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　平成30年度介護報酬改定に向けて審議した
社会保障審議会介護給付費分科会では、全老健
の東憲太郎会長も委員として出席し、議論を重
ねてきた。今回は医療との同時改定ということ
もあり、介護関連団体のみならず医療側との連
携・協力も色濃く求められたことと思われる。
　東会長には、今改定がここに帰結するまでの
経緯なども含め、老健施設に関する改定事項に
ついて解説していただいた。

介護サービス全体がプラス改定 
老健施設としては80点
―全老健会長になられて2回目の介護報酬改
定が決まりました。まずは、今改定に対する率直
なご感想からお聞かせください。
東会長：前回がかなり厳しいマイナス改定でした
から、今回0.54％のプラス改定となったのは、と
ても大きなことだと受け止めています。その裏に
は、昨年の介護関連13団体（署名協力2団体含
む）の団結、181万筆を超える署名が後押しして
くれたのだろうと思っています。改めて、ご尽力
いただいた皆さまの労をねぎらいたいと思います。
　全体がマイナスでは削るばかりの議論ですし、
プラスマイナスゼロでもある意味取り合いになっ
てしまう。プラスの場合は、その配分をどうしよ
うかという議論になりますから、やはりよい方向
性ですよね。今回は、老健施設をはじめ、特養、
グループホーム、新たにできた介護医療院など、
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地域包括ケアシステムを支える老健施設の本来機能 
「在宅支援」を複合的な指標で評価

東　憲太郎
全老健 会長

いろいろなところがおおむねプラスとなりました。
全体的にはよい改定だったのではないかと評価し
ています。
　老健施設に限定して自己採点するなら、100点
満点中「80点」というところでしょうか。入所
の基本療養費の部分が、試算をしてみるとかなり
上がっているので、現場の人たちにとっても励み
になり、モチベーションも上がる結果だったので
はと思います。

診療報酬との同時改定 
医療側との連携による評価が随所に
―職域団体の会長として、ここに至るまでに
目に見えないところでのさまざまなご努力があっ
たことと思います。そのあたりのお話も含め、医
療との連携という部分での今回の改定事項からお
聞きしたいと思います。
東会長：私は介護保険法で老健施設に“在宅支援
機能”が明記されるよりもずっと以前から、いろ
いろなところで行う講演などにおいて、「近年、
老健施設の在宅復帰機能ばかりが注目されている
が、在宅復帰とは老健施設のもつ在宅支援という
大きな概念のなかの1機能である」と訴えてきま
した。そして、「在宅支援機能を評価するには複
数の指標があるべきだ」と、いくつかの具体的な
項目も例示していました。
　厚生労働省の担当官と話をする際にも常々その
ことはお伝えしていて、「在宅復帰率が強化型の

要件を満たしていなくとも、その他の細かな取り
組みで、地域で在宅支援機能を立派に果たしてい
る老健施設はたくさんある。そうした取り組みも
評価に加え、もっと多角的な視点から在宅強化型
の判定をしてほしい」と訴えてきました。
　そんな流れのなかで昨年、根拠法に“在宅支援
機能”が明記されたのは、大きな一歩となりまし
た。それを踏まえて、今回の改定では、私があげ
ていた項目がそのままというわけではありません
でしたが、これまでの在宅復帰率・ベッド回転
率・重度者要件の3つだけでなく、在宅支援に資
する10項目の指標をポイント数で評価すること
となりました（p.24表1・p.25表2）。これに
より、現行のやり方と比べると、現場の実情に即
した、より公平な方法になったと思っています。
　かねてから、現場の方々からも「在宅強化型を
めざしてがんばっているが、在宅復帰率50％は
クリアできるのだけれども、回転率が難しい」と
か「回転率はよくても在宅復帰率が難しい」、あ
るいは「がんばって在宅強化型になったものの、
稼働率が落ちてしまい、かえって経営が厳しく
なった」―などというご意見を多く聞いてい
たので、これで、そうした努力と評価のギャップ
が埋まることになればよいと期待しています。
　また、老健施設における医療という部分では、
診療報酬と足並みをそろえる形でポリファーマ
シーが注目され、減薬に評価がつきました（注：
「かかりつけ医連携薬剤調整加算」125単位／日）。
　これに関しては、日本医師会にもご理解をいた
だき、協力していただきました。診療報酬で減薬
が評価されたのは、前回の平成28年度改定です
から、わずか2年の時間差で介護報酬にも反映さ
れたというのは、非常に大きな意味のあることだ
と思っています。医療・介護の報酬双方にこの加
算が付いたことは、社会保障財源を守る意味でも
重要です。
　医療との連携という点では、今回、訪問リハビ

リ事業所における診療要件の部分でも、ご理解・
ご協力を得ることができました。これまで訪問リ
ハビリは3か月ごとの診療要件がネックとなり、
前回改定の通知で「連携でも可」とはなったもの
の、法的拘束力の弱い通知では依然として認めな
い都道府県が多かったのです。老健施設で「訪問
リハビリをやりたくても要件が厳しくてできな
い」という声は多く、「在宅支援を進める上でも、
訪問リハビリ事業所の医師以外の、かかりつけ医
との連携でもよいという形に要件を緩和してほし
い」との要望を、厚生労働省や日本医師会にお伝
えし、ようやく通知よりも上位概念で「連携でも
可」ということを認めていただきました。
　さらに、診療を行わなかった場合について減算
（20単位／回）が明記されたことは、我々老健施
設にとって訪問リハビリを提供しやすい環境と
なったととらえてもよいでしょう。長年、ニーズ
はあっても、訪問リハビリを提供できずに困って
いた現場は、減算であっても逆説的に「やっても
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所定疾患施設療養費（Ⅰ）として減額されました
が、（Ⅱ）の要件としては、「医師が感染症対策に
関する研修を受講していること」が付くくらいな
ので、この報酬が老健施設管理医師のスキルアッ
プのインセンティブになればいいのではと思いま
す。
　研修については日本老年医学会の老人保健施設
管理医師総合診療研修会が想定されていますので、

よい」というお墨付きを得たことになりますから、
これは大きな前進です。こうしたことも、細かい
ことではありますが、日頃、日本医師会をはじめ
関連職域・職能団体とよい協力関係を築いていた
からといえるかもしれません。
　あともう1つ、医療との連携でいえば、「所定
疾患施設療養費（Ⅱ）」が新設され、475単位／
日という大きな点数が付きました。従来のものは

全老健としても余裕をもって枠を用意できるよう
日本老年医学会とも協議をしていく予定です。

入所の基本報酬を5類型に細分化 
多角的な視点で在宅支援機能を評価
―今回改定で一番大きく変わった5類型につ
いての具体的な解説をお願いします。
東会長：まず、これまでは在宅復帰率・ベッド回
転率・重度者要件という3つの指標により、「従
来型」「加算型（在宅復帰・在宅療養支援機能加
算算定）」「在宅強化型」という3類型で分けられ
ていたものが、前述のように、10項目の評価指
標から割り出したポイントにより、点数の低い順

から、「その他型」「基本型」「加算型」「在宅強化
型」「超強化型」の5つに分類されることとなり
ました（表1・表2）。
　最高位に“超”という単語が付いているため、
これまで以上にハードルが高く、一部の老健施設
にしかとれないのではないかという印象をもって
しまうかもしれません。しかし、おおまかな理解
としては、これまでの在宅強化型の山よりも標高
が低くなり、登山ルートが複数できて頂上をめざ
しやすくなったととらえていただくとわかりやす
いと思います。
　これまでは1つしかない登山ルートを基礎体力
や運動能力に差のある者が同様にめざして、3つ

〈算定要件等〉

在宅強化型 基本型 その他型
（左記以外）

超強化型
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅱ）

加算型
在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅰ）

在宅復帰・在宅療養支援等指標 ※1 70以上 60以上 40以上 20以上

左記の要件を 
満たさない

評
価
項
目 

※
２

退所時指導等 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり
リハビリテーションマネジメント 要件あり 要件あり 要件あり 要件あり
地域貢献活動 要件あり 要件あり 要件あり 要件なし
充実したリハ 要件あり 要件あり 要件なし 要件なし

※1　在宅復帰・在宅療養支援等指標：下記評価項目①～⑩について、項目に応じた値を足し合わせた値
 （最高値：90）

①在宅復帰率 　50％超：20 　30％超：10 30％以下：0
②ベッド回転率 10％以上：20  5％以上：10  5％未満：0
③入所前後訪問指導割合 30％以上：10 10％以上：5 10％未満：0
④退所前後訪問指導割合 30％以上：10 10％以上：5 10％未満：0
⑤居宅サービスの実施数 3サービス：5 2サービス：3 1サービス：2 0サービス：0
⑥リハ専門職の配置割合 　 5以上：5 　 3以上：3 　 3未満：0
⑦支援相談員の配置割合 　 3以上：5 　 2以上：3 　 2未満：0
⑧要介護4又は5の割合 50％以上：5 35％以上：3 35％未満：0
⑨喀痰吸引の実施割合 10％以上：5  5％以上：3  5％未満：0
⑩経管栄養の実施割合 10％以上：5  5％以上：3  5％未満：0

※2　各評価項目についての算定要件
評価項目 算定要件

退所時指導等

a）�退所時指導：入所者の退所時に、当該入所者及びその家族等に対して、退所後の療養上の指導を行って
いること。

b）�退所後の状況確認：入所者の退所後30日（＊）以内に、その居宅を訪問し、又は指定居宅介護支援事業
者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が1月（＊）以上継続する見込みであることを
確認し、記録していること。

リハビリテーション 
マネジメント

入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要な
リハビリテーションを計画的に行い、適宜その評価を行っていること。

地域貢献活動 地域に貢献する活動を行っていること。
充実したリハ 少なくとも週3回程度以上のリハビリテーションを実施していること。

 ＊要介護4・5については、2週間

表1　新しい5類型の算定要件とそのもととなる在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価指標

平成30年1月26日　第158回介護給付費分科会資料（別紙1-3　指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準）

①
算定日が属する月の前六月間において、退所者のうち、在宅において介護を受けることとなったもの（当該施設における入所期
間が一月間を超えていた退所者に限る。）の占める割合が百分の五十を超える場合は二十、百分の五十以下であり、かつ、百分の
三十を超える場合は十、百分の三十以下である場合は零となる数

② 三十・四を当該施設の平均在所日数で除して得た数が百分の十以上である場合は二十、百分の十未満であり、かつ、百分の五以
上である場合は十、百分の五未満である場合は零となる数

③

算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の入所予定日前三十日以内又は
入所後七日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療
方針の決定（退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施
設等を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合を含む。）を行った者の占める割合が
百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であり、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零と
なる数

④

算定日が属する月の前三月間において、入所者のうち、入所期間が一月を超えると見込まれる者の退所前三十日以内又は退所後
三十日以内に当該者が退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所後の療養上の指導を
行った者（退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合であって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設
等を訪問し、連絡調整、情報提供等を行った場合を含む。）の占める割合が百分の三十以上である場合は十、百分の三十未満であ
り、かつ、百分の十以上である場合は五、百分の十未満である場合は零となる数

⑤

法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション、法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション及び法第八条第十項に
規定する短期入所療養介護について、当該施設（当該施設に併設する病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を含む。）
において全てのサービスを実施している場合は五、いずれか二種類のサービスを実施している場合は三、いずれか一種類のサー
ビスを実施している場合は二、いずれも実施していない場合は零となる数

⑥
当該施設において、常勤換算方法で算定したリハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数を入所
者の数で除した数に百を乗じた数が五以上である場合は五、五未満であり、かつ、三以上である場合は三、三未満である場合は
零となる数

⑦ 当該施設において、常勤換算方法で算定した支援相談員の数を入所者の数で除した数に百を乗じた数が三以上の場合は五、三未
満であり、かつ、二以上の場合は三、二未満の場合は零となる数

⑧
算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、要介護状態区分が要介護四又は要介護五の者の占める割合が百分の五十以
上である場合は五、百分の五十未満であり、かつ、百分の三十五以上である場合は三、百分の三十五未満である場合は零となる
数

⑨ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、喀
かく

痰
たん

吸引が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百
分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

⑩ 算定日が属する月の前三月間における入所者のうち、経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十以上である場合は五、百
分の十未満であり、かつ、百分の五以上である場合は三、百分の五未満である場合は零となる数

表2　在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価指標10項目の内容
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の評価指標のみで登れる・登れないが決まってい
ましたが、今回からは複数のルートが設けられ、
それぞれの体力や能力、つまり各施設の特徴に合
わせて、うちはＡルートが登りやすいとか、う
ちはＢルートのほうが向いているというように、
ルートを選んで登ることができるようになります。
　これはかなり大きな変化です。新しい10の指
標で改めて評価していくと、これまで従来型だっ
た施設でも、多くは現状のままで「基本型」には
なれるのではないかと予想しています。これまで
加算型だった施設は、現状のままで多くは「新・
加算型」「新・在宅強化型」になれるでしょう。
　施設の取り組み内容によっては、なかには加算
型から1ランク飛び越えいきなり「超強化型」に
なるところも、シミュレートしてみるとあり得る
ことがわかりました。これまで在宅強化型だった
施設は、ほぼ「新・在宅強化型」「超強化型」に

なれるでしょう。残念ながら、これら4類型から
外れ「その他型」となると、さまざまな加算が算
定できなくなってしまうため、かなり厳しい経営
を強いられます。ただ、現状が20未満だとして
も、普通に運営している老健施設ならば12 ～13
はあるはずですから、少しがんばれば「基本型」
にはなれます。とにかく「基本型」以上になれば、
増収増益になりますから、まずは「基本型」にな
ることが大事です。
　具体的なイメージをつかんでいただくために、
ざっくりとした収入のシミュレーションをしてみ
ます。
　例えば「地域区分：その他（1単位10円）の
100床の老健施設で要介護3で満床」の場合で試
算してみましょう（図1）。現状で従来型が新た
に「基本型」になったとして、年間108万円のプ
ラスとなります。次に、現状で加算型の施設が

「新・在宅強化型」となった場合には、大きく上
がって、1,800万円のプラスに。さらに、現状で
在宅強化型が「超強化型」になると、1,872万円
のプラスです。
　ちなみに、先程、現・加算型から一気に「超強
化型」になる施設もあると述べましたが、その場
合、3,600万円の増収です。これは大きい。
　もっとも、この試算は「がんばれば、こうなり
ますよ」という一例であって、必ずこうなるとい
うものではありません。それでも、昨今の厳しい
経営状況のなかで、非常に明るい活路を示すもの
であることは間違いありません。
　少なくとも、今回の新たな評価指標による報酬
体系では、これまで「がんばって在宅強化型に
なったはいいけれども、稼働率が下がってしまい、
結果的には収入が下がってしまった」というよう
な逆転現象は解消されるのではないでしょうか。
やはり、がんばったらそれだけの点数が付くべき
です。がんばって頂上に登ったはいいけれど、景
色を見る余裕もなく疲弊してボロボロになってし
まうのでは、現場が報われませんから。

「介護医療院」の創設 
ともに地域包括ケアシステムを担う
―今改定では、「介護医療院」が創設されまし
た。介護医療院については、どのようにとらえて
おられますか。
東会長：介護療養病床廃止後の受け皿として、介
護医療院の名称や施設基準については、従前より
注目されていました。地域において「介護医療
院」と特養、そして老健施設がそれぞれの役割を
果たすことは、地域包括ケアシステムを進めてい
く上で、非常に重要です。
　今回、介護医療院には、初年度のみですが、移
行のための加算も付きました。それを除いた基本
報酬をみても、なかなか手厚い点数が付いていま
す。老健施設経営者としては、介護医療院のうち

施設基準が転換老健施設に相当するⅡ型との比較
が気になるところかと思います。
　例えば、「新・在宅強化型」の老健施設と、介
護医療院Ⅱ型のうち、介護4：1と介護職員の配
置が同数（25名）のところの報酬単位を比べて
みると、看護職員の人員配置が老健施設では9名
に対し、介護医療院は17名と倍近くの人数が配
置されています。単純に単位のみをみれば介護医
療院のほうが高いのですが、看護師の人件費等を
換算すると相殺され、ほぼ同じくらいになると考
えてもいいでしょう。
　一方、「超強化型」老健施設との比較では、同
様に人件費分を考えると、超強化型のほうが介護
医療院よりも経営的にはよいと考えることもでき
ます。このことは、まだ皆さまも細かくは検証さ
れていないと思いますので、意外と知られていな
いかもしれません。
　ともかく、老健施設は中間施設としての役割で
ある在宅支援・在宅復帰に力を入れ、少しでも上
の類型をめざしていくことが、今後の安定的な経
営という観点からも重要です。
　老健施設経営者は、「超強化型」という山頂を
めざすルートをいろいろとシミュレーションして、
「あと1名ここの配置を増やせば、このポイント
がとれる」とか、「これまでショートステイが弱
かったけれども、ショートステイにもっと力を入
れよう」などと、さまざまな作戦を立てていただ
きたいと思います。

800単位

基本型

0

在宅強化型
その他型

880単位 914単位 954単位 1000単位 862単位

加算型 超強化型

3単位

7単位

6単位

862単位877単位 877単位

27単位

877単位0948単位

46単位

約▲ ％
（基本型から▲ 単位）

図3

（現状）在宅強化型が（改定後）超強化型へ移行した場合の収入のシミュレーション
※地域区分：その他（1単位10円）で算出。要介護3（多床室）で100床（満床）の場合

（現状）948単位 →（改定後）1000単位（＋52単位）＝年間18,720,000円（＋5.5％）

図1　改定後の老健施設の基本報酬イメージ（要介護3・多床室の場合）

【参考】
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短期入所療養介護も5類型 
ショートの活用を推進

　ここで、先程、ショートステイに力を入れるこ
とを、「超強化型」の山へのさまざまな登山ルー
トの1つであるとの例をあげたことの説明をして
おきましょう。
　表2の10項目の評価指標のうち、⑥「リハ専
門職の配置割合」、⑦「支援相談員の配置割合」、
⑧「要介護4又は5の割合」、⑨「喀痰吸引の実
施割合」、⑩「経管栄養の実施割合」についての
要件に、“入所者のうち”、あるいは“入所者の数
で除した数”とありますが、この入所者とは、
“ショートステイ分を除いた入所者”という解釈
です。つまり分母から引くことができます。
　例えば、「リハビリ専門職の数を入所者の数で
除した数に100を乗じた数が5以上である場合」
の要件に対して、100床の老健施設では、リハビ
リ専門職が5名以上のところに最高ポイントの5
が付きます。しかし、ここの計算式の分母から
ショートステイ分を除してよいとなると、仮に
ショートステイを20名受けていたとすれば、分
母は80になりますから、リハビリ専門職は4名
でも最高得点の5 がもらえることになります。
この差は大きいです。
　したがって、ショートステイをたくさん受けて
いるところは、これらのポイントが自ずととりや
すくなるというわけです。
　また、これまでショートステイの基本報酬の単
位は、在宅強化型：1003単位、従来型：932単
位という2パターンしかありませんでしたが、今
回、入所の基本報酬と同様に5類型に細かく分け
られることとなりました。こちらも、従来型から
「基本型」で＋3単位、従来型から「新・加算型」
で＋37単位、在宅強化型から「新・在宅強化型」
では＋6単位、在宅強化型から「超強化型」では
＋52単位で、基本報酬が上がります。

　つまり、ショートステイを積極的に受け入れて
いるところは在宅支援に力を入れているとみなさ
れ、相応の評価をされるということです。ただし、
気をつけなければならないのは、「その他型」で
は▲15単位で減算となってしまう点です。やは
り、なんとしてもがんばって「基本型」にはなっ
ておかないと厳しいということが、ここからも明
らかです。

通所リハビリの減算は加算で挽回 
リハマネ加算Ⅱの医師の参加要件緩和
―続いて、通所リハビリの改定項目について
のポイントをご説明願います。
東会長：まず1つ目は、これまで4時間以上につ
いては2時間ごとの区切りで単位が付いていたの
ですが、3時間以上からすべて1時間刻みに細か
く分けた単位が付きました。
　3時間以上4時間未満はこれまでどおり変わり
ませんが、例えば、これまで4～6時間の提供枠
で4時間やっていたものについての基本報酬は、
新しい報酬区分では減算となってしまいます。た
だし5時間以上すればプラスになります。6～8
時間の提供枠のものはおしなべて減算され、通常
規模型、大規模型（Ⅰ）、大規模型（Ⅱ）と大き
くなるに伴い、この減算幅は大きくなります。
　ここは前回改定でなんとかマイナス幅を少なく
したものが、再び元に戻ってしまったことになり、
残念なところです。
　ただし、新たにリハビリ専門職の配置が手厚い
ところを評価する「リハビリテーション提供体制
加算」が1時間ごとに設けられ、さらに従来より
も要件緩和が図られた「リハビリテーションマネ
ジメント加算」が（Ⅰ）～（Ⅳ）まで付くため、
減算分は加算で取り戻すことができ、がんばりに
よっては全体的にプラスの収益にすることも可能
です（図2）。
　2つ目のポイントは、従来のリハマネ加算Ⅱの

「医師のリハビリ会議参加」の部分が緩和された
ことも、現場にとっては朗報でしょう。緩和策と
しては、「医師のリハビリ会議への出席について
は、テレビ電話等を使用してもよい」と明記され
ました。ここが、今改定の柱の1つでもある
「ICTの活用」にあたる部分です。
　リハマネ加算Ⅱは、現行のものが改定後は2段
階に分かれ（Ⅱ）～（Ⅲ）になり、新たに（Ⅳ）
が追加されました。その（Ⅳ）の要件が「VISIT※

を活用してデータを提出し、フィードバックを受
けること」となっています。これは、今後の課題
とされている“介護の科学化”に関係することで
すが、リハビリの実態と効果を把握し、より質の
高いリハビリへとフィードバックするためにビッ
グデータを収集する目的（次頁図3）のために設
けられた要件です。
　これについては、実は先日、自民党のデータヘ
ルスに関する会議に出席した際に、多くの議員の
方から「ビッグデータというのは、現場から自動
的に吸い上げられた莫大な量の情報をもとに整理

されたものをいうのであっ
て、わざわざ現場に余計な
手間を強いて抽出するもの
をビッグデータと呼べるの
か」との意見が出ていたの
を聞きました。
　確かにそのとおりで、平
成28年度、モデル事業で
100か所のデータを集め、
今回の加算により1万か所
をめざすとしていますが、
もう少し検討が必要である
ように思います。やはり、
ただでさえ現場の業務は煩
雑であるのに、いくら加算
というインセンティブがあ
るからといっても、VISIT

のために別途書類等が必要になるという手間を現
場にこれ以上求めるのは、現実的でないように思
います。
　例えば、R4システムで日々行っているアセス
メントなりモニタリングのデータが自動的に
VISITに送れるようなシステムがつくれるのな
ら、現場は特に余分な手間をかける必要がないの
で、実現可能かもしれません。そうすれば、現在
R4システムを導入している老健施設が全体の
20％弱くらいですから、約700か所分のデータは
自動的に集まるわけです。R4システムをうまく
活用すれば、もっと簡単にビッグデータは集まる
ように思います。
　最後に通所リハビリのポイントの3つ目ですが、
栄養改善の取り組みの推進として、これまでの栄
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リハマネⅡ
1020単位／月（6月以内）

700単位／月（6月以降）

リハマネⅠ

230単位／月

リハマネⅠ

330単位／月

リハマネⅡ
850単位／月（6月以内）

530単位／月（6月以降）

リハマネⅢ
1120単位／月（6月以内）

800単位／月（6月以降）

リハマネⅣ 1220単位／月（6月以内）

900単位／月（6月以降）

図4

※リハマネⅣのみ3月1回限度

図2　通所リハビリのリハマネ加算（単位）の比較

※VISITとは
monitoring & eValuation for rehabIlitation 
ServIces for long-Term careの通称。
通所・訪問リハビリの質の評価データ収集事業におけ
るデータベースで、当該サービス実施事業所からリハ
ビリ計画書等の情報を収集する。
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養改善加算（150単位／回）の要件の見直しがな
されるとともに、「栄養スクリーニング加算（5
単位／回。ただし6か月に1回を限度とする）」
が新設されました。
　要件の見直しでは、「当該事業所の職員として、
又は外部（他の介護事業所・医療機関・栄養ケ
ア・ステーション）との連携により管理栄養士を
1名以上配置していること」となり、これまで栄
養改善加算はほとんどの施設で算定できていな
かったと思いますが、今改定で前記の“外部”の
ところに老健施設も入ることが認められました。
老健施設本体には必ず管理栄養士がいますから、
これからは、その人が通所のほうもみるというこ
とが可能になります。そうすると、ほとんどの通
所事業所でこの栄養改善加算がとれることとなり
ます。
　150単位ですから、ここも大きな増収になると
思います。もちろん、収益の観点からだけではな

く、在宅から通って来られる方の栄養状態にきち
んと専門職の視点が入るというのは、在宅支援の
観点からも重要なことでしょう。
　訪問リハビリについては、前半の医療との連携
の部分で触れましたので、省略します。

老健施設の自立支援に資するケア 
排せつ・褥瘡なども新たに評価
―入所のところでは、今回新たに排せつ・褥
瘡について評価されました。これらは老健施設の
現場では、従前からどこでも普通に取り組んでい
ることだと思いますが。
東会長：「排せつ支援加算（100単位／月）、「褥
瘡マネジメント加算（10単位／月）」は、老健施
設の定義に在宅支援機能が明記されたことを受け、
それに対する自立支援の取り組みの評価の一環で
新設されたのだと思います。
　確かに、老健施設職員が以前から当たり前に

行っているケアが改めて認められたのですから、
非常に喜ばしいことです。現場のやりがいや自信
にもつながることでしょう。ただ、加算として算
定するにあたり、書類作成などの余分な手間がか
かり、かえって現場の負担になるようであれば、
くれぐれも無理はしないでいただきたいというこ
とはお伝えしておきたいと思います。
　ここで、再びR4システムに言及しますが、例
えばR4システムのソフト上で、この排せつ・褥
瘡の項目の評価やモニタリングのデータが残せ、
そこに保管されているなら、特に加算のために書
類を提出しなくともよいとなるなら、こうした加
算は大いに推奨したいところです。
　したがって、そういう用途も視野に入れたR4
システムの運用上の改編と、そうしたインセン
ティブをつけた上で新たに老健施設共通のケアマ
ネジメントシステムとしてR4システムを訴求し
ていくことを、今後検討していけたらとも考えて
います。
　あとは、通所リハビリのところでも触れた栄養
改善に向けた取り組みと口腔衛生管理の充実とい
う部分です。特に、今回は「低栄養リスク改善加
算（300単位／月）」が新設され、非常に大きく
評価されています。

科学的介護のエビデンス確立のために 
R4システムの活用を推進
―最後に今回の積み残し、今後の課題につい
てお話しいただきたいと思います。
東会長：先程も少し触れましたが、審議報告資料
の「今後の課題」として、「科学的介護に裏付け
られた介護サービスにおいて、介護報酬上の評価
を検討すべき」という記述があります。
　おそらく3年後には、科学的に効果が裏づけら
れた介護サービスとして、自立支援介護の名のも
とに、ICFステージングを用いてきちんと評価
をしつつサービスを提供してきた老健施設が評価
されるのではないかと思います。私としては、今
後1、2年のうちに、R4システムのICFステー
ジングを使っている施設で、なんらかのエビデン
スを出していこうと考えています。
　こういう評価の利用者に対し、こういうケアを
やったら、こんなに改善した―という事例を
積み上げて、介護給付費分科会にも提出し、老健
施設の科学的介護をアピールしていきたい。その
ためには、現時点ではR4システムの導入施設は
20％弱だけれども、もっと多くの施設に導入し
ていただけると、大きな力になると思うのです。
　そうなれば、R4システムによるケアマネジメ
ントをしていること自体に報酬上の評価がされる
ようになることも、可能性としては十分にあるの
ではないでしょうか。
　今回の積み残しという点では、全老健のリスク
マネジャー制度を老健施設の運営基準にきちんと
入れること。また老健施設の医療の部分で、今回、
より中身が濃くなる方向に報酬がついたことはよ
かったのですが、私としては所定疾患の種類も増
やしていただきたかった。ここのところも次回報
酬改定への宿題です。
　持続可能性のある老健施設運営に向けて、引き
続き一緒にがんばっていきましょう！

データヘルスの取組通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業（VISIT）

データ収集等協力事業所の選定（平成28年度）
• 都道府県から通所・訪問リハビリ事業所の選定
（全国で100事業所前後）
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VISITの導入により、

• リハビリ計画書の作成支援

• リハビリ会議の議事録作成支援

• 生活行為向上リハビリ実施計画書の

作成支援

フィードバックされた
結果をもとにより質の
高いリハビリを提供

リハビリマネジメントに
必要な様式を作成し、
個人情報以外のデータを
電送
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図3　通所・訪問リハビリの質の評価のためのデータ収集のイメージ
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