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特
集平成30年度介護報酬・診療報酬改定総括

　「人生100年時代を見据えた社会の実現」を基
本認識とした、平成元号最後となる平成30年度
（2018年度）の介護報酬・診療報酬同時改定は、
診療報酬面では、地域包括ケアシステムの構築と
医療機能の分化・強化、安心・安全で納得できる
質の高い医療の実現・充実、および働き方改革の
推進を主眼に改定された。
　また、介護報酬面では、同様に地域包括ケアシ
ステムの推進、自立支援・重度化防止に資する質
の高い介護サービスの実現、多様な人材確保と生
産性の向上および介護サービスの適正化・重点化
を通じた制度の安定性、持続可能性の確保を目的
に改定された。

老健機能として「在宅復帰」に加え 
「在宅療養支援」が明確化
　老健施設の報酬改定は、当然、このような介
護・診療報酬の方向性を凝縮した内容になってい
る。
　6年前の平成24年度（2012年度）同時改定は、
医療・介護の機能分化や地域包括ケアシステムの
導入など、「社会保障と税の一体改革」推進のた
め大きな改定が行われた。特に、介護報酬改定で
老健施設の「在宅支援機能強化」が宣言され、そ
の後、在宅復帰の状況とベッド回転率が指標化さ
れ、50%以上が在宅復帰すれば「在宅強化型」
として高い報酬が得られることになり、短期集中

リハビリテーション実施加算の算定要件なども見
直された。
　多くの老健施設は、事業再構築のチャンスとし
て、リハビリ機能の強化と在宅復帰率の向上に尽
力した。しかし、収支差額は一層減少する結果と
なった。在宅復帰を強力に推し進めるとベッドの
稼働率が急激に低下したからだ。
　話は前後するが、わが国の医療と介護の方向性
が一段と明らかになったのは、平成26年度
（2014年度）の診療報酬改定である。標語は「と
きどき入院、ほぼ在宅」であった。
　これほどまでに「病院機能分化」と在宅・地域
という方向性が明確に示された改定は珍しい。7
対1入院医療基本料を算定する病棟の削減。新た
に地域包括ケア病棟入院基本料を新設。回復期リ
ハビリテーション病棟入院基本料の見直し。そし
て、地域包括診療料と地域包括診療加算を新設し、
在宅医療・訪問看護を高く評価したのである。
　平成27年度（2015年度）介護報酬改定は、地
域支援事業の再評価や通所リハビリの機能の見直
し等が行われた。平成28年度（2016年度）診療
報酬改定は、地域包括ケアシステムの推進と医療
機能の分化・強化、連携に関する視点から改定さ
れたが、医療・介護は密接不可分で、どうしても
同時改定でないと大改定を英断できない状況が明
らかになっていた。
　かなり以前のことであるが、昭和60年（1985
年）1月24日の社会保障制度審議会の意見書は

「重介護を要する老人には、医療と福祉のサービ
スが一体として提供されることが不可欠で、両施
設を統合し、それぞれの長所をもちよった中間施
設を検討することが必要である」とした。つまり、
病院と当時の特別養護老人ホームの中間的施設を
新設しようとしたのである。このことは、その後、
病院と特養が変化すれば、当然、老健施設も変化
せざるを得ないという宿命を負うことになった所
以である。
　平成12年（2000年）の介護保険制度で認知症
グループホームが新設され、その後、紆余曲折を
経てサービス付き高齢者向け住宅が急増する一方
で、回復期リハビリ病棟の制度が新設され、その
後、介護療養型医療施設の廃止の方針が決定され
た。
　地域包括ケア病棟は、急性期以後の医療と在宅
療養者の入院医療を主眼に制度化され、その流れ
で介護医療院の制度が誕生した。こうなると老健
施設は影響を受けざるを得ない。別の見方をすれ
ば、各種の制度や報酬体系の変化は、結果として
老健施設の在り方を変更せざるを得ない状況に追
い込んだともいえる。
　平成29年（2017年）6月2日に交付された地
域包括ケア強化法により介護保険法は改正され、
平成30年4月1日から、老健施設はこれまでの
「在宅復帰」に加え「在宅療養支援」を担う施設
であることが明確化された。また、同法8条にお
ける老健施設の定義において、これまでの「要介
護者に対し」から「要介護者であって、主として
その心身の機能の維持回復を図り、居宅における
生活を営むことができるようにするための支援が
必要である者に対し」と改正された。

5つの型に分類 
「その他型」は15単位引き下げ
　平成30年度（2018年度）の老健施設の具体的

な改定事項は以下のとおりである。
⑴在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価
⑵介護療養型老人保健施設の基本報酬等
⑶�かかりつけ医との連携：かかりつけ医連携薬
剤調整加算の新設（125単位）

⑷�入所者への医療の提供：所定疾患施設療養費
の見直し（Ⅰ：235単位／日、Ⅱ：475単位／
日）

⑸�排せつに介護を要する利用者への支援に対す
る評価の創設：排せつ支援加算の新設（100単
位／月）

⑹�褥瘡の発生予防のための管理に対する評価の
創設：褥瘡マネジメント加算の新設（10単位
／月）

⑺�外泊時に在宅サービスを利用したときの費用
の取り扱い（800単位／日）（新設）

⑻口腔衛生管理の充実の評価
⑼栄養マネジメント加算の兼務要件の緩和
⑽�栄養改善の取り組みの推進：低栄養リスク改
善加算の新設（300単位／月）

⑾�入院先医療機関との間の栄養管理に関する連
携：再入所時栄養連携加算の新設（400単位）

⑿�身体的拘束等の適正化：身体拘束廃止未実施
減算（10%／日減算）

⒀�介護療養型老健施設から介護医療院への転換
の取扱い：移行定着支援加算の新設（93単位
／日）

⒁療養食加算の見直し（1食単位に変更）
⒂介護職員処遇改善加算の見直し
⒃�居室とケア：ユニット型準個室の名称をユ
ニット型個室的多床室に名称変更

　このうち、⑴の在宅復帰・在宅療養支援機能
に対する評価では、これまで在宅復帰率、ベッド
回転率、退所後の状況確認等の指標を用いられて
きたが、これらに加え、入所後の取り組みやリハ
ビリ専門職の配置等の指標も用いることで、さら
にきめ細かい評価を行うことになった。また、在
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宅強化型よりも在宅復帰・在宅療養支援をより進
めている施設については、「超強化型」が新設さ
れた。
　退所前訪問指導加算、退所後訪問指導加算、退
所時指導加算については、老健施設の退所時に必
要な取り組みとして、基本報酬に包括化する。た
だし、退所時指導加算のうち試行的な退所に係る
ものについては、利用者ごとのニーズによって対
応が異なることから、試行的退所時指導加算とし
て、評価が継続された。
　具体的な基本報酬は、在宅復帰・在宅療養支援
等指標として、「在宅復帰率」「ベッド回転率」
「入所前後訪問指導割合」「退所前後訪問指導割
合」「居宅サービス実施数」「リハビリ専門職配置
割合」「支援相談員配置割合」「要介護4・5以上
割合」「喀痰吸引実施割合」「経管栄養実施割合」
の10項目（満点は90）で評価され5つの型（特段
の要件を満たさないその他型、指標のポイントが

20以上の基本型、40以上の加算型、60以上の在
宅強化型、70以上の超強化型）に分類された
（図1および図2）。
　加えて「退所時指導等」「リハビリテーション
マネジメント」はその他型以外の4つの類型すべ
てに、「地域貢献活動」は加算型以上に、「充実し
たリハビリ」は在宅強化型以上に要件化される形
となった。
　なお、在宅復帰・在宅療養支援機能がないと判
断された施設は「その他型」扱いとされ、短期集
中リハビリ実施加算や経口移行・維持加算、所定
疾患施設療養費などの多くの加算が算定できない
こととなった。
　⑶のかかりつけ医との連携では、かかりつけ医
連携薬剤調整加算（125単位）が新設された。6
種類以上の内服薬が処方されている入所者に対し
て、老健施設の医師と主治医が、総合的に評価・
調整し、入所者に処方する内服薬を 1種類以上

＜改定前＞

＜改定後＞

従来型 在宅強化型加算型

・特段の要件なし ・在宅復帰率 30%超
・ベッド回転率 5%以上

・在宅復帰率 50%超
・ベッド回転率10%超
・重症度割合 35%以上 等

その他型 基本型 在宅強化型

右記の要件
を満たさない

指標 20以上
＋
ａ退所時指導等
ｂリハビリテーション

マネジメント

加算型

指標 60以上
＋
a＋b＋ｃ
＋
d 充実したリハビリ

超強化型

指標 40以上
＋
a＋b
＋
c 地域貢献活動

指標 70以上
＋
a＋b＋ｃ＋d

※施設類型が大きく3種類から5種類に区分された。

図2　在宅復帰・在宅療養支援機能の見直し

減少させた場合算定できる。
　⑷の入所者への医療の提供では、所定疾患施設
療養費に上位ランクのⅡ（475単位／日、月1回、
連続する7日間に限る）が新設された。算定にあ
たっては、診断および診断に至った根拠、診断を
行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内
容等を診療録に記載していること（協力医療機関
等と連携して行った検査等を含む）。また、算定
開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年
度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、
処置等の実施状況を公表していること。さらに、
医師が感染症対策に関する研修を受講しているこ
とが求められている。
　図3は、基本報酬のイメージを示したもので
ある。「その他型」は改定以前よりも15単位引き
下げられた。前述のとおり、短期集中リハビリ
テーション実施加算や経口移行加算・経口維持加
算、所定疾患施設療養費などの多くの加算が算定

できないため、基本型以上に速やかに移行する努
力が必要であろう。
　基本型と超強化型の1日当たり単位の差は120
単位、30.4日では3,648単位の差である。このこ
とは、在宅復帰・在宅療養支援機能が著しく低く、
長期入所者が多い老健施設を淘汰しようとする意
図が垣間見える。
　老健施設類型の誕生以来、長い期間、長期滞在
型の老健施設をどのように取り扱うか議論されて
きており、そのためにリハビリ機能を高め在宅復
帰を推進するように介護報酬の改定が繰り返され
てきた。しかし、それでも長期入所者が多い老健
施設は存在してきた。もちろん、多くの老健施設
は経営的に不利になってもリハビリ専門職の充実、
支援相談員の増員、管理栄養士や歯科衛生士の増
員などにより、老健施設の質の向上に努力してき
た。
　反面、「その他型」は施設運営が非常に厳しい

図1　在宅復帰・在宅療養支援機能に対する評価

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ｻｰﾋﾞｽ 5 2ｻｰﾋﾞｽ 3 1ｻｰﾋﾞｽ 2 0ｻｰﾋﾞｽ 0
⑥リハビリ専門職の配置割合 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

算定要件等
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状況になったといえる。

さらにリハビリ機能を強化し 
総合的なリハビリ提供施設に

　つぎに、経営のもう一方の柱である老健施設併
設の通所リハビリの具体的改定事項についてみて
おこう。
❶医師の指示の明確化等
❷�リハビリ会議への参加方法の見直し等
❸�リハビリ計画書等のデータ提出等に対する評
価

❹�介護予防通所リハビリにおけるリハビリテー
ションマネジメント加算の新設�（330単位／月）
❺�社会参加支援加算の要件の明確化等：通知の
変更

❻�介護予防通所リハビリにおける生活行為向上
リハビリテーション実施加算の新設（3月以

内：900単位／月、3月超6月以内：450単位
／月）
❼栄養改善の取り組みの推進
❽�3時間以上のサービス提供に係る基本報酬等
の見直し等
❾�短時間リハビリ実施時の面積要件等の緩和
❿�医療と介護におけるリハビリ計画の様式の見
直し等
⓫介護職員処遇改善加算の見直し
　通所リハビリは、まず、4時間以上6時間未満、
6時間以上8時間未満のサービス提供時間区分が、
通所介護同様に1時間単位に見直された。その上
で3時間未満は据え置き、3時間以上4時間未満
要介護4・5の報酬は若干アップ。4時間以上の
サービスについては、5時間以上6時間未満を除
き大幅に引き下げられた。減収を取り戻すために
は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を利用
者に対し、常時25対1以上配置する新設のリハ

ビリテーション提供体制加算を算定することが求
められる。
　算定にあたっては、❶医師の指示の明確化等が
必要で、利用者に対する当該リハビリの目的に加
えて、詳細な指示がない限り算定できない。また、
当該リハビリ開始前または実施中の留意事項、や
むを得ず当該リハビリを中止する際の基準、当該
リハビリにおける利用者に対する負荷等のうち、
いずれか1つ以上の指示を行うことが必要である。
さらに、医師が当該利用者に対して3か月以上の
継続利用が必要と判断する場合には、リハビリ計
画書の備考欄に継続利用が必要な理由、その他の
指定居宅サービスへの移行の見通しを記載するこ
とが求められる。
　❷リハビリ会議への参加方法の見直し等では、
医師の出席が困難な場合にはテレビ会議などを活
用し、実際にはリハビリ計画の作成に関与したリ
ハビリ専門職が説明しても加算Ⅱが算定できる。
従来どおり医師が説明する場合は加算Ⅲを算定で
きる。
　さらに、通所リハビリ計画書等の内容に関する
データを、通所・訪問リハビリの質の評価データ
収集等事業に参加し、同事業で活用しているシス
テム（VISIT）を用いて厚生労働省に提出した
場合、加算Ⅳが算定可能である。
　リハビリに関する医師の関与の強化、リハビリ
におけるアウトカム評価の拡充、口腔衛生管理の
充実と栄養改善の取り組みの推進という一連の流
れは、一方で通所介護との差異化を進めたかにみ
える。しかし、通所介護においても医師やリハビ
リ専門職の配置強化、心身機能の維持に係るアウ
トカム評価の導入、�地域共生社会の実現に向けた
取り組みなどが推進された。その結果、リハビリ
テーション提供加算を算定できない通所リハビリ
とリハビリを強化した通所介護の差は、逆に縮小
したようにもみえる。
　同時に外部のリハビリ専門職等との連携の推進

を含む訪問介護等の自立支援・重度化防止も進め
られていることを考え合わせると、老健施設の入
所部門、短期入所部門、通所リハビリ、訪問リハ
ビリは、リハビリ機能をより強化して、総合的な
リハビリ提供施設化することが求められていると
考えられる。
　診療報酬改定の議論では、急性期や回復期のリ
ハビリ以外の生活（維持）期のリハビリを医療保
険ではなく介護保険に移行するべきである主張が
繰り返されてきた。しかし、それには通所リハビ
リや訪問リハビリの機能強化が先行しなければな
らないのである。
　このような方向性を老健施設の経営者は真摯に
受けとめ、リハビリ機能を一層強化する努力が次
回の介護報酬改定時までに必要であると考えられ
る。

老健を取り巻く環境に対応し 
病院や他の介護施設と連携強化を

　地域包括ケア病棟等からの退院患者の退院先と
して在宅強化型老健施設が在宅復帰指標から除外
されたことも、老健施設経営にとって大きな影響
を与えることとなった。さらに、長期的な医療と
介護のニーズを併せもつ高齢者を対象とした、介
護医療院は、「医療の必要な要介護高齢者の長期
療養・生活施設」と明示されることになり、老健
施設を取り巻く環境は急変した。
　老健施設に対しては、これまで以上に「在宅復
帰」および「在宅療養支援」に特化した機能を発
揮することが求められているのである。だからこ
そこれからの老健施設は、各種病院や介護医療院
など他の介護保険施設あるいはグループホームや
住宅との連携を強化せざるを得ない。
　次回、同時改定は6年後であるが、医療と介護
の連携という方向性は、普遍であると考えられる。
各老健施設の一層の機能強化が期待されている。
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図3　基本報酬のイメージ（要介護３の場合）
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