卒中な

どの脳神経外科疾患を対象に急性期から

回復期、在宅訪問まで一貫してリハビリ

テーションを提供しており、理学療法士

34名、作業療法士19名、言語聴覚士

10名、臨床心理士1名の総勢64名が所

属しています。 

 一般病棟（68床）・を担当する急性

期担当チーム、回復期リハビリテーショ

ン病棟（42床）を担当する回復期担当

チーム、在宅で療養されている患者様を

訪問してリハビリテーションを実施する

訪問担当チーム、関連施設である荒木ク

リニック・通所リハビリテーションへ通

所される利用者様を担当する通所担当

チームの4チームがあり、各療法士は、

専属または兼務しながら働いています。   

 西区唯一の脳神経外科専門病院として

地域の医療福祉に貢献するべく、高いリ

ハビリテーションの専門性を活かした

チーム医療の実践に取り組んでいます。 

 院内では看護部につぐ大所帯部門であ

り、所属する療法士の平均年齢は20代

後半と若い職能集団です。若さをプラス

と捉え、お互い刺激し合い、患者様によ

り良いサービスが提供できるようにと、

日々向上心を持って仕事をしておりま

す。 
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リハビリ業務のご紹介 リハビリテーション部 

部長 今田 直樹 

     （作業療法士） 



理学療法士の一日 

PT2年目 阿部太亮 
平成25年 広島国際大学卒

◎ 9：10 ～ 午前のリハビリテーション 

 午前は3人の患者様の訓練を行いました。 

 病室・病棟内・リハビリ室・屋外様々な場所で行います。 

 ・写真は3階病棟患者様とのリハビリテーションです。 

 ・基本動作や日常生活動作練習、階段昇降練習、歩行練習、高次脳機能向上練習などを行います。 

 ・午前中は８単位の訓練を実施しました。  

◎ カルテ記載 

 空いた時間を利用し、カルテ記載をします。 

◎ 1２：15 ～ お昼休み 

◎ 1３：15 ～ 一般病棟ミーティングに参加 

 急性期担当チームの療法士が集まり、業務や患者様について話し合います。  
 ・週に1回 

 

◎ 13：30 ～ カンファレンスに参加 

 患者様の治療方針や転帰先について話合います。 

 ・医師、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、管理栄養士、 

  担当療法士が出席 

 ・1人の患者様につき、月に1回。 

◎ 14：00 ～ 午後のリハビリテーション 

 午後のリハビリテーションは、リハビリ室での練習を中心に行ないました。 

 ・リハビリ室では長下肢装具での歩行練習や筋力維持向上練習、床上動作   

  練習、入浴動作練習等を行います。 

 ・その他、屋外歩行や外出練習を行い、バスの乗り降りや電車の乗車練習を 

      行います。また、歩行補助具や福祉用具の検討を行います。 

◎ 17:00 ～ カルテ記載 

 電子カルテを導入しています。 

 ・各患者様の訓練内容を記載します。 

♪急性期担当チーム 理学療法士の一日をご紹介します♪ 

当院入職の志望動機 

◎ 17：50 ～ リハビリ室の掃除 

  スタッフ全員で一日の汚れを落とします。 

◎ 18：00 業務終了  

   今日は“NO残業DAY”です♪ 

 残務を済ませ、18時半までには全員帰宅をします。 

 当院で評価実習をさせて頂

き、療法士間の繋がりの強さや

他部署との関わりの強さを感じ

ました。職員が一丸となって医

療を提供されており、自分も

チーム医療の一員として患者様

のサポートをしたいと思い入職

を志望しました。 

 また、急性期から生活期まで

幅広く取り組んでおられ、患者

様の生活に密着したリハビリ

テーションを実施せれている所

に魅力を感じました。   

入職当初は、自分の知識・経験

丌足に丌安や悩みばかりでし

た。しかし、プリセプターやペ

アの先輩方は優しく、いつでも

相談にのって下さいました。毎

日の疑問を一つ一つ丁寧に教え

て下さり、多くのことを学ぶ事

が出来ました。 

 現在は、急性期リハ病棟の担

当療法士となり、一年間学んだ

事を活かして介入に取り組んで

います。 

 まだまだ、知識も経験も丌足

しており、至らない事も多いで

すが、励まし合える同期と尊敬

できる先輩方に支えられ、日々

精進できるように努めていま

す。又、リハビリスタッフは皆

仲が良く、明るい職場で毎日楽

しく過ごしています！ 

入職して… 

◎ 8：50 始業前のリハビリテーション部朝礼 

 その日のPT･OT･ST全ての出勤療法士、約40名が集合し、朝礼を行います。 

 ・入退院に関する事項、患者様の情報、注意事項などの伝達 

 ・ミーティング、研修会などの諸連絡 

 ・他部署からの連絡など．．．を報告し、情報を共有します。 



作業療法士の一日 

◎ 9：00 ～ 病棟・リハビリ室での訓練 

 午前は3人の患者様の訓練を実施しました。 

 病室・病棟内・リハビリ室様々な場所で行ないます。 

 ・写真は病棟でのリハビリテーションの様子です。  

 ・基本動作や日常生活動作の練習、上肢機能訓練、高次脳機能向上訓練 

  手工芸、習字、歌唱…患者様に合わせて様々な作業活動を行ないます。 

◎ 8：50 始業前のリハビリテーション部朝礼 

 その日のPT･OT･ST全ての出勤療法士、約40名が集合し、朝礼を行います。 

 ・入退院に関する事項、患者様の情報、注意事項などの伝達 

 ・ミーティング、研修会などの諸連絡 

 ・他部署からの連絡など．．．を報告し、情報を共有します。 

◎ カルテ記載 

 空いた時間を利用し、カルテ記載をします。 

◎ 12：15 ～  お昼休み 

           （職員食堂でランチ 一食360円） 

◎ 13：00 ～ 回復期病棟ミーティングに参加 

 回復期担当チームの療法士が集まり、業務や患者様について話し合います。 

◎ 13：30 ～ 午後からの訓練 

 午後は4人の患者様の訓練を実施しました。 

 ・写真は家族指導を行っている様子です。 

  退院に向けて患者様だけでなく、ご家族とも協力し、介助指導などを 

  行わせていただいています。 

◎ 15：30 ～ カンファレンスに参加 

 患者様について多職種で集まって話し合います。 

 ・医者、看護師、ソーシャルワーカー、担当療法士が集まります。 

 ・患者様の現状や今後の治療方針について話し合い、情報共有を図ります。 

 ・一人の患者様につき、月に一度行われます。 

◎ 17：30 カルテ記載 

 今日は7人、18単位を実施しました。 

◎ 18：30 業務終了  

 

◎ 1８：１5 ～  院内研修会に参加 

 今日は「感染対策」についての院内研修会が開催されまし

た。 

 ・その他、部署内・科内の勉強会・伝達講習会、外部講師を招いた 

   勉強会、様々な研修会があります。 

♪回復期担当チーム 作業療法士の一日をご紹介します♪ 

当院入職の志望動機 

入職して… 

 見学会に参加した際、ス

タッフの方々の雰囲気がよ

く、この職場で働きたいと

思いました。 

 また急性期から回復期、

生活期と患者様の経過を追

うことができることや人材

教育に熱心なところにも魅

力を感じました。 

 入職直後は慣れないことが多

く、悩みや丌安でいっぱいでし

た。しかしプリセプターやペア

を組んだ先輩がいつも優しく相

談に乗ったり、分からないこと

を丁寧に教えて下さり、沢山学

ぶことができました。 

 現在は回復期病棟の専従療法

士をしています。この一年間で

教えてもらったこと、学んだこ

とを活かして介入に取り組んで

います。 

 まだまだ知識も経験も丌足し

ていて至らないことが多いです

が、励まし合える同期と相談に

乗って下さる先輩方に支えられ

て日々業務に取り組んでいま

す。 

OT2年目 木村美希 
平成25年 広島大学 卒 



言語聴覚士の一日 

◎ ８：50 始業前のリハビリテーション部朝礼 

 その日のPT･OT･ST全ての出勤療法士、約40名が集合し、朝礼を行います。 

 ・入退院に関する事項、患者様の情報、注意事項などの伝達 

 ・ミーティング、研修会などの諸連絡 

 ・他部署からの連絡など．．．を報告し、情報を共有します。 

◎ 9：05 ～ 9：15 ケアプランに参加 

 患者様のケアプランを話し合います。 

 ・1人の患者様につき、月に1回 

 ・看護師、看護補助者、担当療法士、ソーシャルワーカーが患者様のケアプランを話し合います。 

◎ 11：30 ～ 昼食のための関わり 

 摂食嚥下障害により、飲み込みが難しくなった患者様に対し、昼食時を利用し

て、直接的な嚥下練習、食事介助を実施しています。 

 

◎ 12：15 ～ お昼休み(お弁当持参) 

 

 

◎ 13：15 ～ 回復期病棟ミーティングに参加  

◎ 13：30 ～ 午後からの訓練 

 午後は、病室にて、嚥下障害の方の直接的な嚥下練習 

を中心に行いました。    

◎ 15：30 ～ 担当者会議に参加 

 退院が決定した患者様の、退院後に関わるスタッフが集ま

り、今後の生活や目標について話合います。 

 ・医師、看護師、看護補助者、ソーシャルワーカー、担当療法士、 

  ケアマネジャー等退院後に関わる事業所の方々、等が出席 

  

◎ 15：00 ～ 午後からの訓練 

◎ 17：00 ～ カルテ記載 

 10人、19単位のリハビリテーションを実施しました。 

◎ 17：50 ～ リハビリ室の掃除 

 スタッフ全員で一日の汚れを落とします。 

◎ 18：00 業務終了 

  残務を済ませ、18時半には帰宅をします。 

♪回復期担当チーム 専従言語聴覚士の一日をご紹介します♪ 

当院入職の志望動機 

入職して… 

 現在は回復期専従療法士

として働いています。退院

に向けて、患者様・ご家族

のサポートをさせて頂いて

います。 

 入職当初は悩みや、丌安

なこと、わからないことば

かりでした。この一年間で

プリセプターや、ＳＴの先

輩方、ペアを組むPT・OT

の方を通し様々な事を学ぶ

事が出来ました。 

 他職種との話し合いは、

色んな視点で物事を見るこ

とが出来、日々勉強になっ

ています。 

 まだ入職して2年目であ

り、知識や経験も丌足して

おり至らない部分は多いの

ですが、日々療法士として

成長出来るよう頑張ってい

ます。 

 急性期から回復期まで一

貫したリハビリテーション

を実施しており、幅広く知

識を学べると考え、入職を

志望しました。 

 又、見学会に参加した

際、職場の雰囲気が良く、

さらにプリセプター制度な

ど充実した制度がある点も

魅力的な部分でした。 

ST2年目 小出来 智子 
平成25年 臨床福祉専門学校 卒 

◎ 9：15 ～ 11：30 リハビリテーション室での訓練 

 ・コミュニケーション障害・高次脳機能障害・嚥下練習の 

  訓練を実施します。 


