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地域包括ケア病棟
入院料への対応

医仁会 武田総合病院

リハビリセンター

秋本 喜英

救急告示病院
臨床研修指定病院
総病床数500床
ICU・CCU10床地
SCU3床 (脳卒中ケアユニット）
地域包括ケア病棟60床
開放型25床
血液透析34ベット (武田クリニック併設) 
日本医療機能評価機構認定

標榜科目（20科）

内科・循環器内科・神経内科・

呼吸吸器内科・消化器内科・

小児科・外科・脳神経外科・

心臓血管外科・呼吸器外科・

整形外科・皮膚科・泌尿器科・

産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・

麻酔科・リハビリテーション科・

放射線科・歯科

特殊診療科（26科）

脳卒中センター・不整脈

糖尿病センター 他

理学療法士 15名

作業療法士 7名

言語聴覚士 2名

健康運動指導士 3名

看護師 2名

疾患別リハビリテーション人員

総合病院であるため、一般
内科系疾患から脳血管・運動
器・呼吸器・循環器にまで多
様な患者様に、超急性期から
在宅まで対応しています。

地域包括ケア病床の位置づけ

①急性期からの受け入れ

自院他院を問わず、高度急性期～急性期の病棟から、急性
期後の治療や回復期のリハビリを要する患者を、予定入院で
受け入れる経路

②在宅・生活復帰支援

③緊急時の受け入れ

肺炎や単純骨折等の軽～中等度の急性期患者を、緊急経路
で受け入れる経路

④その他の受け入れ

①以外の予定入院で、出来高算定が認められている慢性期
の定期的な抗悪性腫瘍治療±緩和ケア等や、短期滞在手術等
基本料３、糖尿病教育入院、医療必要度の高いレスパイトケ
ア等の患者を受け入れる経路
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地域包括ケア病棟入院料

• 地域包括ケア病棟入院料１ ２５５８点（６０日まで）

• 地域包括ケア病棟入院料２ ２０５８点（６０日まで）

• 看護職員配置加算 １５０点

• 看護補助者配置加算 １５０点

• 救急・在宅等支援病床初期加算１５０点（１４日まで）

地域包括ケア病棟の施設基準等

• 疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーション
料を届けていること

• 看護配置１３対１以上、専従の理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士１人以上、専任の在宅復帰支援担当者１人以上

• 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ａ項目１点以上の患
者が１０％以上

• リハビリテーションを提供する患者について、１日平均２単
位以上提供していること

• 在宅復帰率７割以上（地域包括ケア病棟入院料（入院医療管
理料）１のみ）

• １人あたりの居室面積が６.４ｍ２以上（地域包括ケア病棟入
院料（入院医療管理料）１のみ）

地域包括ケア病棟入院料等の算定要件

• 当該病室に入院してから７日以内に、医師、看護師、在宅復
帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して
新たに診療計画を作成し、患者に対して説明を行い、交付す
るとともに、その写しを診療録に添付する。

• ただし、同一保健医療機関の他の病室から地域包括ケア病棟
入院料等を算定する病室に移動した場合、すでに交付されて
いる入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ在
宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを
診療録に添付することでも可とする。

医仁会 武田総合病院

• ２０１６年４月より地域包括ケア病棟６０床を開設

運用病床 一般病床４５０床 ＩＣＣＵ１０床

計 ４６０床

一般病床３６４床 ＩＣＣＵ１０床

地域包括 ６０床

計 ４３６床（－２６床）

• 専従医師なし、専従理学療法士１名を登録
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地域包括ケア病棟対象者

• 入室基準

1.入院期間ＤＰＣが超過する患者

2.一般病棟用の重症度、医療、看護必要度を満たさない患者

3.リハビリを受けている場合、１日平均２単位以上リハビリ

を受けている

4.退院先が自宅または居宅施設、在宅強化型老健施設、

特別養護老人ホームであること

5.対象診療科は、全科である

• 入室適応外

1.自宅退院または施設復帰が困難である

2.透析治療を受けている患者

１日平均２単位以上提供

• 当院では、概ね週休２日制となっているため、休日を含めて

達成する必要がある。

6月：３０日で稼働日数が22日

２（単位）×３０（日）／２２（日）＝２．７２８

7月：３１日で稼働日数が２１日

２（単位）×３１（日）／２１（日）＝２．９５４

（休日、退院日、外出・外泊日を含む）

数値目標達成の対策

• 退院支援担当者や医事部担当者に対して

リハビリ対象者の入棟コントロールをお願いする。単一療法

実施者や単位をあまりかれられない患者が増えれば、複数療法

実施患者を入れてもらう。

• 病棟に対して

週明けの退院や平日の外泊は、可能であれば避けてもらう。

• スタッフに対して

特に単一療法で実施している患者については、入院中の終了

も含めた可能な限り単位数を意識した訓練を実施してもらうよ

う指導する。

また、一般病棟で総合実施計画書を発行する。

多職種カンファレンスの実施

• 月平均90人近くの入棟があり、約50人がリハビリ対象

• カンファレンスは、対象者があれば、平日毎日実施

（原則入棟後３～７日）

• 入棟時期は、上肢骨折で術後１～3日、頚部骨折で８～10
日前後

• 専従セラピストが1人であり、患者は他のスタッフにも分
散するため、カンファレンス参加の負担は比較的少ない
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そのほかの運用上の問題

• 病床運用

各病棟の稼働率の問題、患者の状態や治療状況、担当医師の承諾

• 円滑な入棟

患者の立場からは、退院間近でも病棟を移らなければならない

• 患者の入れ替わりが早い

一般病棟から関わっているリハスタッフの情報は重要である

• 医師の問題

専従の医師がいない、病棟にあまり顔を出さない医師も・・・

• リハビリ専従１名体制の影響

一部の患者は担当者が変更になる

包括ケア病棟運用状況（28.4～6）

４月 ５月 ６月

入棟者
（含短期滞在者）

131（4） 140（9） 145（17）

リハビリ実施者 78 80 82

比率（％）
（除短期滞在者）

61.4 61.1 64.1

新規入棟者
（含短期滞在者）

93（4） 95（9） 99（14）

新規入棟者
（リハ実施者）

48 47 53

入棟時期：頚部骨折術後、圧迫骨折 9日前後、上肢骨折術後3日前後
脳梗塞 1～3週間程度

包括ケア病棟診療科別内訳（28.6）

診療科 入棟者 リハ対象 診療科 入棟者 リハ対象

整形外科 33 30 皮膚科 5 3

糖尿科 24 0 呼吸器外科 4 2

脳神経外科 18 15 外科 4（2） 2

神経内科 17 14 心臓血管外科 2 2

眼科 15（15） 0 不整脈科 2 2

内科 8 6 消化器内科 1 1

呼吸器内科 6 3 血液内科 1 0

循環器内科 5 2 合計 145 82

（ ）：短期滞在入院

提供単位数（28.6）

実人数 単位数 延べ人数
平均提供
単位数

延べ人数
（含休日
等）

平均単位
数（含休
日等）

一般病棟
平均単位

数

脳血管 16 *** *** 4.67 *** 3.26 4.56

廃用 11 *** *** 2.15 *** 1.50 1.73

運動器 44 **** *** 2.79 *** 1.96 2.29

呼吸器 5 ** ** 2.97 ** 2.21 1.97

心大血管 6 *** ** 2.94 ** 1.82 2.46

合計 82 **** *** 3.153 **** 2.208 3.100

そのほかに包括されたもの
初期加算 ***単位
早期加算 ****単位
総合実施計画評価料 **件
退院時指導料 **件

入院全体に占める割合
単位数 29.4%
点数 26.9%
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４カ月経過して

経済的効果面から考えると、まだまだ検討の余地はあるが、
地域包括ケア病棟の性質から、ある程度リハビリ部分での
包括は仕方がない。

リハビリテーションの効果は、これからの検証となるが、
平均２単位という数値目標を達成するために、既存の訓練
を見直す契機になったと考える。

しかし、一般病棟でも、地域包括ケア病棟でも、必要十分
な訓練量が提供さることが望ましい。

一方で、他職種カンファレンスを実施することで、明確な
方向性を共有できるようになったと評価する。

最後に

リハビリテーション料が包括されるということは・・・

出来高算定では、提供する側に提供したものに対する対価
として保険料なり自己負担金が発生する、という意識が働
いていた。

しかし、包括されると提供単位数はそのようなものには
まったく影響がない。

数値目標に対する意識が強くなりすぎると、根本的な算定
要件の遵守を揺るがせかねない。包括されても、出来高算
定と同様、提供の対価という意識は必要であると考える。

ご静聴ありがとうございました。


