
令和2年度 厚⽣労働省委託事業 医療勤務環境改善マネジメントシステムの普及促進等事業

医療機関の働き⽅改⾰セミナー
令和３年2月27日（土）オンライン開催 ＜総括セミナー 理学療法士／リハビリチームの取組事例＞

骨粗鬆症治療連携の視点から、コンパクトだから出来た
価値観を共有した“多職種連携”

ー意外と知らない⾃らの実臨床の現状と価値を知ることは“やりがい”になる︖︕ー

〜理学療法⼠編〜

• 一般社団法人 巨樹の会 所沢明生病院
リハビリテーション科

係員 丸 貴仁

 

 

Kyojunokai Tokorozawameisei Hospital 

Saitama, Japan 
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カ マ チ グ ル ー プ 　関 連 病 院一覧

一般社団法人 巨樹の会

新上三川病院
〒329-0611 栃木県河内郡上三川町上三川2360

℡ 0285-56-7111 ／ 209床（急+回復期）

平成21年10月開院／院長 大上 仁志

セラピスト数：149名 ／ 看護師数：121名
延床面積：7,870 ㎡（2,381坪）

医療法人社団 東京巨樹の会

みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒242-0007 神奈川県大和市中央林間2-6-17

℡ 046-271-1221 ／ 136床（回復期）

平成22年5月開院／院長 大山 治

セラピスト数：103名 ／ 看護師数：71名
延床面積： 6,440 ㎡（1,948坪）

一般社団法人 巨樹の会

蒲田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒143-0015 東京都大田区大森西4-14-5

℡ 03-5767-7100 ／180床（回復期）

平成23年5月開院／院長 前原 正明

セラピスト数：149名 ／ 看護師数：88名
延床面積：6,887 ㎡（2,083坪）

一般社団法人 巨樹の会

小金井ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒184-0013 東京都小金井市前原町1-3-2

℡ 042-316-3561 ／ 220床（回復期）

平成24年5月開院／院長 金 隆志

セラピスト数：180名 ／ 看護師数：106名
延床面積： 8,381 ㎡（2,535坪）

一般社団法人 巨樹の会

赤羽ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒115-0055 東京都北区赤羽西6-37-12

℡ 03-5993-5777 ／240床（回復期）

平成25年4月開院／院長 杉田 之宏

セラピスト数： 186名 ／ 看護師数：109名
延床面積： 8,221㎡（2,487坪）

山口

福岡

大分
佐賀

一般社団法人 巨樹の会

八千代ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒276-0015 千葉県八千代市米本1808

℡ 047-488-1555 ／ 240床（回復期）

平成18年4月開院／院長 妻鳥 元太郎

セラピスト数： 184名 ／看護師数：106名
延床面積： 4,275 ㎡（1,293坪）

一般社団法人 巨樹の会

明生ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2

℡ 04-2929-2220 ／ 111床（回復期）

平成21年5月開院／院長 柳田 茂樹

セラピスト数：90名 ／ 看護師数：62名
延床面積：5,565 ㎡（1,683坪）

一般社団法人 巨樹の会

所沢明生病院
〒359-1145 埼玉県所沢市山口5095

℡ 04-2928-9110 ／ 50床（急性期）

平成21年5月開院／院長 鈴木 昭一郎

セラピスト数：17名 ／ 看護師数：100名

延床面積：5,035 ㎡（1,523坪）

社会医療法人財団池友会

香椎丘ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒813-0002 福岡市東区下原2-24-36

℡ 092-662-3200 ／ 120床（回復期）

平成15年4月開院／院長 松尾 義孝

セラピスト数：95名 ／ 看護師数：80名
延床面積：4,675 ㎡（1,414坪）

一般社団法人 巨樹の会

新武雄病院
〒843-0024 佐賀県武雄市武雄町富岡12628

℡ 0954-23-3111 ／ 195床（急+回復期）

平成22年2月開院／院長 藤田 博正

セラピスト数：87名 ／ 看護師数：221名
延床面積：15,251 ㎡（4,613坪）

社会医療法人財団 池友会

福岡新水巻病院
〒807-0051 遠賀郡水巻町立屋敷1-2-1

℡ 093-203-2220 ／ 227床（急性期）

平成15年6月開院／院長 藤井 茂

セラピスト数：79名 ／ 看護師数：299名
延床面積：19,519 ㎡（5,904坪）

社会医療法人財団 池友会

新行橋病院
〒824-0026 行橋市道場寺1411

℡ 0930-24-8899 ／ 246床（急+回復期）

平成9年7月開院／院長 正久 康彦

セラピスト数： 74名 ／ 看護師数：256名
延床面積： 20,167 ㎡（6,101坪）

社会医療法人財団 池友会

新小文字病院
〒800-0057 北九州市門司区大里新町2-5

℡ 093-391-1001 ／ 214床（急性期）

昭和56年9月開院／院長 甲斐 秀信

セラピスト数：74名 ／ 看護師数：305名
延床面積：18,390 ㎡（5,563坪）

社会医療法人財団 池友会

福岡和白病院
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-75

℡ 092-608-0001 ／ 369床（急+回復期）

昭和62年7月開院／院長 富永 隆治

セラピスト数： 94名 ／ 看護師数：496名
延床面積：27,986 ㎡（8,466坪）

一般社団法人 巨樹の会

宇都宮ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒321-0982 栃木県宇都宮市御幸ヶ原町43-2

℡ 028-662-6789 ／ 96床（回復期）

平成23年8月開院／院長 三澤 吉雄

セラピスト数：67名 ／ 看護師数：54名
延床面積：4,683 ㎡（1,417坪）

一般社団法人巨樹の会

下関ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒750-0064 山口県下関市今浦町9-6

℡ 083-232-5811 ／ 165床（回復期）

昭和49年4月開院／院長 林 研二

セラピスト数：129名 ／ 看護師数：83名
延床面積：5,502 ㎡（1,664坪）

一般社団法人 巨樹の会

松戸ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒270-2232 千葉県松戸市和名ヶ谷1009-1 

℡ 047-703-1555 ／ 180床（回復期）

平成26年4月開院／院長 岡田 仁

セラピスト数： 148名 ／看護師数：73名

延床面積： 8,974㎡（2,715坪）

一般社団法人巨樹の会

千葉みなとﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-17-18 

℡ 043-245-1555 ／180床（回復期）

平成26年4月開院／院長 片山 薫

セラピスト数： 159名 ／ 看護師数：73名

延床面積： 8,994㎡（2,721坪）

一般社団法人 巨樹の会

原宿ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-26-1

℡ 03-3486-8333 /332床（回復期）

平成27年4月開院／院長 四津 良平

セラピスト数： 263名／ 看護師数： 179名

延床面積： 18,916㎡（5,722坪）
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社会医療法人財団池友会

福岡和白PET画像診断ｸﾘﾆｯｸ
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-2-76

℡ 092-608-1166

平成16年4月開院／院長 本間 穣

セラピスト数：0名 ／ 看護師数：4名
延床面積：2,597㎡（786坪）

社会医療法人財団 池友会

福岡和白総合健診クリニック
〒811-0213 福岡市東区和白丘2-11-17

℡ 092-608-0138

平成17年4月開院／院長 山永 義之

セラピスト数：0名 ／ 看護師数：38名
延床面積： 2,383㎡（721坪）

一般社団法人 巨樹の会

五反田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-8-20

℡ 03-3779-8820 /240床（回復期）

平成27年10月開院／院長 松谷 雅生

セラピスト数： 195名 ／ 看護師数：121名

延床面積： 14,910㎡（4,510坪）

一般社団法人 巨樹の会

江東ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝ病院
〒136-0073 東京都江東区北砂2-15-15

℡ 03-6880-1555 /300床（回復期）

平成29年10月開院／院長 梅北 信孝

セラピスト数： 215名 ／ 看護師数：124名

延床面積： 13,175㎡（3,985坪）

医療法人社団 埼玉巨樹の会

新久喜総合病院
〒346-8530 埼玉県久喜市上早見418-1

℡ 0480-26-0033 /344床（急+回復期）

平成28年4月開院／院長 志田 晴彦

セラピスト数：145名 ／ 看護師数：352名

延床面積： 23,000㎡(6,958坪)

一般社団法人 巨樹の会

第2宇都宮リハビリテーション病院
〒320-0812 栃木県宇都宮市一番町2-11

℡ 028-666-4880 /240床(回復期)

令和2年10月開院／院長 瓜生田 曜造

セラピスト数： 17名 ／看護師数： 46名

延床面積： 1,502㎡(454坪)

医療法人社団 東京巨樹の会

東京品川病院
〒140-8522 東京都品川区東大井6-3-22

℡ 03-3764-0511 /296床(急+回復期)

平成30年4月開院／院長 蒲池 健一

セラピスト数： 140名 ／ 看護師数：324名

延床面積： 33,089㎡（10,009坪）

一般社団法人 巨樹の会

狭山中央病院
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見2-19-35

℡ 04-2959-7111 /111床(急性期)

令和元年6月開院／院長 渋谷 哲男

セラピスト数： 31名 ／ 看護師数：69名

延床面積： 3,710㎡（1,122坪）

総計
病床数（全27施設）
5,241床
リハビリ
3,070名
看護師
3,960名

一般病床50床
リハビリ

17名 PT14  OT 5  ST 2 （育休3名）
看護師
100名

「救急⾞は断らない︕」
� 平均在院日数 約9.1日
� 救急⾞搬⼊数 3401件/年
� 手術件数 1281件（全身麻酔792件）/年

（整形外科 423件（全身麻酔403件）うち脊椎124件）

常勤医
８名

所沢明生病院（急性期）

活動内容︓多職種で協⼒して再骨折を予防し、元気に生活してもらう

理学療法⼠
（柔道整復師）

骨粗鬆症マネージャー
サルコペニア・フレイル指導⼠

骨粗鬆症リエゾンサービス委員会 委員⻑

主に外科（がん）担当

お題︓1.マネジメント⼒をつける 2.多職種連携＋地域連携（医療・介護）構築

病院紹介

（整形外科、腹部外科、血管外科、脳神経外科、胸部外科 ）

2019年当院データ

一般社団法人 巨樹の会

いつの間にか
「骨の人」「OLSの人」と

呼ばれるようになりました



2010年頃 整形外科医・外来看護師（＋PT）”骨粗鬆症治療開始” (有志の会)

2012年 ”整形外科学術班” ⽴ち上げ （実臨床を科学的に評価するチーム）
急性期整形外科（骨粗鬆症、サルコペニア・フレイル）を考える

2013年 学術班が増員

2014年
日本骨粗鬆症学会
(第１期)骨粗鬆症専門医１名

骨粗鬆症マネージャー１名（リーダー看護師）取得

2015年 第３期で骨粗鬆症マネーシャー５名取得
※リーダー看護師＋サブリーダー看護師退職

2016年 活動低迷 委員会設⽴準備開始

2017年 骨粗鬆症リエゾンサービス委員会設⽴

2018年

委員会増員 日本骨粗鬆症学会 J-OLS参加

 IOF Capture the Fracture 銀賞受賞!!
専従︓骨粗鬆症診療⽀援コーディネーター設置（MC）

2019年 当院整形外科部⻑ 日本骨粗鬆症学会評議員へ

2020年〜 Bone smart city 所沢 プロジェクト始動（地域連携強化）
公認マスコット誕生

チームの
歴史
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低迷期は
大変だった....

明⽣ ⾻粗鬆症
データ ベース

家庭の事情で

退職

現中⼼ メ ンバー４ ⼈

初期中⼼ メ ンバー４ ⼈
リ ーダー

Ns

当院検査科 大野作

⾻ 芽ちゃ ん 破⾻ く ん

Since 2020

所沢明生病院 OLS委員会 マスコット
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”末⻑ く “が重要なテーマ︕︕

（達成度）

“楽しく”活動中
2

背景
これからの地域医療を担う急性期病院

高齢期運動器疾患への取り組みとして骨粗鬆症・SP・フレイルは絶対条件
（当院整形外科部⻑）

3

現在の取組（働き⽅改⾰）の背景やきっかけ

・骨粗鬆症治療開始 現在の専門医＋外来看護師（私︓なんとなく）
目的︓治療を導⼊・継続して再骨折させない、元気に生活してもらう

・学術活動の開始（私︓やらされ仕事︕︕）
目的︓⾃らの実臨床を振り返り科学する

きっかけ（当初は興味がなかった）

約10年前から

意識の変化
目の前の症例に対しての専門職目線しかなかった…正しい知識を得たことで

例）再骨折症例 → △リハビリ的指導不⾜のみしか考えられなかった
→ ○多職種・地域で協⼒しないとそもそも無理︕︕

数ヶ ⽉後
再転倒
再⾻折

所沢骨子さん

数ヶ ⽉後
再転倒
再⾻折

所沢骨子さん

五十嵐ほか：東北整災誌 58(1) : 21-24,2015

野 坂ほか：別紙整形外科 60 : 13-16. 2011

Banefelt J,et al. Osteoporos Int 30:601-609,2019

https://taabou.com/job-lehman-shock/
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ADL大暴
落
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△月□日新聞

再⾻折は主に

”1 年以内”

死亡率上昇. . .

日本整形外科学会調査
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4

具体的な取組の内容
「チームビルディング」の点で、考え、工夫してきたこと

テーマ︓取り組みやすいものから最⼤の達成感を追求＋価値観共有し継続できる組織

「忙しい」発言対策：助け合うと楽になるし、質も上がるよ作戦中
・勉強会、体験会（骨密度/筋⾁量測定等）
・現場の疑問・問題を早期に解決
・体制を⾒える化して効率よく整える

伝統︓医師の指導中心から、メディカル中心のお助け隊へ
学術研究を多職種共同ですすめる体制

日常業務でやっていることを数値で示し共有し研鑽する

臨床（ぶれずにコツコツ積み上げていく）

例）正確な治療導⼊・継続のためには
患者のデータベース管理は必須︕︕専属の部署を新たに創設︕︕

学術（実臨床を⾒える化する）

コンパクトな病院で距離が近い
回転が早く情報交換は密

もともと忙しい
病院としての⽀援あり

（学会参加・資格取得・人事等）

当院の特徴（強み）
意思疎通が図りやすい(個性を共有しやすい)

興味・納得の獲得で体制化しやすい
業務効率の改善は受け⼊れられる

キャリア⽀援可能

対策（活用）

病状説明

⾻粗鬆症診療⽀援コ ーディ ネー
タ ー

７６５

４３１ ２メ ディ カ ルク ラ ーク

薬剤師

医師 管理栄養⼠ リ ハビリ スタ ッ フ

リ ハビリ スタ ッ フ メ ディ カ ルク ラ ーク

各部署でOLS7介⼊実施

電⼦カ ルテ上でOLS関係者にメ ール⼀ ⻫配信

〇〇さん、エン
トリー決まりま

した

⼊院から エント リ ー（ 多職種OLS7介⼊ ） ステージ１ 「 ⾒つけて」

データ ベース作成

ステージ１
⾒つけて

ルーチンの術前検査を即実施

大腿⾻近位部⾻折⼿術症例の「 術前待機期間」

日整会
（82.4歳）
4 . 2⽇
100時間
日 本 整 形 外 科 学 会 大 腿 骨 近 位 部 骨 折 の 治 療 状 況 調 査 2 0 1 6

＞
当院 2017

（86.4歳）
1 . 7⽇

4 0 . 8 時間
橋本.丸ら 第20回日本骨粗鬆症学会

超早期⼿術を実現
最速2 時間半

X-p ,CT,採⾎ 、 ⼼電図、 ⼼エコ ー、 etc.

＞
当院 2 0 1 9

（81.5歳）
1 . 0⽇

2 5 . 1 時間
橋本.丸ら 第22回日本骨粗鬆症学会発表予定

明⽣ ⾻ 粗鬆症
データ ベース

取組の成果（一部） いつの間にかやっている制度となっていたった
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治療導⼊・継続・追跡率が⾶躍的に改善した

コンパクトな病院だからこそ多職種連携が⽂化として根付いてきている︕︖

院内職員むけ勉強会の定期開催
（任意職員アンケート調査）

“今後も骨コツweek（勉強会＋体験会）は必要か︖”
「必 要」84.6% 「必要ない」10.0%

“骨粗鬆症への興味は変化したか︖”
「変化した」65.3% 「変化しない」34.7%

“日々の業務に骨コツweekは役に⽴つか︖”
「役に⽴つ」70.0% 「役に⽴たない」15.4%

骨粗鬆症治療導⼊・継続のため専任スタッフの設置
（データベース管理）

1.退院時骨粗鬆症治療導⼊率: 
設置前47.2% → 設置後100％達成

2.一年後追跡率骨︓
設置前49.1% → 設置後98.3%達成

3.治療継続率︓
設置前54.5% → 設置後86.3%達成

職員意識も⽐較的高く得られている︖

参加部署
整形外科 リハビリ 看護部 薬剤 放射線 検査
診療情報管理 医事課 医師事務作業補助 etc

学術活動(関連学会等) 60件以上
講演活動(メディカル含め) 100件以上

学術活動・講演会活動（活動開始以来） 国際機関からの評価

第17回
In 広島

第18回
In 仙台

第19回
In 大阪

第20回
In ⻑崎

第21回
In 神⼾

⽂化として活動継続中︕

国際骨粗鬆症財団

“銀賞“受賞

 

 

Kyojunokai Tokorozawameisei Hospital Saitama, Japan 

 

 

Kyojunokai Tokorozawameisei Hospital Saitama, Japan 

⾦賞に向けて活動中
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私⾒
“⾃らの働きがい改⾰”が“働き⽅改⾰”になっていた︖︕

「働き⽅改⾰」について、⾃⾝の⽴場から感じていること、
病院内での働き⽅改⾰の今後について思うこと

思い
メディカルスタッフにもチームビリディング等の学びの場を作る
視野が広がり連携しやすくなるのではないか（まだまだ成⻑できる）

課題
・中心メンバー誰が抜けたとしても継続可能な体制を構築していく
・地域連携（医療介護）の構築
・ICT、IoT等の対策（何かを知るところから）

家庭の事情で
退職

ご静聴ありがとうございました

⾻芽ちゃ ん 破⾻ く ん

Since 2020

所沢明生病院 OLS委員会 マスコット

所沢明生病院 骨粗鬆症リエゾンサービス委員会 マスコット

当院検査科 大野作


