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埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、 
群馬県、山梨県、神奈川県の 

１都６県に 
28病院、21老健施設、 

９クリニック、 
3医療系専門学校を運営 

上尾中央医科グループ 



神奈川県横浜市金沢区 
 

横浜なみき 
リハビリテーション 

病院 



横浜市（人口372万人）で特に多い病床数 

（回復期リハビリテーション病棟） 

 

 ２０１２年９月（回復期リハビリテーション病棟９６床、障害者病棟８０床、
医療療養病床４８床） 

  ↓ 

 ２０１５年２月（回復期リハビリテーション病棟１３２床（３６床増床）、 

 障害者病棟４４床、医療療養病床４８床） 

  ↓ 

 ２０１６年１０月（回復期リハビリテーション病棟１４４床（１２床増床） 、 

  障害者病棟４４床、医療療養病床３６床） 

 

 



【病院概要】 

名 称  医療法人社団協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 

所在地  神奈川県横浜市金沢区並木2-8-1 

     ※平成２４年９月１日 屏風浦病院から横浜なみきリハビリテーション病院へ移転 

敷地面積 16,214.35㎡(4,905坪)（旧並木第３小学校の跡地） 

延床面積 11,551.68㎡(3,494坪) 

診療科目  内科・脳神経内科・リハビリテーション科 

病床数  224床 

     回復期リハビリテーション病棟 １４４床 

     障害者病棟           ４４床 

     医療療養病棟          ３６床 

                                                           

院内設備 リハビリテーション室   第１                   406.75㎡ 

                  第２                   238.54㎡ 

                  ST用個室(9室)      7６.92㎡ 

                  計       72２.21㎡ 

     屋外リハビリ庭園 



職員数  常勤364名 ※2019年10月1日時点 

       常勤医師8名（内科3名、脳神経内科2名、脳神経外科科１名 整形外科２名） 

     セラピスト数 127名  

        理学療法士 60名  

        作業療法士 40名  

        言語聴覚士 27名         

  看護職員数  141名、介護職員数 51名 

       社会福祉士 10名 

医療設備 一般撮影装置 Ｘ線ＴＶ装置 マルチスライスCT（１６列）  

     ポータブル装置 骨塩定量装置 電子内視鏡システム 超音波診断装置  

     ＰＡＣＳ（画像保存通信）システム 他 

併設施設 訪問リハビリテーション（金沢区地域リハビリテーション連絡会；ネットワークを構築） 

   通所リハビリテーション、訪問看護ステーション、保育室（院内併設型） 

     横浜市並木コミュニティハウス（横浜市運営：指定管理者制） 

承認認定 日本神経学会認定准教育施設 

     日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設認定 



A棟 
B棟 

当院の外観 



第１リハビリテーション室；406.75㎡ 



第2リハビリテーション室； 238.54㎡ 



屋外リハビリ庭園 



菜園 
園芸療法実施 
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【病院理念】  

  

 「頼り頼られる病院」 

  

【基本方針】 

  

１. 良質なリハビリテーションの提供で在宅復帰と生活の質向上を支援します。 

  

2. 専門職によるチーム医療の提供で満足度の高い医療提供を行います。 

  

3. 地域に開かれ、地域に支えられる存在になるように努めます。 

  

4. 職員が誇りと責任を持って働ける職場づくりを行います。 



理念「頼り頼られる病院」 
 患者・家族に「頼り頼られる病院」 

 職員に「頼り頼られる病院」  

 「院内のお互いの助け合いの医療」を通じて「全職種連携によるチーム医療」 に取り組んでいる。 

 病院に「頼り頼られる病院」 

 患者入院時の病病連携（当院は、リハビリに特化し、病院単体では存在することができず、超急性

期・急性期病院あっての病院である。一方、リハビリ病棟のない病院にとって当院がなくては機能し

ない「頼り頼られる関係」である。）あるいは、患者の退院にあたっては病診連携を行い「当院と他院

のお互いの助け合いの医療」を行なっている。 

 地域住民に「頼り頼られる病院」  

 「当院と近隣のコミュニティとのお互いの助け合いの医療」を行っている。 

 

これらを総じて 「頼り頼られる病院」として理念を掲げている。 



患者・家族に「頼り頼られる病院」 

患者・家族に頼る？ 

医師は患者さんを治療するだけでなく、患者さんに勇気づけ

られ、看護師やセラピスト等に助けられ医療を行っている。看

護助手はトイレ介助や入浴介助等で患者さんから感謝され、

その感謝や評価が仕事のやりがいになっている。つまり病院

は患者さんから頼られるだけでなく、実はわれわれ医療者は

患者さんを頼っている。  



全職種によるチーム医療とは 

 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理

栄養士、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなどがチームとなっ

て患者さんをみる「多職種連携によるチーム医療」に対し、 

 当院では全職員がチームとなって患者さん一人ひとりの病気

を理解し、適切な対応をとれるよう務める「全職種連携による

チーム医療」に取り組んでいる。 



全職種によるチーム医療とは 

例えば 

 パーキンソン病をもった患者さんの声が小さかったり動作がゆっくりして

いることを全職員が正しく理解することで、医事課の職員など直接医療

に関わらないスタッフが「早くしてください」と思うようなことはない。 

 パーキンソン病でオフで動けない（無動）ときに、「自分でやってください」

という職員はいない。 

  全職員が、朝の朝礼や全職員対象の勉強会などで、病気のことを理解

し、自分が患者さんの立場だったらどう思うかを考え、患者さん一人 

  一人にとって、自分がよりよい環境になるよう努力している。 



全職員を対象にした全体朝礼や 

勉強会で理念等を周知「全職種によるチーム医療」 
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60% 

34% 

3% 

回復期病棟疾患別割合 

脳血管疾患等 

運動器疾患 

廃用症候群 

２０１８年度回復期リハビリテーション病棟実績 

・リハビリ平均提供単位数 6.7単位 

・365日リハビリテーション 

・在宅復帰率 88.8％   

・重症者割合 33.1％ 

・重症患者回復率 62.4％ 

・実績指数 42.9％ 
 

 

６３％ 





当院が参加している脳卒中・整形外科疾患等の連携会議・研究会の一覧（赤字は当院院長が世話人） 

会議・研究会名 種別 回数 事務局 備考 

整形外科・脳神経領域連携会議 パス 年３回 横浜市民病院   

大腿骨頸部骨折クリニカルパス パス 年３回 横浜南部病院   

大腿骨頸部骨折地域連携パス パス 年３回 横浜市立みなと赤十字病院   

京浜ベイサイド連絡会 パス 年３回 東京労災病院 脳卒中パス 

横浜南部脳卒中ネットワーク パス 年３回 横浜栄共済病院 
症例リレー発表・脳卒中パス                                                                  
【世話人】 

横浜脳疾患地域連携懇話会 パス 年１回 横浜市立大学附属病院 講演 【世話人】 

横浜西部大腿骨骨折地域連携の会 パス 年３回 聖マリアンナ西部病院   

Brain Attack Network パス 年約３回 横須賀共済病院 
症例リレー発表・脳卒中パス・市民公開講座開催 
【世話人】 

整形リハ地域連携連絡会 パス 年３回 横須賀共済病院 大腿骨骨折パス 

なみき南共地域連携談話会 パス 年３回 横浜南共済病院 大腿骨骨折パス 

横浜脳卒中・リハ連携研究会                                           
（Y-CIRCLE） 

連携 年約３回 横浜医療センター                                                    
症例リレー発表・脳卒中パス・市民公開講座開
催 【世話人】 

神奈川脳卒中広域シームレス医療研究会                                                       連携 年１回 聖マリアンナ医科大学 
神奈川県の17脳卒中研究会を包括する研究会 
神奈川県全大学病院の教授が代表・副代表世話人 
講演  【世話人】 

地域病院連絡会 連携 不定期 横浜市立大学附属市民総合医療センター 情報・意見交換・懇親等 

パーキンソン病リハビリテーション研究会 連携 年１回 横浜なみきリハビリテーション病院 
横浜市大脳神経内科田中教授とともに 
共同代表世話人 

金沢区７病院地域連携担当職員連絡会 MSW 年約３回 金沢区7病院 情報・意見交換等 
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≪中長期計画 1≫ 

 難病8疾患 

 脊髄性筋萎縮症（SMA)、球脊髄性筋萎縮症（SBMA)、筋萎縮性側索硬

化症（ALS)、シャルコー・マリー・トゥース病（CMT)、遠位型ミオパチー、

封入体筋炎（IBM）、先天性ミオパチー、筋ジストロフィー 

ロボットスーツHAL（2015年11月薬事承認）を
用いたリハビリテーションの実施 



≪中長期計画 2≫ 

セラピスト150名体制による更なる充実した 
リハビリテーションの実施 

・ 現在セラピスト数は127名体制であるが、回復期の平均提供単位数は 

 6.7単位に留まっており、更なる提供体制が望まれている。 

・ 回復期リハビリテーション病棟のリハビリの充実に最も力を入れている 

 ため、通所・訪問・外来リハビリテーションに充分なセラピスト数を配置 

 出来ていない。 

・ セラピスト採用及び育成に力を注いでいく。 



横浜なみきリハビリテーション病院概要説明 

1. 当院の概要と特徴 

2. 理念・基本方針 

3. 実績 

4. 中長期計画 

5. 将来像（ビジョン） 



病院の将来像（ビジョン） 

•回復期リハビリテーション専門病院として 
 

◆リハビリテーション医学会 

     認定施設及び指導施設の取得 

◆日本神経学会教育施設の取得 

  （現在准教育施設） 

◆日本１患者満足度の高いリハビリ病院を目指す 

 


