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平成２８年診療報酬改定に伴う
各施設の取り組み

回復期リハビリテーション病棟入診料におけるアウトカム評価等への対応

平成28年8月11日
京都府理学療法士会 保険部

医療法人財団 医道会
十条武田リハビリテーション病院

酒匂 優一

医療・介護機能の再編（将来像）

取組の方向性

●入院医療の機能分化と連携
急性期への医療資源集中投入
亜急性期・慢性期医療の機能強化

●地域包括ケア体制の整備
在宅医療の充実

在宅医療を担う診療所等の機能強化
訪問看護の整備

在宅介護の充実
居住系サービスの充実
ケアマネジメント機能の強化

2011年 2025年

一般病床

療養病床

介護療養病床

介護施設

居宅系サービス

在宅サービス

高度急性期

一般急性期

亜急性期

長期療養

介護施設

居宅系サービス

在宅サービス

機能分化したリハ医療

急性期リハ 回復期リハ 維持期リハ

急性期病棟
回復期リハ病棟

地域包括ケア病棟

外来通院によるリハ（医療保険）

通所リハ
訪問リハ

短期入所によるリハ

老人保健施設における入所リハ
療養病床における入院リハ

医療保険 主として介護保険

リハ医療に関する診療報酬の推移

2000年
廃用症候群をリハ適応に追加 （介護保険法施行）

回復期リハビリテーション病棟入院料の創設

2002年 複雑・簡単（30分・15分） → 個別・集団（1単位20分）

2006年

PT・OT・ST施設基準 → 疾患別リハ料の施設基準

算定日数上限の設定

患者1人1日あたり6単位 → 9単位の評価

2008年

算定日数上限超の13単位の評価

早期リハ加算の新設

回復期リハ病棟の質の評価（2区分）

2010年
がん患者リハ料の新設

回復期リハ病棟の質の評価（休日加算・充実加算）

2012年
初期リハ加算の新設

回復期リハ病棟の質の評価（3区分）

2014年
ADL維持向上等体制加算の新設

回復期リハ病棟の質の評価（体制強化加算により実質4区分）

2016年

ADL維持向上等体制加算の見直し

廃用症候群リハ料の新設

回復期リハ病棟のアウトカム評価
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平成28年度診療報酬改定の概要
Ⅰ 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

○ 医療機能に応じた入院医療の評価
○ チーム医療の推進、勤務環境の改善、業務効率化
の取組等を通じた医療従事者の負担軽減・人材確保
○ 地域包括ケアシステム推進のための取組の強化
○ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
○ 医療保険制度改革法も踏まえた外来医療の機能分化

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果 的・効
率的で質が高い医療を実現する視点

○ かかりつけ医の評価、かかりつけ歯科医の評価、
かかり つけ薬剤師・薬局の評価
○ 情報通信技術（ICT)を活用した医療連携や医療
に関する データの収集・利活用の推進
○ 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の
早期の機 能回復の推進
○ 明細書無料発行の推進

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野 を充実
する視点

○ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価
○ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者
への適切な 医療の評価
○ 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精
神医療の 評価
○ 難病法の施行を踏まえた難病患者への適切な医療の
評価
○ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏ま
えた救急 医療の充実
○ 口腔疾患の重症化予防・口腔機能低下への対応、生
活の質に 配慮した医療の推進
○ かかりつけ薬剤師・薬局による薬学管理や在宅医療
等への貢献 度による評価・適正化
○ 医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーション
や医療技術 の適切な評価
○ DPCに基づく急性期医療の適切な評価

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続
可能性を高める視点

○ 後発医薬品の使用促進・価格適正化、長期収載品
の評 価の仕組みの検討
○ 退院支援等の取組による在宅復帰の推進
○ 残薬や重複投薬、不適切な多剤投薬・長期投薬を
減らす ための取組など医薬品の適正使用の推進
○ 患者本位の医薬分業を実現するための調剤報酬の
見直し
○ 重症化予防の取組の推進
○ 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価
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回復期リハビリテーション病棟における
アウトカムの評価

骨子【Ⅱ－３－（１）】

計算例：A病院の実績

○対象者（平成27年7月～12月退棟患者）：83名
○除外対象者

①FIM 運動項目 20 点以下 ： 7名
②FIM 運動項目 76 点以上 ： 12名
③FIM 認知項目 25 点未満
④年齢が 80 歳以上のもの

○計算式
① 運動項目FIM利得 ： 1211

②各患者の入棟日数÷算定上限日数 ： 43.92
○結果

27以上のため、疾患別リハ6単位以上の出来高算定は可能

＝ 27.6

算出対象者数：64名

約23％ ※30％以内
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回復期リハビリテーション病棟における
アウトカムの評価

骨子【Ⅱ－３－（2）】

体制強化加算に、新たに専従医師が病棟外業務の行う場合の点数を新設

現行

【回復期リハビリテーション
病棟入院料】

体制強化加算 200点

改定

【回復期リハビリテーション
病棟入院料】

体制強化加算 １ 200点
体制強化加算 ２ 120点（新）

【施設基準】
体制強化加算１(200点)
当該病棟に専従の常勤医師２名以上及び専従の常勤社会福祉士１名以上
が配置されていること。

様式45①

様式45②

当院の取り組み
①患者データベースの充実

（情報の一元化・管理）

起算日、リハ診断名、入棟時FIM点数、

介護保険の有無 など

②患者評価

（FIM評価の精度）

入棟時FIM評価、1週間ごとのFIM評価

「しているADL」の評価

FIM改善率の予後予測

③回復期リハ病棟運営会議

（入退院管理・調整）

④回復期リハアウトカム評価会議

⑤目標設定等支援管理シート・リハ実施
総合計画書のIC

入院時FIM評価

回復期リハ病棟

運営会議

アウトカム評価

会議

回復期リハ病棟

入棟判定会議

退院時FIM評価
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医療の質評価の３要素

①構造（ストラクチャー）
医療が提供される条件を構成する因子で，施設や設備などの物的資源，

専門家の数，多様性，資格などの人材資源，医師・看護師スタッフの組織，

教育研究機能，監視および医療である

②過程（プロセス）
診断，治療，リハビリテーション，患者教育など，通常，専門家によって行

われる医療活動および，特に患者や家族などの医療への参加である

③結果（アウトカム）
提供された医療に起因する個人や集団における変化（望ましいもの，望ま

しくないものを含む）であり，具体的には健康状態の変化，患者または家族

が得た将来の健康に影響を及ぼし得る知識の変化，将来の健康に影響を

及ぼし得る患者または家族の行動の変化，医療およびその結果に対する

患者や家族の満足度である

今後の課題

•疑似解釈がまだ出ていないので、最小限
というより提示されている条件での対応
を綿密に行っているのが現状である。

•今後、疑似解釈の情報を随時情報収集し
対応を適切に行って行くことが課題であ
る。


