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目標設定等支援・管理加算への対応
要介護被保険者の維持期リハの介護
保険への移行

医療法人社団石鎚会
田辺記念病院リハビリテーション部
石濱 崇史

当法人の紹介

田辺記念病院 田辺中央病院

回復期リハビリテーション病棟120床

目標設定支援・管理加算の対応

障害者病棟50床を含む188床

要介護被保険者の維持期リハ
への対応

要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、
機能予後の見通しの説明、目標設定の支援等を評価する。

１ 初回の場合250点
２ ２回目以降の場合100点

目標設定等支援・管理料 対象患者

・脳血管疾患等リハ、廃用症候群リハ、運動器リハを
実施している要介護被保険者（要支援を含む）

・標準的算定日数の３分の１を経過したものについて
直近３カ月以内に算定していない場合には当該リハ
料の１００分の９０を算定する

標準的算定日数 1/3
脳血管疾患等リハ 180日 60日

廃用症候群リハ 120日 40日

運動器リハ 150日 50日



2016/8/11

2

脳血管 運動器 廃用症候群

標準的
算定日数

支援料
なし

標準的
算定日数

支援料
なし

標準的
算定日数

支援料
なし

180日 60日以降 150日 50日以降 120日 40日以降

施設基準
Ⅰ

245点 220点 185点 167点 180点 162点

施設基準
Ⅱ

200点 180点 170点 153点 146点 132点

施設基準
Ⅲ

100点 90点 85点 77点 77点 70点

疾患別リハと減算 当院での対応方法

①医師への対応
・4月以降の会議において、管理料算定の必要性に
ついて説明

②相談員への対応
・急性期病院でのリハ状況の確認が必要なため
入院判定会議に必要な情報の収集を依頼

・要介護認定の有無の確認
要介護認定の有無の把握は現場レベルでの
管理は困難。入院患者は全て実施していく方向（運用
状況により適宜変更予定）。

当院における管理シートの記載

・8月時点における独自の記載方法になっており、本日の
研修会での皆様の意見も参考にしたなかで、適宜記載
方法等は変更していく予定となっております。

・疑義解釈も不十分ななかで、手探りでの記載となって
いますので、記載方法ならびに運用について誤りも
あると思われます。本日の研修会での意見のたたき
台として見ていただければと思います。

ア）説明時点までの経過

イ）治療開始時及び説明時点のADL評価（BarthelIndex又はFIMの得点・内訳を含む）

1． 発症からの経過（リハビリテーション開始日： 年 月 日 ）

Dr.記載

2． ADL評価（Barthel Index または FIMによる評価）（リハビリ開始字及び現時点）

（Barthel Index の場合）

リハビリテーション開始時点 現時点

自立 一部介助 全介助 自立 一部介助 全介助

食事 10 5 0 10 5 0

移乗 15 10 5 0 15 10 5 0

整容 5 0 0 5 0 0

トイレ動作 10 5 0 10 5 0

入浴 5 0 0 5 0 0

平地歩行 15 10 5 0 15 10 5 0

階段 10 5 0 10 5 0

更衣 10 5 0 10 5 0

排便管理 10 5 0 10 5 0

排尿管理 10 5 0 10 5 0

合計（0-100点） 点 点

（FIM の場合）

大項目 大項目 小項目
リハビリテーション

開始時点
現時点

得点 得点

運動

セルフケア

食事

整容

清拭・入浴

更衣（上半身）

更衣（下半身）

トイレ

排泄
排尿コントロール

排便コントロール

移乗

ベッド、椅子、車椅子

トイレ

浴槽・シャワー

移動
歩行・車椅子

階段

小計 0 0

認知

コミュニケーション
理解

表出

社会認識

社会交流

問題解決

記憶

小計 0 0

合計 0 0

リハ記載

急性期病院
リハ開始時
点数記載

当院での
現時点の
点数記載
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ウ）説明時点における患者の機能予後の見通し
3． 現在リハビリテーションの目標としているもの、及び現在のリハビリテーションの内容との関連

目標としているもの
関連する現在の

リハビリテーションの内容

心身機能

活動

社会参加

リハ記載

下肢筋力向上 下肢筋力強化練習

歩行の安全性の向上 歩行練習

地域コミュニティへの参加
屋外歩行練習

自動車への移乗練習

4． 今後の心身機能、活動及び社会参加に関する見通し
・医師の説明の内容

・患者の受け止め

発症までの経過、FIMの得点・内訳、機能予後。社会参加の
実現に向けて

Dr.記載

エ）介護保険による訪問リハ・通所リハの情報提供

5． 介護保険のリハビリテーションの利用の見通し （ あり ・ なし ）

介護保険のリハビリテーションサービス等の紹介の必要性 （ あり ・ なし ）

紹介した事業所名

事業所名 連絡方法 備考（事業所の特徴等）

リハ記載

今後の改善に合わせ適宜情報提供

※入院時から2週以内に開催されるカンファレンスにて多職種協働により作成
算定期限の1/3を超えないように適宜開催時期を入院時に決定し、家族にも
Dr.からの説明を受けるために面談時期を調整する（8月時点での対応）

・リハ開始日は急性期病院なのか？自院入院時か？
・急性期病院で算定した場合に同月中に回復期病院でも算定は可能なのか？
・急性期病院で算定日が起算日として3ヶ月後を算定するのか？
・基本的に1回目の算定をすれば以降は減算対象とならないのか？
・要介護認定申請中は算定できるのか？

残る疑問点

目標設定等支援・管理料
（質問内容）
他院から転院してきた患者で、既に標準算定日数の３分の1を超えている
患者に自院のリハが開始された場合、開始直後から減算対象となるのか

（回答）
そのとおり。ただし、開始日に目標設定等支援・管理料を算定すべき支
援・管理を実施していれば減算とならない。

平成28年5月2日
公益社団法人全日本病院協会
厚生労働省保険局医療課に確認

要介護被保険者の維持期リハビリテーションの
介護保険への移行

標準的算定日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されな
い場合においても、1月に13単位に限り疾患別リハを算定することができる。

要介護被保険者等(入院中の患者を除く)に対する脳血管疾患等リハビリテー
ション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションについては、
これらの評価を適正化しつつ、原則として平成 30 年3月までの実施とする。

①維持期リハビリテーションの場合（13単位）は60/100に減算
②介護保険リハの実績がない場合 80/100に減算
介護保険リハは通所リハ（予防含む）であり、訪問リハは含まない
③目標設定等支援・管理料を算定していない場合 90/100に減算
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要介護被保険者等における疾患別リハと減算との関係

脳血管 運動器 廃用症候群

標準的算定日数 支援料なし 標準的算定日数 支援料なし 標準的算定日数 支援料なし

180日 60日以降 150日 50日以降 120日 40日以降

施設基準
Ⅰ

245点 220点 185点 167点 180点 162点

※147点 ※133点 ※111点 ※100点 ※108点 ※98点

※※118点 ※※106点 ※※89点 ※※80点 ※※87点 ※※78点

施設基準
Ⅱ

200点 180点 170点 153点 146点 132点

※120点 ※108点 ※102点 ※92点 ※88点 ※80点

※※96点 ※※87点 ※※82点 ※※74点 ※※72点 ※※64点

施設基準
Ⅲ

100点 90点 85点 77点 77点 70点

※60点 ※54点 ※51点 ※46点 ※69点 ※63点

※※48点 ※※44点 ※※41点 ※※37点 ※※37点 ※※34点

※標準的算定日数を超過した場合（入院・外来）
算定単位が90％から60％に大減額
※※通所リハビリテーションの実績がない場合（外来のみ）
通所リハを実施していないと更にそこから80％の算定
目標設定等支援・管理料を算定しないと入院患者更に10％減額

当院での対応方法

当院（田辺中央病院）では介護保険の実績はなく、長期入院患者や
外来患者について終了の方向性も一案ではあるが、リハの提供が
必要な患者には適切に介入していく観点により、これまでと同様に
介入していく予定である。適宜、介護保険事業所への移行を進めて
いくためにケアマネージャーとの定期的な連携は必要である。

想定できる対応方法

・通所リハの開設
・通所リハ施設への適切な移行支援
・該当患者のリハ提供の終了もしくは回数制限

まとめ

・目標設定等支援・管理加算については、この時期においても疑義解釈
の発表はなく、見切り発車での対応とならざるを得ない。しかしながら、
漫然とリハを提供するのではなく、適切な時期に在宅復帰に向けた
取り組みは今後も積極的に取り組んでいく必要はある。

・平成30年3月まで延長された入院患者を除く要介護被保険者へのリハ
は終了に向けて本格的な促しが行われていくものと思われる。現場
レベルにおいては、リハの継続をしていきたいが、本当に現在の回数
が必要なのか、通所リハへの移行は本当にできないのか等、在宅へ
の移行も含めて検討していく必要がある。


