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理学療法における
情報管理



講義内容

1. 個人情報保護

2. 情報リテラシー

3. 情報に関連するリスクとその予防

4. 療養担当規則と診療記録

5. カルテ記載の実際（サマリ含む）

6. 退院・転院の施設間情報連携

7. リハビリテーション分野での情報利活用



個人情報保護



資格法にある守秘義務

•理学療法士及び作業療法士法（第16条）

理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その
業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は
作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。

• （刑法 第134条）

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又
はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り
扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、６月以下の懲
役又は10万円以下の罰金に処する。



医療分野の情報に関連する法律

• 憲法、民法、刑法

• 医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法、

医療法、健康保険法、療担規則、・・・

• 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）

• がん登録推進法、高齢者の医療の確保に関する法律

• 再生医療等の安全性に関する法律

• 臨床研究法

• 個人情報保護法、次世代医療基盤法



個人情報とは

• 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することが
できるもの

– 「氏名」「生年月日」等で特定の個人を識別できる

氏名・生年月日と氏名の組み合わせ・顔写真等
顧客情報、従業員情報、名刺（他の情報と容易に照合でき、それによ
り特定の個人を識別できるもの）

– 情報単体でも特定の個人を識別できる文字、番号、記号
その他の符号（個人識別符号）

ＤＮＡ、指紋、運転免許証の番号、パスポート番号、
基礎年金番号など

（個人情報保護法：平成27年改訂）



要配慮個人情報

• 本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように
その取扱いに特に配慮を要するもの
– 人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、
犯罪により害を被った事実、その他として政令で定める
記述

• あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しては
ならない

➢ 法令で定められた一部の例外を除いて、本人の同意を得る前に要配慮個人情報を取得するこ
とは禁止されており、またオプトアウト（一定条件下でおこなえる直接的な本人同意なしの第三
者提供）も不可能である。ただし、個情法が適用される機関のうち、学術研究機関（民間病院含
む）・団体が学術研究目的で個人情報を利用する場合（個情法第76条第1項第3号）はオプトア
ウトによる対応が可能である。



• 利用目的を特定し、その範囲
内で利用する

• 利用目的を通知、または公表
する

１．取得・利用

• 漏洩等が生じないよう、安全
に管理する

• 従事者・委託先にも安全管理
を徹底する

２．保管

• 第三者に提供する場合は、あ
らかじめ本人から同意を得る

• 第三者に提供した場合・第三
者から提供を受けた場合は、
一定事項を確認・記録する

３．提供

• 本人から開示等の請求があっ
た場合は、遅滞なくこれに対
応する

• 苦情等に適切・迅速に対応す
る

４．開示請求等への対応

一般的に守るべき４つのルール



取得・利用

• 利用目的を特定し、その範囲内で利用する

• 利用目的を通知、または公表する

利用目的を明確にし、
その範囲を超えて利用しない



保管

• 漏洩等が生じないよう、安全に管理する

• 従事者・委託先にも安全管理を徹底する

漏らさない
なくさない



提供

• 第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る

• 第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、
一定事項を確認・記録する

本人の明確な同意を得る



開示請求等への対応

• 本人から開示等の請求があった場合は、遅滞なくこれに
対応する

• 苦情等に適切・迅速に対応する

常に情報開示できるようにしておく



医療に関する情報の取り扱い（１）

① 医療に関わる全ての行為は、医療法等で医療機関等の管理
者の責任で行うことが求められており、情報の取扱いも同様で
ある。

② 情報を適切に収集した上で、必要に応じて遅滞なく利用できる
よう適切に保管し、不要になった場合には適切に廃棄する必要
がある。

③ 刑法等に定められている守秘義務、個人情報保護の関連法令
等のほか、診療情報の取扱いに関わる法令、通知、指針等の
要件を満たすことが求められる。



医療に関する情報の取り扱い（２）

④ 故意にこれらの要件に反する行為を行えば、刑法上の秘密漏
示罪で処罰される。

⑤ 診療情報等については、過失による漏えいや目的外利用も大
きな問題となる可能性がある。

⑥ そのような事態が生じないよう適切な管理（このような善良なる
管理者の注意義務を「善管注意義務」という。）を行う必要があ
る。



ガイドラインでの情報保護責任

自組織内での
管理

通常運用時

管理方法・体制等に関する説明責任

管理を実施する責任

定期的に見直して改善する責任

事故発生時
事故の原因・対策等に関する説明責任

善後策を講じる責任

第三者に委託する場合 受託する事業者の過失に対する責任

第三者に提供する場合
第三者提供が適切に実施されたかに
対する責任



医療関連のガイドライン

所管 ガイドライン

厚生労働省

健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン
国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン

厚生労働省
個人情報
保護委員会

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

文部科学省
厚生労働省
経済産業省

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

厚生労働省 遺伝子治療等臨床研究に関する指針

文部科学省
厚生労働省

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針

厚生労働省
経済産業省
総務省

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン
医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン



匿名加工情報

•ある措置を講じて特定の個人を識別することができないように
個人情報を加工

•当該個人情報を復元することができないようにしたもの



第三者提供

•本人の同意があっても確認記録義務が原則求められる

•海外とのデータのやり取りに関しては、一部の例外を除き、
本人の同意が求められる（委託・合併等に伴う事業承継・
共同利用の場合も）

•個人データを第三者（第2条5項各号に掲げる者を除く。以
下この条及び次条において同じ。）に提供したときは、個人
情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人デー
タを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他
の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を
作成しなければならない



個人情報漏洩等に該当する例

紛失 誤廃棄
（滅失）

メールの誤送信 不正アクセス



不適切な対応による影響

事業への甚大な影響

クレーム 信用の失墜



記載漏れで返還

•●●市立病院が●●厚生局からカルテの不備を指摘され、
診療報酬約２６８５万円を国民健康保険などに返還。この
ほかに患者が自己負担した計約３８０万円は返還対象者を
確認中。

•病院によると、不備があったのは２０１９年２月～２０２０年１
月までの９８０４件。同年２月に●●厚生局から指導を受け
確認した結果、カルテへの検査結果などの記載漏れが発
覚したという。



情報漏洩

• 2006年に●●県で発生した医師宅放火殺人事件で、犯人
である長男の供述調書の内容や心理検査の結果などをフ
リージャーナリストに漏らし、秘密漏示罪で有罪となった精
神科医の●●氏も対象。●●氏は2012年2月に、懲役4カ
月、執行猶予3年の判決が確定しており、医業停止1年の処
分となった。



情報リテラシー



情報リテラシーとは

収集

整理

分析

発信

セキュ
リティ

• 情報を扱うにあたっての基本的能力
– 膨大な情報の検索・選択能力

– 蓄積・加工能力

– 情報を創出する能力

– デジタル機器の取り扱い、ネット利用の基本的知識

• セキュリティだけでなく、情報を適切にまた有用に利活用できる能力



一般的な情報リテラシー

“literacy” とは「識字」（文字の読み書きができること）という意味で
あり、情報の基本的な取り扱いができることを意味する。具体的には、
書籍やマスメディア、インターネットなどにより蓄積・流通している情報
の中から必要なものを探し出し、確度や文脈などの評価や解釈、分
析などを行い、取捨選択や加工、編集によって整理し、意思決定や課
題解決のための材料として利用したり、新たな情報の創造や伝達、
発信などを行うことができる基礎的な能力を指す。

もとは1970～80年代のアメリカで、図書館を利用して課題解決に
必要な文献を見つけ出し活用する能力として提唱された「図書館リテ
ラシー」（library literacy）から発展したものとされる。1990年代以降
は個人のコンピュータ利用やインターネットや携帯電話などによるデ
ジタル化された情報の流通・受発信が一般化し、こうしたデジタル機
器やネットワークを通じて情報を取得・活用することも情報リテラシー
の一部とみなされるようになっていった。

https://e-words.jp/w/%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC.html
https://e-words.jp/w/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2.html


病院情報システムにおける情報リテラシー

• 総合目標
病院情報システムの一般利用者が知っておくべきことを再確認する
– 到達目標I
患者との良好なパートナーシップを形成するために、多職種からなるチームの
一員として、診療情報を適正に扱える

– 到達目標II
病院情報システムの安全性と有用性を高めるために、システムを適正に扱え
る



到達目標①

① 患者の権利に配慮した診療情報の取り扱いをする

② 患者の安全を確保するために、患者と協力して、正確な情報収集
に努めるとともに、有害事象が起こらないよう情報の流れを共有
する

患者との良好なパートナーシップを形成するために、多職種からなる
チームの一員として、診療情報を適正に扱える



到達目標②

① 病院情報システムの入出力端末を正しく操作できる

② ネットワークに関する機能を知り、正しく利用できる

③ 病院情報システムのトラブル時に、正しい対応ができる

④ 医療事故防止に役立つように病院情報システムを活用できる

⑤ 病院情報システムの有用性を理解し、改善すべき点を要望できる

病院情報システムの安全性と有用性を高めるために、システムを適正に扱える



情報に関連するリスクとその予防



ISMSとPDCAサイクル

情報セキュリティでは、機密性、完全性、可用性に対する様々な
脅威から情報資産を守ることが基本となります。そのために、人
的、物理的、技術的、組織的な面から様々な対策を講じますが、
当然、対策を行えば行うほどリソース（人、金、物）は必要です。
誰しもできるだけ少ないリソースで最大の効果を上げたい、コス
トは最小限に抑えたいと考えるでしょう。
これらのニーズに現実的な対処をする情報セキュリティを体系的
かつ系統立てて捉えたのが情報セキュリティマネジメントシステ
ム( ISMS: Information Security Management System)です。
ISMSとは、情報セキュリティを確保、維持するための、人的、物
理的、技術的、組織的な対策を含む、経営者を頂点とした組織
的な取組みのことです。



ISMSとPDCAサイクル

情報セキュリティ対策は一度行なったら終わりではありません。
情報セキュリティ分野は、常に積極的に対策を行なっていないと、
新たな脅威に対応できないという側面をもっているため、環境の
変化に合わせて絶えず、見直しと改善が求められます。組織の
セキュリティ対策における目標達成レベルを継続的に維持改善
するためにPlan(計画)-Do(実施)-Check(点検・監査)-Act(見直し・
改善)というPDCAサイクルを繰り返すのです。

Plan(計画)

Do(実施)

Check
(点検・監査)

Act
(見直し・改善)

構築、維持及び
改善のサイクル

ISMSの確立

ISMSの導入及び運用ISMSの維持及び改善

ISMSの監視及び見直し
日本医療情報学会医療情報技師育成部会医療情報
医療情報システム編, 第６版 医療情報学会医療情報
技師育成部会, 篠原出版新社, 2020



情報セキュリティポリシーの策定

基本方針は、組織の経営者が、「情報セキュリティに本格的に取り組む」という姿勢を示し、
情報セキュリティの目標と、その目標を達成するために企業がとるべき行動を社内外に宣言
するものです。「なぜセキュリティが必要か」という「Why」について規定し、何をどこまで守る
のか（対象範囲）、誰が責任者かを明確にします。また、業界標準、該当する法令、政府規
制への準拠を宣言する場合があります。
対策基準は、基本方針で作成した目的を受けて、「何を実施しなければならないか」という
「What」について記述します。組織的に情報セキュリティ対策を行うためのルール集で、人事
規程や就業規程などの類の企業の構成員が守るべき「規程類」に相当します。実際に守る
べき規程を具体的に記述し、適用範囲や対象者を明確にします。
実施手順は、対策基準で定めた規程を実施する際に、「どのように実施するか」という「How」
について記述します。マニュアル的な位置づけの文書であり、詳細な手順を記述します。

基本方針
(ポリシー)

対策基準
(スタンダード)

実施手順
(プロシージャー)

・・・Why

・・・What

・・・How

こ
の
部
分
を

「情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る

日本医療情報学会医療情報技師育成部会医療情報医療情報システム編,
第６版 医療情報学会医療情報技師育成部会, 篠原出版新社, 2020



リスクアセスメント

リスクアセスメントとは、守るべき対象である情報資産で発生する
可能性のある脅威と、脅威の発生確率や発生した場合の影響度
等を評価する方法のことです。

脅威： システム又は組織に危害を与える事故の潜在的原因

脆弱性： 脅威によって影響を受ける内在する弱さ

リスク： ある脅威が脆弱性を利用して損害を与える可能性

リスクアセスメントとは、リスク分析からリスク評価までの全てのプ
ロセスであり、リスク因子とは脅威と脆弱性を指します。



リスクへの対応

リスク対応では、リスク評価の作業で明確になったリスクに対して、
どのような対処を、いつまでに行うかを明確にします。対処の方法
には、大きく分けて「リスクの低減」「リスクの保有」「リスクの回避」
「リスクの移転」の4つがあります。

リスク回避

リスク保有 リスク移転

リスク低減

小 大

リスク発生の際の損害の大きさ（影響度）
（情報資産の価値）

リ
ス
ク
発
生
の
可
能
性

（脅
威×

脆
弱
性
）

高

低

日本医療情報学会医療情報技師育成部会医療情報医療情報システム編,
第６版 医療情報学会医療情報技師育成部会, 篠原出版新社, 2020



「リスクの低減」とは、脆弱性に対して情報セキュリティ対策を

講じることにより、脅威発生の可能性を下げることです。ノー

トパソコンの紛失、盗難、情報漏えいなどに備えて保存する

情報を暗号化しておく、サーバ室に不正侵入できないように

バイオメトリック認証技術を利用した入退室管理を行う、従業

員に対する情報セキュリティ教育を実施するなどがあります。

リスクの低減



「リスク保有」とは、そのリスクのもつ影響力が小さいため、特

にリスクを低減するためのセキュリティ対策を行わず、許容

範囲内として受容することです。「許容できるリスクのレベル」

を超えるものの、現状において実施すべきセキュリティ対策

が見当たらない場合や、コスト（人、物、金等）に見合ったリス

ク対応の効果が得られない場合等にも、リスクを受容します。

リスクの保有



「リスク回避」とは、脅威発生の要因を停止あるいは全く別

の方法に変更することにより、リスクが発生する可能性を取

り去ることです。例えば、「インターネットからの不正侵入」と

いう脅威に対し、外部との接続を断ち、Web上での公開を停

止してしまうような場合や、水害などの被害が頻繁にあり、

リスクが高いため、そのリスクの低い安全な場所と思われる

場所に移転する、などが該当します。リスクを保有すること

によって得られる利益に対して、保有することによるリスク

の方が極端に大きな場合に有効です。

リスクの回避



「リスク移転」とは、リスクを他社などに移すことです。例えば、

リスクが顕在化したときに備えリスク保険などで損失を充当し

たり、社内の情報システムの運用を他社に委託し、契約など

により不正侵入やウイルス感染の被害に対して損害賠償な

どの形で移転するなどが該当します。しかし、リスクがすべて

移転できるとは限りません。多くの場合、金銭的なリスクなど、

リスクの一部のみが移転できます。

リスクの移転



療養担当規則と診療記録



保険診療の仕組み

レセプトの提出

診療報酬明細書の審査
支払い代行

保険運営団体
・政府
・市町村
・各種共済組合

Health Insurance Claims Review & Reimbursement services,
https://www.ssk.or.jp/kikin.html (6月15日閲覧）



療養担当規則

• 健康保険法により定められた「保険医療機関及び保険医療担当
規則」

• 保険医療を担う医療機関が守るべき定めについて、全24条で定
められており、保険医療を行う際の約束事

• 保険診療として診療報酬が支払われるための条件
– 各関連法令の遵守、「療養担当規則」の遵守、
医学的に妥当適切な診療、
診療報酬点数表に定められた通りに請求



保険医療機関の療養担当（１）

• 療養の給付の担当の範囲（第 1 条）

– 診察、薬剤または治療材料の支給、
処置・手術その他の治療、・・・

• 療養の給付の担当方針（第 2 条）

– 懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なもの

• 適正な手続の確保（第 2 条の 3）

• 経済上の利益の提供による誘引の禁止（第 2 条の 4 の 2）

• 特定の保険薬局への患者誘導の禁止
（第 2 条の 5、第 19 条の 3）



保険医療機関の療養担当（2）

• 特殊療法・研究的診療等の禁止（第 18 条、第 19 条、第 20 条）

• 健康診断の禁止（第 20 条）

• 濃厚（過剰）診療の禁止（第 20 条）

– 検査、投薬、注射、手術・処置等は、診療上の必要性を十分考慮した上で行う

• 適正な費用の請求の確保（第 23 条の 2）



診療録に関する規定

• 診療録の記載（療担第 22 条、医師法第 24 条）
– 保険医は、診療のあと、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録
に当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない。

• 診療録の保存（療担第 9 条、医師法第 24 条第２項）
– 帳簿の保管義務を3年保存とする。診療録は完結の日から5年保存とする。
これらは区別して保存しなければならない。



電子カルテ等の普及状況

一般病院

病床規模別

一般診療所
400床以上 200～399床 200床未満

平成20年 14.2 % 38.8 % 22.7 % 8.9 % 14.7 %

平成23年 21.9 % 57.3 % 33.4 % 14.4 % 21.2 %

平成26年 34.2 % 77.5 % 50.9 % 24.4 % 35.0 %

平成29年 46.7 % 85.4 % 64.9 % 37.0 % 41.6 %

医療施設調査（厚生労働省）



医療情報システムに関する留意点

• 診療録等の真正性・見読性・保存性の確保
– 真正性：
修正、削除など、履歴が確認できる。
記録の責任の所在（証拠）が明確である。

– 見読性：
必要に応じ、記録事項を明瞭、整然と機器に表示、
あるいは印刷できすぐに利用できること

– 保存性：
記録事項を保存すべき期間中において復元可能な状態で保存できる



真正性の確保

• 虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること
– 故意又は過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同の防止

– 使用する機器、ソフトウェアに起因する虚偽入力、書換え、消去及び混同の
防止

• 作成の責任の所在を明確にすること
– 入力者及び確定者の識別及び認証

– 記録の確定

– 識別情報の記録

– 更新履歴の保存



見読性の確保

• 情報の所在管理
– 紙管理された情報を含め、各種媒体に分散管理された情報であっても、
患者ごとの情報の全ての所在が日常的に管理されていること。

• 見読化手段の管理
– 電子媒体に保存された全ての情報とそれらの見読化手段は対応づけて
管理されていること。

– 見読手段である機器、ソフトウェア、関連情報等は常に整備されていること。

• 見読目的に応じた応答時間
– 目的に応じて速やかに検索表示若しくは書面に表示できること

• システム障害対策としての冗長性の確保



保存性の確保

•ウイルスや不適切なソフトウェア等による情報の破壊及び
混同等の防止

•不適切な保管・取扱いによる情報の滅失、破壊の防止

•記録媒体、設備の劣化による情報の読み取り不能又は不
完全な読み取りの防止

•媒体・機器・ソフトウェアの不整合による情報の復元不能の
防止



カルテ記載の実際（サマリ含む）



理学療法診療録作成・保存の目的

✓対象者に対して理学療法士が適切な評価・治療を行っているか否かの資料とする
こと、さらに理学療法の効果判定の資料とすること

✓診療録を記載した職員以外の医療従事者に、必要であれば対象者の情報を提供
するため、さらに対象者の治療の為の症例検討会議に役立つこと

✓保険その他の医療費請求の証拠資料とすること、および行政当局の医療監査を
受け理学療法施設基準の承認の為の資料とすること

✓対象者の健康状態もしくは運動機能障害状態の公的な証明書が必要な場合に、
その作成のための資料を提供するため

✓法務上、対象者の健康状態もしくは運動機能の障害状態に関する証拠が必要な
際の資料とすること

✓理学療法士が評価・治療を行う上で資料の整理、思考の補助に役立てること、お
よび他の対象者に対する理学療法診療の参考とするため

✓理学療法の質を高めるための教育・研究、将来の理学療法評価・治療の開発のた
めの研究に役立てるため

理学療法士ガイドライン（平成24年4月1日）より抜粋



理学療法診療記録に含まれる主な内容

• 対象者の基本的個人情報：氏名、年齢、性別、住所、家族構成、住宅の種類、
居住環境、職業、教育歴などの社会的背景を含む

• 施設管理情報：対象者ID、処方医、処方内容、医療保険の種類、病棟、病室、
主治医、看護師、担当理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医療ソーシャル
ワーカー、地域連携室担当者、介護支援専門員など

• 医学的情報：診断名、機能不全（disability）、併存疾患、合併症、既往歴、現病
歴、現症、禁忌および注意事項など

• 評価・測定データ：各種理学療法評価結果記載、特殊検査などの計測値データ

• 他部門からの情報：評価会議記録、回診記録、義肢・装具クリニック

• 理学療法における機能不全象：統合と解釈による課題点リスト、目標設定、具
体的プログラム立案など

• 理学療法実施経過：実施内容、理学療法の進捗状況

• 各種報告書：リハビリテーション実施計画書、転院時経過報告書

• 退院時、終了時の要約に関する情報



リハビリテーション記録におけるSOAP

S (subjective):患者の主観的な訴え

O (objective):検査結果などの数値やスタッフの客観的観察

A (assessment): S や O に対する評価や判断

P (plan): A に基づく、今後の予定や計画







インシデント・アクシデントの経時記録

• 生じたありのままの事象を正確な時間とともに流れを報告

すること

• 5W1Hを元に他者にも状況がわかるように

• 他の医療スタッフを悪く書くような報告はしない

• 「いま」と入力し変換すると現在時刻が入力される

• 報告を通じて、情報共有をする



例：リハビリ中の急変

【3階リハビリ室にて初回松葉杖歩行練習中の気分不良】
17:40 1度目の松葉杖歩行実施後、ＨＲ100台であった。

疲労感はあったが、気分不良なく、5分ほど休憩した。
17:45 松葉杖歩行練習中に冷や汗著明となり、車椅子に乗車を促した。

転倒なし。その後、プラットフォームにリハビリスタッフ数名と移乗した。
17:48 バイタル測定 GCS E4V5M6 BP140/86 PR120 SPO2 100   
17:50 2度目のバイタル GCS E4V5M6 BP131/89 PR107 SPO2 97
17:52 リハビリスタッフでストレッチャーへ移乗し、○階○病棟へ帰室し、○階
看護師へ引き継いだ。

インシデント・アクシデントの経時記録



退院・転院の施設間情報連携



⚫死亡率上昇1）

⚫QOL低下2）

⚫身体機能低下3）

Multimorbidity（多疾患併存）

1)Menotti A, et al. J Clin Epidemiol. 2001.
2)Fortin M, et al. Health Qual Life Outcomes. 2004.
3)Kadam UT, et al. Fam Pract. 2007.

健康への影響 治療負担への影響 医療資源への影響

⚫予定外入院増加６）

⚫医療費増加7）

⚫受診回数増加4）

⚫ポリファーマシー5）

4)Salisbury C, et al. Br J Gen Pract. 2011
5)Aoki T, et al. Sci Rep. 2018

6)Glynn LG, et al. Fam Pract. 2011
7)Wolff JL, et al. Arch Intern Med. 2002

Lancet 2012; 380: 37-43 平成２７年３⽉ 東京都後期⾼齢者医療広域連合 東京都後期⾼齢者医療に係る医療費分析結果報告書

75歳以上の高齢者だと64％が２種類以上の疾患をもつ n=106万人

日本におけるMultimorbidityの割合

疾患別リハから複合疾患・重複障害リハへ



自宅 発
症
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回復期 退
院

生活期（自宅・施
設）

発
症

退
院

これまでの生活 患者にとっての1連の入院 退院後の生活

プロセスの連続性がなく、全体最適がなされていない

●●内科
▲▲内科
◆◆外科
■■外科

・
・
・

病期別・疾患別リハの弊害



これまでの急性期病院と回復期・生活期の地域連携

理学療法士など

地域連携室MSW

MSW

主治医

A回復期リハ病院

B回復期リハ病院

C地域包括ケア病院

D訪問看護ステーション

E訪問看護ステーション

F訪問看護ステーション

急性期

看護師

ケアマネージャー

回復期・生活期



地域連携におけるチーム医療の理想

医師

看護師PT・OT

ST

栄養士

ケアマ
ネー
ジャー

ヘルパ
ーなど

患者
家族

在宅
看護師

在宅
PT・OT

在宅
ST

在宅
医師

MSW

在宅
薬剤師

目標

薬剤師



リハビリテーション的視点における地域連携パス

情
報

情
報

参
加

生
活

能
力

機
能

疾
病

急性期リハ
（救急病院）

回復期リハ
（回復期リハ病棟）

生活期リハ
（在宅・施設）

パスシート
クリニカルパス

リハ総合実施計画書
リハプログラム

リハ実施計画書
リハマネジメント



サマリとは？

•サマリとは、「書く内容」よりも「書く相手のこと」を意識して記載する
情報提供書である。

•具体的には同じ施設内の他職種が読み手ではなく、連携先である
地域の異なる機関や職員、サービス内容の特徴を理解しながら記
載することが重要である。

• リハビリテーションの時期によっても関わる視点は異なるため注意
する。

斉藤秀之 他, プロフェッショナルを目指す!!PT卒後ハンドブック, 三輪書店, 2013 より抜粋



記録における３つのポイント

① 明瞭、簡単に記録する＝誰が見ても分かりやすく

② 客観性且つ再現性をもたせる＝長距離歩行可 最大40m歩行可

③ 専門用語や略語を最小限にする＝Rt.Quadのstiffnessあり

右大腿四頭筋の筋硬結あり



サマリの３つのポイント

①簡単な経過＝初期は●●、徐々に●●と改善しています

②現在の様子と介入時の注意点

＝現在、室内吸気で独歩近位監視。運動時の頻脈は認めますが、胸
部症状なく血圧低下はありません。

③今後の課題や目標＝元々屋外は杖歩行自立レベルであり・・



回復期リハ転院時の良いサマリ例

• 入院前は左足関節の背屈制限のため杖歩行レベルでしたが、ADLは自立されておりました。

PT介入当初は呼吸不全のため、労作時の呼吸困難と頻呼吸を呈しておりました。また、

10m歩行時は3l/min鼻カニュレの酸素投与で、SpO2は最小で87％に低下し、修正borg

scaleは6となりました。最終評価時は、室内吸気でSpO2も92％以上維持し、起居動作自立、

移乗動作は近位監視、歩行も近位監視で、独歩で連続２０ｍ歩行が可能です。病棟内ADL

に関してはトイレ歩行は監視、入浴動作は介助下で行っております。

現在、四肢の粗大筋力と動作能力は改善傾向です。しかし、問題点としては運動時低酸素

血症は認めないものの、労作後の頻呼吸と呼吸困難が残存し、10m歩行後は修正borg

scale 3です。入院前の活動量はスーパー（約400m、平地歩行）に買い物に行く程度の活動

性があったため、更なるADL、運動耐容能向上を目指しております。

• 2021/01/27 高次脳機能スクリーニング

• Mini-Cog：合計3点

• MMSE：合計23点 減点項目(時間・場所の見当識、計算、遅延再生）



回復期リハ転院時の悪いサマリ例

• 元々ADLは自立されておりました。しかし、PT介入当初は息切れが強く、歩行練習では酸

素投与中も、酸素化は低下していました。最終評価時は、SpO2も問題なく、起居動作自立、

移乗動作は近位監視、歩行も近位監視で、独歩で移動可能です。

現在、四肢の粗大筋力は改善傾向ですが、歩行練習中は息のしんどさが残存しています。

引き続き、ADL向上を目指しております

• 2021/01/27 高次脳機能スクリーニング

• 見当識の返答不良、会話も辻褄あわず、名前や住所など言うことができず。

• 書字や計算も困難



リハビリテーション分野での情報利活用



厚生労働省, 健康・医療・介護分野におけるICT化の推進について, 平成26年3月31日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042500.html

医療等分野のICT化が目指す将来像
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WEBカンファレンスによる地域連携モデル

WEB導入前：往復交通時間 2時間＋会議20分＋煩雑な日程調整

WEB導入後：往復交通時間 なし＋会議20分＋安易な日程調整
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クラウド型地域連携システム



病院
訪問看護・リハ

介護サービス事業所開業医

瞬時に
ネットワーク内で
情報共有が可能

クラウド型地域連携システム



RPA・AI

RPA
（Robotic Process 
Automation）

•人間が指示したルールに則り作業を行う
•主にバックオフィス業務の自動化に効果的

AI
（Artificial Intelligence）

•自己学習機能を持つ
•大量のデータを組み合わせ、紐づけて分析する

Bot
（chatbot）

•人間の会話や行動をシミュレートするプログラム
•メッセージツ ールを用いて、ユーザーと会話する
サービスで利用される

単純作業を正確にこなすことが得意なRPAと、複雑な処理が可能なAIを組
み合わせることで、現在人が行っている単純作業を含む諸々の業務効率化
が見込める



遠隔リハビリテーション

•都市部から離れた過疎地に居住している高齢者や退院後
病院に通院することが困難な高齢者に対する医療サービ
スの充実が望まれています。

•最新のリハビリテーション（以下リハビリ）技術をICTやAIを
活用し、遠隔リハビリテーションシステムの研究開発が進め
られています。

•新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う
影響で、対面で行うリハビリ指導が困難になる中、テレビ会
議システム「Zoom」等を用いた遠隔リハビリが施行的に取
組まれるようになっており、今後、普及していく可能性があ
ります。



次世代医療基盤法

康永秀生監修, 一般財団法人医療情報システム開
発センター（MEDIS） , 明日の医療のために, p23
https://www.fast-hdj.org/news.html



まとめ

•医療現場では、検査や診断のための電子機器の活用をはじめ、院
内の事務的な業務システムや会計システムの利用など、デジタル
化が進んでいます。また、厚労省は、ICTを活用したネットワークを
構築することで地域における医療機関等の間で情報連携を推奨し
ています。

• これまで以上に、医療情報の管理が重要となるなか、理学療法士
は医療専門職として責任をもって情報管理を行うことが求められて
います。

•個人情報・情報リテラシー・情報セキュリティをはじめとした基本的
な知識を身につけて医療情報管理を行い、日頃のリハビリテーショ
ン業務に従事するよう務めてください。



参考図書

日本医療情報学会医療情報技師育成部会.医療情報 第６版.医療情報学会医療情報技師育成部会.篠原出版新社.2020

病院情報システムから地域連携へ！
医療情報学会はこれからのシステムを支える人材を育成しています。


