
No.11　公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

Ⅰ　法人の概要 令和元年７月１日現在
２ 所管部局
　　室・課
４ 代表者

　職・氏名

５ 設立年月日 〒020-0503

９ 設立の趣旨

10 事業内容

合計 154名 うち県派遣 1名 うち県OB 26名
4,651 千円（平均年齢35.7才）※30年度実績

合計 3名 うち県派遣 0名 うち県OB 1名
16,626 千円（平均年齢56.0才）※30年度実績

経営目標（事業目標及び経営改善目標)の達成状況
　(1)　事業目標

　(2) 経営改善目標

88.4日
10.9人

収支27,402千円
（経営収支39,296千円）

4-2 経営基盤の強化：病床利用率の適正化

1 安定的経営の確保：経営収支の黒字

5 医療機器の整備等に係る役割分担の明確化

5 地域連携における体制整備への参画（地域連携パス）

経常収支比率101.9%

5.44%
オーダリング導入・運用、電
子カルテは継続検討

2 経営状況の的確な把握

80.7%

実績

未策定

目標

経営収支9,222千円の黒字

オーダリング導入・運用、電
子カルテ導入の検討
各医療圏の地域連携パスの統
一化等の推進

月ごとの経営状況の把握、収
支比率の向上等

6.72%以内

各医療圏の地域連携パスの統
一化等の実施

3 支出の一層の削減：材料費の医業収益費の一定率以内

4 院内ＩＴ化における業務の効率化：電子カルテ導入

項　　目　　名

6 被災地リハビリテーション支援体制の強化 被災地への職員派遣を随時実施 21回実施

7 プロパー職員の人材育成及び能力開発 体系的研修体制の確立 各種研修に職員を派遣

10,000,000円

リハビリテーションの普及啓発に関する事業を行うほか、リハビリテーションの推進に関する必要な事業
を行うことにより、県民の保健医療の充実に寄与することを目的とする。

(1)　リハビリテーションの普及啓発に関する事業
(2)　リハビリテーションの推進に関する必要な事業
(3)　岩手県から委託を受けたリハビリテーション施設の運営

職員の平均年収

2 医療連携体制の構築
　　医療連携体制の強化・介護福祉との連携推進

11 常勤職員の状況

う ち 県 の
出 資 等

12 常勤役員の状況

1 リハビリテーション医療の質の向上
　　入院患者一人1日当り療法行為数、リハの実施

項　　目　　名 目標

33.3%30,000,000

実績

7.41単位
365日リハ

各医療圏地域連携パスへの参加に
よる体制強化

理事長
大井　清文

019-692-5800

１ 法人の名称

３ 設立の根拠法

公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律

平成４年４月１日
（公益法人、一般法人
への移行年月日、統合
等があった場合、その
年月日、相手団体の名
称等）

６ 事務所
 の所在地 岩手郡雫石町七ツ森16-243

７ 電話番号

（平成25年８月１日公益財団法人へ移
行）

保健福祉部
医療政策室

103人

85.0%
ルールの策定

2,990人
14回

132人

役員の平均年収

円

7.60単位
365日リハ

各医療圏地域連携パスへの参加に
よる体制強化

60人

（90日程度）

12回
2,500人

2.8人3-5 公益事業の実施：公益事業等従事療法士数

3-3 公益事業の実施：広域支援センター支援事業（実施回数）

40人3-2 公益事業の実施：地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ関係職員研修（被指導延人数）

3-4 公益事業の実施：医療従事者対象研修会（受講延人数）

4-1 経営基盤の強化：平均在院日数の適正化

3-1 公益事業の実施：理学療法士等派遣事業（派遣者数）

(4)　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

８ 資(基)本金等
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県の財政的関与の状況 （単位：千円）
項　　目 28年度 29年度 30年度
長期貸付金残高 0 0 0
短期貸付金実績（運転資金） 0 0 0
短期貸付金実績（事業資金） 0 0 0
損失補償（残高） 0 0 0
補助金（運営費） 0 0 0
補助金（事業費） 114 119 0
委託料（指定管理料を除く） 18,908 18,030 18,556
指定管理料 123,416 129,768 131,559
その他 0 0 0

財務の状況 （単位：千円）
貸借対照表 28年度 29年度 30年度
流動資産 742,126 736,112 536,369
固定資産 134,611 32,164 321,578
資産合計 876,737 768,276 857,947
流動負債 101,702 117,250 125,451
固定負債 242,647 249,700 303,769
負債合計 344,349 366,951 429,220
正味財産合計 532,388 401,325 428,727
負債・正味財産合計 876,737 768,276 857,947
正味財産増減計算書 28年度 29年度 30年度
経常収益 1,448,407 1,449,097 1,489,460
経常費用 1,450,035 1,484,322 1,450,164
うち事業費 1,445,736 1,478,826 1,442,707
うち管理費 4,299 5,496 7,457
当期経常増減額 ▲ 1,628 ▲ 35,225 39,296
経常外収益 32 0 0
経常外費用 1,278 95,838 11,894
当期一般正味財産増減額 ▲ 2,874 ▲ 131,063 27,402
当期指定正味財産増減額 0 0 0
正味財産期末残高 532,388 401,325 428,727

財務指標 28年度 29年度 30年度
傾向

(30/29年度)

60.7 52.2 50.0 ↓

729.7 627.8 427.6 ↓

0.0 0.0 0.0 →

0.3 0.4 0.5 ↑

71.5 71.6 71.7 ↑

99.8 91.7 101.9 ↑

▲ 0.3 ▲ 8.8 9.2 ↑

Ⅱ　所管部局の評価
１　法人の役割と実績
（１）法人の役割と実績

　　②　方策

　

独立採算度（％）

=正味財産／総資産×100

=流動資産合計／流動負債合
計×100

=人件費／経常費用×100

=（経常収益＋経常外収益－補助金収入[運
営費補助]）／（経常費用＋経常外費用）×
100

　　①　現状と課題

=当期経常増減額/正味財産期
末残高×100

=管理費／経常費用×100管理費比率(%)

人件費比率（％）

総資本経常利益率（％）

計算式

=有利子負債／総資産×100

自己資本比率（％）

有利子負債依存度（％）

流動比率（％）

法人が指定管理者となって運営している いわてリハビリテーションセンターは、本県のリハビリテーション医療

の中核施設として、リハビリ医療の提供のみならず、リハビリの普及啓発、推進、連携の面からも社会的需要は

増加しており、当センターの役割は高まっている。

平成30年度は経営改善目標に届かなかった項目（支出の削減など）もあったが、安定経営に向けた取り組み

を進め、経常収支の改善を達成するなど成果を上げている。

リハビリテーションに関する需要を的確に把握のうえ、適切な目標管理によって成果を上げるため、今後も十

分な情報提供や助言を行う必要がある。
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（２）　法人の財務
　　①　現状と課題 

　　②　方策

（３）　法人のマネジメント
　　①　現状と課題 

　　②　方策

（４）　法人への県関与
　　①　現状と課題 

　　②　方策

平成30年度は、適切な経営状況の把握・分析などに取組み、経常利益率がプラスに転じるなど経営状況の改

善について成果を上げている。今後は、安定的な経営を継続して確保することが課題となる。

公益事業の実施については、適切な病床管理を行うとともに、空床情報を適宜医療機関に提供するなど患者

の確保に努めるとともに、業務の効率化をさらに進め、支出の削減を図っていく必要がある。

高齢化が進み、リハビリテーション医療の需要が増加する中、本県のリハビリ医療の中核施設として、リハビ

リ医療のみならず、リハビリの普及啓発、医療機関との連携等、明確な経営目標のもとに事業を遂行している。

プロパー職員による事業を継続していく中で、より効果的な職員の人材育成・人材確保が課題としてあげられる。

本県のリハビリテーション医療の中核施設として、専門資格取得など専門性を高める必要があることから研修

等が実施されているが、外部の講習会等への職員の派遣や外部講師の導入など、職員の人材育成・能力開発

について、積極的に取り組んでいく必要がある。

本県におけるリハビリテーション医療の質の向上及びリハビリテーション医療供給体制の整備を促進するため

の中核施設として、リハビリテーションニーズの多様化への対応や、急性期医療機関との連携、若年者の社会

復帰、高齢者の地域生活等を支援する取組との一層の連携が必要となっていることなど、当センターの役割は、

ますます高くなっている。

しかし、当該施設はリハビリテーション医療に特化した施設であるため、収支が診療報酬の改定など国の医療

政策に大きく左右されることや、入院収益の減、職員給与費の増加、固定資産売却などの要因により、平成27

年度からの３ヵ年度にわたって経常収支が赤字決算となっていた。

引き続き、中期経営計画に基づき、人事・財務の両面から法人の経営基盤強化に向けた取組みを進めていく

必要がある。

平成30年度（～令和４年度）の指定管理者の選定にあたり、職員の長期雇用、計画的な研修体系によるサー

ビスの質の向上や長期的な視点による医療機器の計画的な更新や修繕費の平準化のため、期間設定をこれ

までの４年間から５年間に変更している。また、当センターに求められる役割を踏まえ、不採算部門である公益

事業（地域活動支援事業、教育研修事業及び調査研修事業）の内容や従事日数を精査し、指定管理料の算定

方法を見直したところであり、法人の経営安定への効果等について注視していく必要がある。

また、本運営評価の結果を活用しながら、法人の中期経営計画が着実に実行され、施設運営状況の改善が

図られるように指導していく。

個別の改善策としては、収益増加には、療法士１人１日あたりのリハビリ実施単位数が診療報酬（収益）の増

減に大きく影響することなど、人材の確保が必要であることから、研修を体系的に実施するよう、また、職員に

とって魅力ある職場づくりのため、勤務環境の改善に努めるよう指導していく。
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Ⅲ　統括部署（総務部）の総合評価

総合評価のレーダーチャート
評価結果 前年度

法人の目的 80.0 80.0
経営計画 100.0 100.0
事業管理 73.3 60.0
組織管理 76.0 76.0
指導・監督 100.0 100.0
財　　務 70.0 20.0
評　　価 B D

注１　点線は平成30年度における評価結果を示しています。

注２　財務評価は、フローチャートに従いAからDによる評価をし、

　レーダーチャート作成時に、次のとおり点数化しています。

　 A(100.0)、B（70.0）、C（40.0）、D（20.0）

取り組むべきこと（指摘事項）
(1)　法人が取り組むべきこと

(2)　所管部局が取り組むべきこと

運営評価結果における指摘事項への取組状況
○平成28年度実施分
１　法人が取り組むべきこと

２　所管部局が取り組むべきこと

評価分野

0

20

40

60

80

100

法人の目

的

経営計画

事業管理

組織管理

指導・監督

財 務

マネジメント・財務のレーダーチャート

法人の財務状況の安定化に向けた取組に対し、適切な指導・助言をしていく必要があります。

平成30年度は経常収支がプラスに転じるなど経営状況の改善に成果が出ていることから、引き続き、本県のリ

ハビリの中核施設としての機能を発揮していくため、リハビリテーションの需要を把握し、周辺の医療機関と密接

な連携を進めるとともに、医業収益の確保策を講じるなど、財務状況の安定化に取り組む必要があります。

取組状況 達成時期指摘事項 取組による効果・進捗状況・特記事項等

H29.3
(継続中)

　リハ専門医やセラピストマネージャー、回復期リハ
認定看護師等の養成に努め、また、医療安全や接
遇などの研修会に積極的に職員を派遣し、質の向
上を図っている。また、看護指導者講習会等の受講
により、教育研修体制の強化に努めている。その他
にも、地域包括ケア研修会や地域連携パス連絡会
議等への参加により、他医療機関、施設、行政機関
との連携体制の構築・強化に努めている。

　平成28年度中において42回の支援を実施した。リ
ハビリテーション支援のみに留まらず、介護予防や
陸前高田市の未来図会議に参画するなど、被災地
域のニーズに応じた支援を展開している。
　また、台風10号による災害を受けた岩泉町に対
し、いわてJRATと協働で約２ヶ月にわたり、避難所
や自宅を訪問してのリハ支援、連携会議での情報
提供・共有の支援を実施した。
　なお、熊本地震に対しても、いわてJRATの一員と
して、被災現地への支援チームの派遣、JRAT東京
本部へサポート要員の派遣等の支援を行った。

H29.3
(継続中)

　高齢化が進み、リハビリテーション医療の需要
が増加する中、本県のリハビリの中核施設として
の機能を強化するため、また、リハビリ医療のみ
ならず、リハビリの普及啓発、医療機関との連携
等の事業を継続するため、引き続き、プロパー職
員の人材育成及び能力開発を取組む必要があり
ます。

実施済

実施済

　被災地域のリハビリテーション体制の確保のた
め、引き続きニーズ把握に努め対応していく必要
があります。

取組状況 達成時期指摘事項 取組による効果・進捗状況・特記事項等

H29.3

  プロパー職員が増加する中、職員の人材育成及
び能力開発を図るための研修体系の整備などを
指導していく必要があります。 実施済

関係機関が実施する研修について適宜情報を提
供するとともに、研修体系の整備に向けた指導等を
行っている。
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○平成29年度実施分
１　法人が取り組むべきこと

２　所管部局が取り組むべきこと

○平成30年度実施分
１　法人が取り組むべきこと

２　所管部局が取り組むべきこと

取組状況 達成時期

　高齢化が進み、リハビリテーション医療の需要
が増加する中、本県のリハビリの中核施設として
の機能を強化するため、また、リハビリ医療のみ
ならず、リハビリの普及啓発、医療機関との連携
等の事業を継続するため、引き続き、プロパー職
員の人材育成及び能力開発を取組む必要があり
ます。 実施済

　リハ専門医やセラピストマネージャー、回復期リハ
認定看護師等の養成を継続し、また、高度医療安全
管理者の資格取得支援を行うなど、専門知識を有す
る人材の育成を行っているほか、医療安全や倫理、
接遇などの研修会に積極的に職員を派遣し、質の
向上を図っている。
　また、教育研修体制の強化として、看護指導者講
習会等に職員を派遣し、指導の質向上にも努めてい
る。
　その他にも、地域包括ケア研修会や地域連携パス
連絡会議等への参加により、他医療機関、施設、行
政機関との連携体制の構築・強化に努めている。

H30.3
(継続中)

指摘事項 取組による効果・進捗状況・特記事項等

取組状況 達成時期取組による効果・進捗状況・特記事項等

  プロパー職員が増加する中、職員の人材育成及
び能力開発を図るための研修体系の整備などを
指導していく必要があります。

関係機関が実施する研修について適宜情報を提
供するとともに、研修体系の整備に向けた指導等を
行っている。

指摘事項

実施済 H30.3

取組状況 達成時期

月例の管理運営報告書に基づき、必要に応じて適
切な指導を行っている。

H31.3

経常収支が３か年連続してマイナスになってい
ることから、財務状況の安定化に向けた法人の取
組に対し、適切な指導・助言をしていく必要があり
ます。

実施済

指摘事項 取組による効果・進捗状況・特記事項等

取組状況 達成時期

H31.3

指摘事項 取組による効果・進捗状況・特記事項等

　経常収支が３か年連続してマイナスになってお
り、平成29年度決算では財務評価がDとなったこ
とから、引き続き、本県のリハビリの中核施設とし
ての機能を発揮していくため、医業収益の確保策
を講じるなど、財務状況の安定化に取り組む必要
があります。

取組中

　体制強化による加算の取得、リハ提供単位数増加
による入院単価の増額を図り、連携先訪問により
ニーズの把握、診療方針・実績をアピールすること等
により、患者確保を行った。併せて、入院・退院の送
迎体制の強化、早期入院可否の回答に努めた。
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