
｢仁医会クリティカルパス｣
について

～大腿骨頚部骨折の場合～

入院部　リハビリテーション課



クリニカルパスとは？

一定の疾患を持つ患者に対して、特定の結果を得るた

め、医療チームによって行なわなければならない必要

不可欠な治療内容ともっとも望ましい実施順・実施時期

について一覧表にまとめたもの

　　　　地域連携パスとは？
急性期病院～リハビリ医療機関～在宅（施設）への各

施設間を超えた一貫した診療計画





大腿骨頚部骨折・クリティカルパス（医療者用）

患者名 生年月日 退院基準 ＦＩＭ（歩行）：５点以上・外来通院が可能な程

転院基準 継続した３日間以上リハビリが中止となって

疾患名 既往歴 継続した３日間以上点滴等の治療を行って

感染症 （検出箇所　　　　　　　　

紹介元病院 主治医 合併症

受傷日 平成　　　　年　　　　月　　　　日 急性期入院日 平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日 （入院時）

Ｏｐｅ日 平成　　　　年　　　　月　　　　日 術式
転院日 平成　　　　年　　　　月　　　　日

FIM/歩行 １点 全介助 ２点 最大介助 ３点 中等度介助 ４点 最小介助 ５点 監視
介助要 監視あり 介助要 監視あり 介助要 監視あり 介助要 監視あり 介助不要 監視あり

移動手段 移動手段 移動手段 移動手段 移動手段

荷重制限 荷重制限 荷重制限 荷重制限 荷重制限
ﾘﾊﾋﾞﾘ制限 ﾘﾊﾋﾞﾘ制限 ﾘﾊﾋﾞﾘ制限 ﾘﾊﾋﾞﾘ制限 ﾘﾊﾋﾞﾘ制限
進行状況 進行状況 進行状況 進行状況 進行状況

達成日 達成日 達成日 達成日 達成日

入院日 （　　　　　） 入院１週 入院２週 入院３週 入院４週 入院５週
アウトカム 入院生活について理解していただく 治療計画・予定について理解していただく H.Eで自宅環境を把握する ＭＴで、治療経過・退院計画を理解していただく 在宅環境・サービスのプランニングを行う 在宅環境・サービスの

初期評価・リハ リハビリが行える リハビリが行える リハビリが行える リハビリが行える リハビリが行える
初期評価・病棟 全身状態が安定している 看護指導が行える 自宅環境に合わせた病棟内設定を行う 自宅環境に合わせた病棟内訓練を行う 服薬指導・介護指導が

検査 X-P ＭＲＩ X-P ＭＲＩ X-P
採血
検尿
ＥＣＧ

処置 抜鈎
創痛/疼痛

知覚/痺れ

足肢/関節の動き

説明 入院オリ 入院計画 ﾘﾊ計画書 病状説明

入院手続き ﾊﾟｽ説明

指導 看護指導 H.E報告 服薬指導

リハ/介護指導

H.E 栄養指導

調整 介保説明 　ケアマネ 改修MT 担当者会議

排泄 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜
ｶﾃｰﾃﾙ留置

間欠的導尿

オムツ

尿器

Pトイレ

トイレ

入浴

食事　主食
副菜

食事制限

提供禁止

更衣/整容

バリアンス

入院時ＦＩＭ 入院時社会面 退院時ＦＩＭ
セルフケア 排便コントロール ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 介護保険 身障手帳 セルフケア 排便コントロール ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

食事 0 排便Ｃｏｎ． 0 理解 0 食事 0 排便Ｃｏｎ． 0 理解 0
整容 0 移乗 表出 0 ｹｱﾏﾈ 福祉用具 整容 0 移乗 表出 0
清拭 0 ﾍﾞｯﾄﾞ・車ｲｽ 0 社会的認知 ﾃﾞｲｹｱ 回／ｗ 住宅改修 清拭 0 ﾍﾞｯﾄﾞ・車ｲｽ 0 社会的認知

更衣・上 0 トイレ 0 社会的交流 0 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 回／ｗ 更衣・上 0 トイレ 0 社会的交流 0
更衣・下 0 浴槽・ｼｬﾜｰ 0 問題解決 0 訪問リハ 回／ｗ ｷｰﾊﾟｰｿﾝ 更衣・下 0 浴槽・ｼｬﾜｰ 0 問題解決 0
ﾄｲﾚ動作 0 移動 記憶 0 訪問看護 回／ｗ かかりつけ医 ﾄｲﾚ動作 0 移動 記憶 0
排尿コントロール 歩行・車ｲｽ 0 ﾍﾙﾊﾟｰ 回／ｗ その他 排尿コントロール 歩行・車ｲｽ 0

排尿Ｃｏｎ． 0 階段 0 合計 0 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 回／ｗ 排尿Ｃｏｎ． 0 階段 0 合計 0

ＨＣＶＨＢｓ ワ氏 ＭＲＳＡ

四点杖

未申請 なし

ＤＭ

ＨＴ

じょくそう

心疾患

清拭 ｼｬﾜｰ 普通 ﾘﾌﾄ 清拭 清拭 清拭 清拭ｼｬﾜｰ ｼｬﾜｰ ｼｬﾜｰ ｼｬﾜｰ普通 普通 普通 普ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ ﾘﾌﾄ
評価

粥 米飯

ﾃﾝﾀﾞｰ 温柔 軟菜 並菜

粥 粥 粥 粥 粥米飯 米飯 米飯 米飯 米飯

ﾃﾝﾀﾞｰ ﾃﾝﾀﾞｰ ﾃﾝﾀﾞｰ ﾃﾝﾀﾞｰ温柔温柔 温柔 温柔軟菜 軟菜 軟菜 軟並菜 並菜 並菜ﾃﾝﾀﾞｰ 温柔
軟菜 並菜



パスの特徴

退院基準にFIMの導入

治療期間を６週に設定



パスの基準

退院基準

　 FIMの歩行が5点以上・外来通院が可能
な程度に身体機能が改善された状態

転院基準

継続した3日間以上リハビリが中止となっ
ている状態。継続した3日間以上点滴等
の治療を行っている状態



パスの内容

入院時：初期評価

１週目：リハ計画書説明

２週目：家屋調査

３週目：家屋調査の報告

４週目：住宅改修MT
５～６週目：介護指導

退院　



経過《1週目》8/3～9

5点ふらつき・監視移乗動作

5点ふらつき・監視トイレ動作

4点右足通し介助更衣動作(下)

5点150m・T字杖・監視歩行

FIM介助内容　等



経過《2週目》8/10～16

＜初盆・外泊時＞

5点福祉用具・口頭指示入浴動作

FIM介助内容　等

5点監視屋内移動

5点監視玄関出入り

FIM介助内容　等



経過《3週目》8/17～23

6点手すり・自立トイレ動作

5点監視更衣動作(下)

6点手すり・自立移乗動作

6点T字杖・自立歩行

FIM介助内容　等



経過《4週目～退院》8/24～29

＜退院前外泊＞

入浴目的であったが、非実施

　→家屋調査・入浴評価　/ 福祉用具選定

6点ベッド柵・自立更衣動作(下)
FIM介助内容　等



FIMの変化
セルフケア　 　　　移乗 　　　　コミュニケーション

食事　　　　7　7　　ベッド　6　6　理解 6　6
整容　　　　5　6　　トイレ　5　6　表出 6　6
清拭　　　　4　5　　浴槽　 1  5 社会的認知 6　6
更衣（上）　5　6　
更衣（下）　4　6　　移動　　　 社会的認知　

トイレ動作 5　6　 　歩行　 5　6  問題解決 3　3
排尿Co.    6  6　 階段　 1　6　記憶 3　3

排便Co.　　6　6　　　　　 　合計　84　　101



振り返り・今後の課題

・利用者・家族が主体的に参加

・仕事の明確化・多角的な視点

・ADLリハの必要性 ← 退院基準の見直し？

・個人に対する柔軟性・逸脱時の対処法

・早期退院 →在宅支援への連携手順


