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近年の診療報酬改定は、「少子高齢化への対応」「機能分化と連携・効
率化」「経済財政との調和・プライマリーバランスの黒字化」という３本の軸
の間でバランスをとりながら、調整を図る内容になっています。今年３月４日
に告示された2016年度診療報酬改定も例外ではありません。改定率は、薬
価等も含めた全体（ネット）は0.84％のマイナス。医科本体は0.56％のプラ
スとなりました。
前回14年度改定の「基本方針」での重点課題は、「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」でした。今次改定で
は、これに「患者の状態像」という観点を掛け合わせ、さらに「在宅復帰」と
いうキーワードを軸に幅広い内容の見直しが行われました。
もっともそれは決して目新しいものではなく、基本的な方向性は前回改定
と大きく変わっていません。そして、次回18年度診療報酬・介護報酬同時改
定でも同様のことが予想されます。
個別に見れば、急性期入院医療と在宅医療の部分で、大きな変化が見ら
れました。とくに、地域の基幹病院となるような急性期の大病院では、「重
症度、医療・看護必要度」の見直しをはじめとするさまざまな改定で、急性
期への特化をめざす方向性が明確になりました。中小病院が「急性期の追
求」を選択しづらい状況になったとも言えます。その一方で、慢性期入院医
療の大改革については、次期同時改定に持ち越された感が否めません。
今次改定は、２年後の同時改定へのステップと位置づけることもできま
す。医療機関にとって、改定の点数付けを精査して対応することは必要です
が、18年度、さらには地域包括ケアシステム構築の目標である25年度まで
を見据え、中長期的なビジョンを踏まえた対応がより重要になっていくこと
は言うまでもありません。（特集につづく）

2年後の診療報酬・
介護報酬同時改定の行方は？
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いう結果が出ています。厚生労働省
の調査でも同じような結果が出てお
り、全国に認知症の方は約400万
人、MCIを含めると約700万人いる
と推計されています。
蒲田地区に当てはめると認知症
は約6700人、MCIを含めると1万
7000人。それに対して認知症サポ
ート医は9人で、認知症の検査・診療
をしている医療機関が47施設。1施
設あたり143～249人診ていますが、
現実にはこれだけの数の方の診療に

くらいです。私は20年前から認知症
の治療に取り組み、医師会の会合
等で繰り返し発表してきましたが、
当時は「ふーん」と他人事のような感
じで、一般市民対象の講演会の講
師依頼など全くありませんでした。
それが10年前くらいから「自分の患
者さんの様子がおかしい」と、蒲田
医師会の会員医師から相談されるよ
うになってきました。以降、「認知症
について何かあれば京浜病院に相
談すればいい」となり、一般市民向

̶̶高齢者を支えるうえで、認知症対
策は大きな課題になっています。最初
に認知症治療の現状から教えていた
だけますか。
蒲田医師会では2年前から認知症
検診を行っており、その結果、65歳
以上の人の17％、MCI（Mild Cogni
tive Impairment：軽度認知障害）
を含めると30～40％が該当すると

啓発活動を行ってきたこともあり、
行政や介護従事者、家族が疑問を
抱いた時は速やかに医療機関につな
げています。また、医療機関に関し
ても認知症の検査や治療に対応で
きるところが拡充してきています。
さまざまな地域から認知症に関す

る講演依頼を受けますが、地域によ
ってその認識のレベルには大きな差
があると感じます。もちろん、大田区
が進んでいると言っても、地域住民
のレベルにまで浸透したのは5年前

結びついていません。つまり大半は
未診療状態にあるということです。
もちろん特別養護老人ホームなどの
施設に入っている方もいますが、「う
ちのばあさんに限ってそんなことは
ない」と、本人や家族ともに自覚がな
いケースが大半だと考えられます。
早期に医療につなげるには医療
従事者はもちろん、介護従事者、行
政、地域住民が認知症について正し
い知識を持つ必要があります。当院
のある大田区ではこれまで繰り返し

くまがい・よりよし
1952年、東京都生まれ。77年、慶應義塾
大学医学部卒業後、東京大学医学部脳神
経外科学教室入局、東京警察病院脳神経
外科勤務。都立荏原病院、東大医学部附
属病院、自衛隊中央病院などを経て、85
年、新京浜病院院長就任。92年、京浜病
院院長就任。2000年、医療法人社団京
浜会を設立し常務理事就任。12年、同理
事長就任、現在に至る。著書に『認知症予
防と上手な介護のポイント』（日本医療企
画）、『熊谷式3段階認知症治療介護ガイ
ドBOOK』（国際商業出版）、『認知症は
なっても○、防げば◎』（マキノ出版）など
がある

2025年に700万人を超え、65歳以上の高齢者の
5人に1人が罹患すると推測される認知症。
今後の医療・介護を考えるうえで避けては通れない問題だ。
認知症の方 を々どのように支えていくべきか。
医師として認知症の治療に取り組むとともに、
蒲田医師会会長として認知症の方が暮らしやすい
地域づくりを推進されている熊谷賴佳氏に伺った。

啓発活動を繰り返し
地域の意識を高める

一般社団法人蒲田医師会会長
医療法人社団京浜会理事長

熊谷 賴佳さん

「認知症＝問題行動」は間違い
行政・医療・介護・住民の協力で
安心して暮らせる地域はつくれます
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です。もともとリサーチ好きで
研究者志向が強かったのが良
かったのかもしれません。

̶̶認知症の高齢者が増えるな
か、地域全体で支えていくこと
がクローズアップされています。
しかし、徘徊をはじめとする問
題行動によって、思うように対
策が推進されていないのが現状
です。どのように進めていくべき
でしょうか。
認知症の方全員が問題行動
を起こすわけではありません。
BPSD（Behaviora l and 
Psychological Symptoms 
of Dementia：行動・心理症
状）が問題であり、これがなけ
れば、記憶力や知能が低下し
たというだけで、簡単に言うと大人
の姿をした子どもになったにすぎま
せん。自分の身に起きたことをきち
んと報告できなかったり、ごはんを
こぼしたり、泣きやまなかったりして
も、子どもを隔離したり、拘束したり
しないでしょう。認知症の方も同じ
で、社会で受け入れるシステムをつく
れば一緒に暮らせます。そのために
はまず、「認知症＝問題行動」という
先入観を捨ててもらう必要がありま
す。
現在、若者が働きながら安心して
子どもを産み育てることができる環
境づくりに向け、保育所の待機児童
が問題となっていますが、認知症の
場合も同じです。安心して預けられ
る、あるいは住める場所をつくる、こ
うした仕組みづくりを進めていくこと
が大切です。
これは地域ごとに考えていく必要が
あります。たとえば、認知症のBPSD

けの講演会にも呼ばれるようになり
ました。認知症についての認識が広
まるにつれ、行政、医師会会員、地
域住民の間で「自分たちの問題だ」
と全員で考え、最適な地域づくりに
取り組もうという気運が高まってき
ました。

̶̶熊谷先生は地域の中核病院で脳
神経外科医として活躍されていました
が、認知症に取り組まれるようなった
のはどういう理由ですか。
きっかけは、家業を継ぐために今
の病院に戻ってきたことです。最初
は脳神経外科手術をやろうと思って
いました。しかし、将来の病院経営
を考えると、難しくなるのは明らかで
したので、術後管理を行う後方病院
の道を選択しました。
脳神経外科手術を終えた患者さ
んを受け入れていたのですが、その
なかに、とんちんかんな言動をする
方が出てきました。家族は「手術が
うまくいかなかったのではないか」と
心配されるけれど、脳神経外科医か
ら見て、手術に問題はない。そこで
精神科医に相談しましたが、薬漬け
にされるだけ。これに疑問を抱き、
「自分で何とかするしかない」と考え
るようになったのです。脳神経外科
医ですから精神科の薬についても知
識はあったので、すぐに行うことが
できました。
実際に治療を始めると、特定の薬
が効く人と効かない人がいることに
気がつきました。多くの症例を経験
し研究を続けるうちに、アルツハイ
マー、レビー小体型、ピック病など
認知症にはさまざまな種類があるこ
とがわかり、その鑑別や治療の使い
分けもできるようになったというわけ

については都会と田舎で、医療や介
護インフラが同等の条件であれば、
圧倒的に後者のほうが改善されま
す。理由は地域住民も、そこで働く
人たちものんびりとしており、外の景
色ものどかで、病院や施設から外に
出ても車にひかれるような危険はほ
とんどないからです。おまけに地域
住民同士の付き合いがあり、何かあ
れば面倒をみてくれます。一方、都会
は危険が多く、生活している人も気
が立っているケースが多い。
もちろん認知症の治療体制につい
ても同様であり、認知症疾患医療セ
ンターや精神科医を軸にして進めよ
うとしていますが、これも地域ごとに
考えるべきです。実際、当院のある
大田区では、我われのような中小病
院や開業医が中心になって患者さん
を診療しているのが実情であり、こ
の点については考え直していく必要
性を感じます。

京浜病院屋上にある「天壽宮」。天寿を全うした患者
のことを想い、毎日参拝している

きっかけは
患者への思いと探究心

最適な治療体制づくりは
地域ごとで考えるべき

オレンジプランを意識した外観の京浜病院。認知症
治療の拠点としての意識が感じ取れる

特集
2016年度

診療報酬
改定のポイント
今年3月に告知された2016年度診療報酬改定では、大方の予想ど
おり、地域包括ケアシステムのさらなる推進を軸に、医療機能の分化・
強化・連携、そして在宅医療の普及・拡充と適正化が強く打ち出され
た。2025年体制構築への決定打ともなる次期18年度同時改定を見据
え、今次改定の重要ポイントをキーワード別に解説する。
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を新設した。
認知症ケア加算１（14日まで150点／日、15日以降30

点／日）の施設基準は、
●①認知症患者の診療に十分な経験と知識のある専任の
常勤医師、②認知症患者の看護に従事した経験を有し
適切な研修を修了した専任の常勤看護師、③認知症患
者の退院調整の経験がある専任の常勤社会福祉士また
は常勤精神保健福祉士――により構成される認知症ケ
アチームを設置
●認知症ケアチームは、身体的拘束の実施基準を含めた
認知症ケアに関する基準書を作成し院内に配布・活用

――とされる。
対象患者は「認知症高齢者の日常生活自立度判定基

準」ランクⅢ以上。一般病棟、療養病棟をはじめ、幅広
い病棟で算定可能だ。
同加算２は、認知症看護に関する研修を受けた看護

師等の配置と、手順書の作成・活用に対する評価で、14
日まで30点／日、15日以降10点／日。
ただし、1、2とも身体拘束を実施した場合は所定点数

の6割に減額される。

病棟への退院支援職員の配置など積極的な退院支援
を促進するため、現行の退院調整加算を基調に新たに

●７対1と10対1の間での転棟は原則として不可
●2017年4月以降、７対1の病床数は一般病棟入院基本料
全体の60％以下

――などを挙げる。
さらに在宅復帰率要件について、「自宅等」に、新設さ
れる有床診療所の在宅復帰機能強化加算算定病床を加
え、現行の75%以上から80%以上に引き上げる。

総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する総
合入院体制加算は、現行の加算１、２の２段階から３段
階となる。現行の加算１（240点／日）はそのままに、現
行の加算２（120点／日）を新・加算３とし、その中間に
新・加算２（180点／日）を設ける。
実績要件については、化学療法の年間実施数（現行
4000件／年以上）を1000件／年に緩和。そのうえで、
加算１は要件のすべて、加算２は４つ以上、加算３は２つ
以上クリアすることを求めている。

地域包括ケア病棟入院料では、手術および麻酔を従
来の包括範囲から外して出来高算定を可能とし、点数そ
のものは据え置いた。
また、●救命救急入院料、●特定集中治療室管理料、●

ハイケアユニット入院医療管理料、●脳卒中ケアユニット入

院医療管理料、●小児特定集中治療室管理料――を届け
出ている病院および500床以上の病院では、地域包括
ケア病棟入院料の届け出を１病棟に限るとした。
７対1入院基本料と同様、在宅復帰率要件について
も見直した。

身体疾患のために入院した認知症患者に対する、病
棟での対応力とケアの質の向上を目的に、病棟でのケア
や多職種チームによる介入を評価する認知症ケア加算

退院支援加算が設定された。
同加算１（一般病棟600点、療養病棟1,200点）は、

現行の退院調整加算をさらに強化したもので、退院支
援・地域連携業務に専従する看護師または社会福祉士
が、病棟で専任配置されていることなどが施設基準とな
る。入院後早期の退院困難患者の把握やカンファレンス
の開催などにより、退院を支援することを評価する。
同加算２（一般病棟190点、療養病棟635点）は、退

院調整加算の名称変更で、入院日数に応じた評価を廃
止する。
同加算３（1,200点）は、現行の新生児特定集中治療

室退院調整加算を拡充したものだ。
また、地域連携診療計画加算は、退院支援加算に対

しては300点、診療情報提供料（Ⅰ）に対しては50点。
これらにより、●新生児特定集中治療室退院調整加算、

●救急搬送患者地域連携紹介加算、●救急搬送患者地
域連携受入加算、●地域連携認知症支援加算、●地域連
携認知症集中治療加算、●地域連携診療計画管理料、●

地域連携診療計画退院時指導料――は廃止される。

2016年度診療報酬改定の「目玉」とも言うべきは、一
般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の見直しと、それ
に伴う一般病棟７対１入院基本料の施設基準などにお
ける重症患者割合の基準の変更だろう。
●A項目に「救急搬送」を加え、さらに「専門的な治療・処
置」に「無菌治療室での治療」を加える

●B項目から「起き上がり」「座位保持」を削除する一方、「危
険行動」「診療・療養上の指示が通じる」を加える
●新たにC項目を設け、「開頭の手術」「開胸の手術」「開腹
の手術」「骨の観血的手術」「胸腔鏡・腹腔鏡手術（前記
4手術除く）」「全身麻酔・脊椎麻酔の手術」「救命等に係
る内科的治療」を項目とする

基準については、●A得点が２点以上かつB得点が３点
以上、●A得点が３点以上、●C得点が１点以上――のい
ずれかを満たすこととされた（図表１）。
「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の基準
については、25%以上で決着した。ただし、200床未満
の病院で病棟単位の届け出をしていない場合は、2018
年3月31日までに限り、23%以上とされた。C項目の個
別の日数については、「開頭の手術」と「開胸の手術」が
７日間、「開腹の手術」「骨の観血的手術」が５日間、
「胸腔鏡・腹腔鏡手術」が３日間、「全身麻酔・脊椎麻酔
の手術（前記以外）」「救命等に係る内科的治療」がそ
れぞれ２日間。A項目の「救急搬送」については2日間と
された。

７対１入院基本料から10対１入院基本料に移行する
場合に限り、時期を区切って7対1と10対1を病棟群単
位で届け出ることを可能とした。要件として、
●複数の病棟を持つ
●病棟が4以上の場合、それぞれの病棟群の病棟数は複数
●病棟群単位の新たな届け出は１回限り

図表１　一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し

一般病棟用重症度、
医療・看護必要度に係る評価票

該当
基準

A
項目 A

項目

B
項目 B

項目

C
項目

該当
基準A項目2点以上かつB項目3点以上

１ 創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の
処置）

２ 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）
３ 点滴ライン同時３本以上の管理
４ 心電図モニターの管理
５ シリンジポンプの管理
６ 輸血や血液製剤の管理
７ 専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、②抗悪
性腫瘍剤の内服の管理、③麻薬の使用（注射剤
のみ）、④麻薬の内服・貼付、坐剤の管理、⑤放
射線治療、⑥免疫抑制剤の管理、⑦昇圧剤の使
用（注射剤のみ）、⑧抗不整脈剤の使用（注射剤
のみ）、⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、⑩
ドレナージの管理

１ 創傷処置
（①創傷の処置（褥瘡の処置を除く）、②褥瘡の
処置）

２ 呼吸ケア（喀痰吸引のみの場合を除く）
３ 点滴ライン同時３本以上の管理
４ 心電図モニターの管理
５ シリンジポンプの管理
６ 輸血や血液製剤の管理
７ 専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）、②抗悪
性腫瘍剤の内服の管理、③麻薬の使用（注射剤
のみ）、④麻薬の内服・貼付、坐剤の管理、⑤放
射線治療、⑥免疫抑制剤の管理、⑦昇圧剤の使
用（注射剤のみ）、⑧抗不整脈剤の使用（注射剤
のみ）、⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用、⑩
ドレナージの管理、⑪無菌治療室での治療

８ 救急搬送後の入院
８ 寝返り  ９ 起き上がり 10 座位保持  
11 移乗 12 口腔清潔 13 食事摂取 
14 衣服の着脱

９ 寝返り （削除）
（削除） 10 移乗

11 口腔清潔 12 食事摂取 13 衣服の着脱
14 診療・療養上の指示が通じる 15 危険行動

16 開頭手術 17 開胸手術 18 開腹手術
19 骨の手術 20 胸腔鏡・腹腔鏡手術
21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術
22 救命等に係る内科的治療
①経皮的血管内治療、②経皮的心筋焼灼術等の
治療、③侵襲的な消化器治療

A項目2点以上かつB項目3点以上、
A項目３点以上またはC項目１点以上

一般病棟用重症度、
医療・看護必要度に係る評価票現行 改定後

急性期入院医療

「急性期で診るべき」患者とは
どのような状態像なのかを明確化

「重症度、医療・看護必要度」

入院基本料の病棟群での届け出

認知症ケア加算

地域包括ケア病棟入院料

退院支援加算

総合入院体制加算
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回復期リハビリテーション病棟では、疾患別リハビリ
テーション料について、アウトカム評価を導入した。FIM
得点（運動項目）を使った実績指数（図表2）が一定に達
しない場合に、疾患別リハビリテーション料のうち、１日
６単位を超えるものについて、回復期リハビリテーション
病棟入院料に包括するというもの。
ただし、一部の実績指数の計算対象外となるケースも
示されている。
このほか、社会復帰等を指向したリハビリテーション
の実施を促すことを目的に、疾患別リハビリテーションの
対象に医療機関外におけるリハビリテーションを１日3単
位まで認めることとした。IADL（手段的日常生活活動）
や社会生活における活動の能力の獲得のために、実際の

療養病棟における医療区分について、酸素療法、うつ
症状および頻回な血糖検査の項目で、きめ細かな状況を
考慮することとした（図表3）。
また、療養病棟入院基本料２（25対１）に、「医療区分

２・３の患者」の割合を５割以上とする要件が追加された
ほか、在宅復帰機能強化加算の要件が一部変更される
など、「患者像」にまつわる部分で調整が行われた。
ただし、療養病棟入院基本料２については、「医療区
分２・３の患者の割合または、看護職員の配置基準（25

状況における訓練を行うことが必要な場合に限る。

要介護被保険者に対する維持期のリハビリテーション
について、評価の適正化を行った。従来90％だった減算
を60％（介護保険のリハビリテーションの実績がない場
合は80％）に拡大。医療保険での維持期リハビリテーシ
ョン算定について、「2018年４月１日以降は原則として対
象外」とした。
また、目標設定等支援・管理料を新設、初回の場合
250点、２回目以降の場合100点とした。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を実施している要介護被保険者
等にリハビリテーションの目標設定等の支援、介護保険の
リハビリテーションの紹介等を行った場合に算定できる。

対１）のみを満たさない病棟が、以下の基準（図表４）を
満たしている場合には、18年３月末日までに限り、所定
点数の95／100を算定できる」との経過措置が盛り込
まれた。これは明らかに、18年度末に予定される、介護
療養型医療施設や、医療法の経過措置の期限切れによ
る看護配置25対１の廃止を踏まえたものと言えるだろう。

在宅復帰機能強化加算について、急性期等から受け入
れた患者の在宅復帰がより適切に評価されるよう要件
等を見直した。
併せて、障害者施設等入院基本料等における脳卒中
患者の取り扱いについて、重度の意識障害（脳卒中の後
遺症の患者に限る）であって、当該患者の疾患および状
態等が療養病棟入院基本料に規定する医療区分１また
は２に相当する場合は、療養病棟入院基本料の評価体
系を踏まえた評価とする。

アウトカム評価が
重要度を増す回復期

リハビリテーション医療

医療区分をきめ細かく見直し
療養２要件にも医療区分を導入

慢性期入院医療

効果の実績の
評価基準

実績指数の
計算対象

３カ月ごとの報告において報告の前月までの６カ月間に退棟した患者を対象とした
「実績指数」が２回連続して27未満の場合

●報告月の前月までの６カ月間に退棟した患者 （平成28年４月以降に入棟した患者のみ）
●ただし、以下の患者を除外
必ず除外する患者
・在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を一度も算定しなかった患者
・在棟中に死亡した患者
まとめて除外できる患者
・回復期リハビリテーション病棟に高次脳機能障害の患者が特に多い（退棟患者の４割以上）保険医療機関では、
高次脳機能障害の患者をすべて除外してもよい。
（高次脳機能障害の患者とは、入院料の算定上限日数が１８０日となっている、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損
傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の患者）

医療機関の判断で、各月の入棟患者数（高次脳機能障害の患者を除外した場合は、除外した後の数）の３割以下
の範囲で除外できる患者
・入棟時にFIM運動項目の得点が20点以下の患者　・入棟時にFIM運動項目の得点が76点以上の患者
・入棟時にFIM認知項目の得点が24点以下の患者　・入棟時に年齢が80歳以上の患者
◎除外の判断は遅くとも入棟月分の診療報酬請求までに行うことが必要。
（除外に当たっては、除外した患者の氏名と除外の理由を一覧性のある台帳に順に記入するとともに、当該患者の入棟月の診療報酬明細
書の摘要欄に、実績指数の算出から除外する旨とその理由を記載する)

※ 在棟中にFIM運動項目の得点が１週間で10点以上低下したものは、実績指数の算出において、当該低下の直前に退棟したものと見なすことができる。

①療養病棟入院基本料２の施設基準のうち、「看護職員25対１」を
「看護職員30対１」に読み替えたものを満たすこと。 
②2016年3月31日時点で６カ月以上、療養病棟入院基本料１また
は２を届け出ていた病棟であること。

実績指数=
各患者の（FIM得点［運動項目］の、退棟時と入棟時の差）の総和

各患者の の総和
入棟から退棟までの在棟日数

状態ごとの回復期リハビリテーション病棟入院料の算定上限日数

医療
区分
３

医療
区分
２

医療
区分
３

医療
区分
２

酸素療法を実施している状態

●頻回の血糖検査を実施している状態
・糖尿病に対するインスリン治療を行っているな
どの、1日3回以上の頻回の血糖検査が必要な
状態（検査日から3日間）

●うつ症状に対する治療を実施している状態
・うつ症状に対する薬を投与している場合
・精神科専門療法（入院精神療法等）を算定して
いる場合

●酸素療法を実施している状態のうち、
・常時流量３L/分以上を必要とする状態
・心不全の状態 （NYHA重症度分類のⅢ度もし
くはⅣ度）
・肺炎等の急性増悪により点滴治療を実施して
いる状態（実施から30日間）

●酸素療法を実施している状態（上記以外）

●頻回の血糖検査を実施している状態
・糖尿病に対するインスリン製剤またはソマトメ
ジンC製剤の注射を1日1回以上行い、1日3回
以上の頻回の血糖検査が必要な状態（検査日か
ら3日間）

●うつ症状に対する治療を実施している状態
・精神保健指定医がうつ症状に対する薬を投与
している場合
・精神科専門療法（入院精神療法等）を算定して
いる場合

現行 改定後

維持期リハビリの介護保険への移行
リハビリテーションのアウトカム評価 医療区分の見直し

在宅復帰機能強化加算の見直し

図表2　回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価に係る計算式等

図表3　療養病棟の医療区分のきめ細かな評価

図表4　療養2における所定点数の95％算定基準
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地域包括診療料届け出の診療所の場合、「常勤医師の
３人以上の配置」について「常勤医師２人以上配置」とし
た。同じく病院の場合は救急指定などの要件を削除した。
一方、「複数疾患を有する認知症患者に対して、継続
的かつ全人的な医療等を実施する場合」の評価として、
認知症地域包括診療料（1,515点／月1回）、認知症地域
包括診療加算（30点／再診料に加算）を新設した。地域
包括診療料および地域包括診療加算の届け出をしてい
る医療機関が算定できる。
診療所、中小病院にとっては、点数設定の高い地域包
括診療料の届け出に対するハードルが下がったとは言え
るだろう。また、入院医療における認知症ケア加算と同
様に、外来医療においても、認知症の日常診療や認知症
以外の慢性疾患を診るのは地域の一般診療所であるべ
き、とのメッセージが込められていると理解できよう。

一方、在宅医療では、①重症度・居住場所に応じた評価

体系、②在宅医療専門の医療機関の新設と評価――とい
う大きな転換が行われた。
前回14年度改定では、在宅時医学総合管理料（在総
管）や特定施設入居時等医学総合管理料（特医総管）な
どについて、同一建物居住者とそれ以外に分け、同一建
物居住者の点数を、それ以外の３分の１から４分の１とす
るなど大ナタが振るわれた。これに対し医療機関側の、
同一建物居住者であっても１人ずつ別の日に訪問するな
どの、「非効率」な運用が指摘されていた。
今次改定では、月ごとの単一建物診療患者数を基準
に、「１人」「２～９人」「10人以上」の３段階を設定。ま
た、「末期の悪性腫瘍」など19の疾患や状態を「重症度
の高い患者」とする一方、状態が安定している患者に対
する月１回の訪問診療による管理料を新設した。居場所
と重症度（状態像）をクロス評価し、点数を設定した（図
表５）。さらに、特医総管を施設入居時等医学総合管理
料（施設総管）に改め、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅（サ高住）、認知症グループホームを対象
に加えた。

地域包括診療料は要件を緩和
在宅医療は報酬体系を転換

外来医療・在宅医療

同一建物居住者以外の場合

同一建物居住者以外の場合

単一建物診療患者の人数※2

単一建物診療患者の人数※2

同一建物居住者の場合※1

同一建物居住者の場合※1

重症患者（月2回以上訪問）

重症患者（月2回以上訪問）

月2回以上訪問している場合

月2回以上訪問している場合

月1回訪問している場合

月1回訪問している場合

4,600点

4,200点

1,100点

1,000点

5,000点

4,600点

4,140点

3,780点

2,640点

2,400点

1人

1人

2～ 9人

2～ 9人

10人～

10人～

4,200点

3,800点

2,300点

2,100点

1,200点

1,100点

2,520点

2,280点

1,380点

1,260点

720点

660点

現行

現行

改定後

改定後

在総管：機能強化型在支診（病床なし）

在総管：在支診

在総管：機能強化型在支診（病床なし）

在総管：在支診

※1 同一建物居住者の場合；当該建築物に居住する複数の者
に対して、医師が同一日に訪問診療を行う場合

※2 単一建物診療患者の人数：当該建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅医学管理を行っている者の数

図表5　在宅医療における重症度・居住場所に応じた評価

外来医療

在宅医療

この標語のような言葉が囁かれたのは、医療
機関の機能分化をより一層進めるとした2014年
度改定である。少子高齢社会への対応を目指す
2025年体制に向けて大きく舵が切られた改定で
あった。
今改定では、地域包括ケアの基盤整備加速を
報酬設計に盛り込んだとして「地域包括ケア元
年」を宣言された。主要改定項目の頁数が前改定
から6割増しとなったほど広範囲にわたり手をつ
けられた。目新しい項目はないに等しいが、一方
向からの報酬設計では機能分化等が加速しない
と、複数方向からメリハリを利かせるマイナーチェ
ンジ改定であると考えられる。

今改定の特徴は、一つの項目だけ見ていても狙
いが見えないことにある。 たとえば、DPC／
PDPSでは、入院期間Ⅲの限度日数を30日の倍
数に延ばした。限度日数までの支払額を従来と同
じにするため、1日当たり包括診療の点数が切り
下げられている。病床稼働率を保つために入院期
間Ⅲの比率を高めていた医療機関に対しては、手
術・麻酔料を包括外とした地域包括ケア病床の
日当点より低い報酬設定に気づかせ、病床転換
を促したのであろう。
さらに、紹介状なしの大病院の外来定額負担

も同様である。再診時の定額負担について、多少
負担増となっても大病院が良いという患者に対し
て、処方料からも制限がかけられた。病院の医師

が30日以上の長期投与をする場合、症状の安定
と残薬があった場合の対応、並びに万が一のこと
に対する指示の確認を30日以内ごとの通院で行
う責を負わせた。後日の適時調査等に対応するた
めには投与根拠の診療録記載が必須となる。
200床未満の病院または診療所への紹介規定も
盛り込まれた。安定した患者の実質的な大病院
受診制限であると考えられる。受け皿としてかか
りつけ医報酬も設定された。大病院再診料の定
額負担だけ見ていては狙いが見えない。
そのほか、200床未満の病院と診療所に対し

ても、認知症地域包括診療料の算定要件には地
域包括診療料の届け出が必要など、複数の2階建
て報酬の設定や複数同時を要件とする報酬設計
が行われている。

事例のとおり個別報酬増減のみを捉えた対応
ではなく、報酬設計全体の狙いをきちんと捉え
た医療提供が促されている。狙いへの的確な対
応こそが増収に結び付くものと考えられる。この
傾向は、次回同時改定でも続くであろう。

2016年度診療報酬改定に思う

診療
報酬

みずたに・こうじ
1984年10月、㈱日本医療事務センタ
ー（現㈱ソラスト）入社。支社勤務等を
経て病院経営支援業務に従事。現
在、医療事業本部ICTビジネスディベ
ロップメントセンター病院経営サポート
課シニアディレクター。診療情報管理
士、医業経営コンサルタント。公立病
院改革プラン策定支援等のほか、医
療保険制度改革・請求漏れ対策等の
講演や業界誌での連載執筆を行う。

水谷 公治氏

今改定はマイナーチェンジ
「いつもは在宅、ときどき入院」

改定への対応
単独項目での一喜一憂は過去の考え
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ホームケアクリニック横浜港南（単独
強化型在宅療養支援診療所／常勤医師
4名）がある港南区は、高齢化率（25％
超）が市内18区の中で３番目に高く、今
後も高齢世帯の増加とともに患者数の
増加が見込まれる。
区の地域事情を前に「私たちの地域は
比較的恵まれているのではないでしょう
か。なによりありがたいのは、訪問看護
ステーションが整備され、在宅医療を支
える訪問看護師がたくさんいること」と
話すのは、同院の中川誠二事務長だ。大
手金融機関、医薬品総合商社などを経
て2年前、同院の事務長に就任し、現在
は多職種連携のためのファシリテーター
としても手腕を振るう。
同院には常勤看護師が７人在籍してい
るが、訪問看護サービスは行わない。医
師の訪問診療をサポートするかたわら、
外部の訪問看護ステーションとの連携
窓口の業務を任されている。
「診療所の訪問看護の診療報酬の高さ
は認識していますが、それよりも地域の
医療・介護資源である訪問看護ステーシ
ョンを大切にしたいとの思いからです」

他事業所や多職種との連携をスムー

経験を共有し、専門外の分野について
知るよい契機になっている」という同会
の開催にあたって最も大切にしているの
は、「『議論をする場』でも『雑談をする
場』でもなく、『対話の場』にすること」
と中川事務長。それには、参加者一人ひ
とりが発言しやすい環境をつくり、終始
和やかな雰囲気のなかで異なる意見を
楽しむ場づくりを行う、優秀なファシリ
テーターの存在も不可欠だ。ファシリテ
ーター育成講座でスキルを学んだスタッ
フらが同会をけん引してきたが、２年前
にファシリテーターの任に就いた中川事
務長は、いまやなくてはならない存在に
なっている。

「語る会」では、冒頭でミニレクチャー
を行い、当日のテーマに関する基礎知
識を全員で共有したうえで、対話へと移
る。会全体の所要時間は１時間と短い。
参加者に時間的な負担をかけないとい
う配慮からだ。短時間ゆえ、「もっと話し
ていたい」という参加者も出てくる。そ
のため、会の流れを把握し、終盤には上

ズに図るためには「４つのステップがあ
る」と、中川事務長は言う。まず出発点
となるステップ１が「地域に存在する医
療・介護資源を知ること」。そこからステ
ップ２の「顔の見える関係づくり」、ステ
ップ３の「フラットな人間関係づくり」と
展開し、最後はステップ４の「ICT導入」
へと至る。
同院では、このうちステップ2、3の

「顔の見える関係」と「フラットな人間関
係」づくりにとりわけ重点を置き、3年前

手にまとめへと
つなげていくこ
が、ファシリテー
ターとしていちば
ん苦労する点だ
そうだ。
「カフェ型ミーテ
ィングでは、課題
解決も重要ですが、それよりも皆で話し
合いながらフラットな関係性を構築して
いくことのほうが大切です。私たちの会
もそこに重点を置いています。立場や状
況を分かち合うための場ですから、互い
の仕事への気づきを通して、日々の業務
のなかで自発的なかかわり、気を回すな
どの心遣いができるような関係性を築
いていきたいと思っています。業務への
プラス効果は充分に感じています」
このほか、同院は、地域住民への地域
包括ケアや在宅医療の啓発活動として、
「ケア・アライアンス・YOKOHAMA」と
題した公開講座も、公共施設の研修室
を利用して開催している。在宅医療に関
心のある人ならだれでも参加可能（無
料）で、毎回100名以上が集まる。講座
のプランニングや外部講師の手配など
は同院のメンバーで組織した準備委員
会が手がけ、講演終了後は、懇親会を行
い参加者間の交流を深めている。
今後の課題として中川事務長は、多
職種連携の4つ目のステップである「ICT
導入」を挙げる。「何種類ものシステム
が混在しているため、現場では思いのほ
か苦労しているのが実情です。厚生労働
省が互換性のある基盤の普及を考えて
いるようですが、ICTによる業務効率化
までには、まだ時間がかかるのではない
でしょうか」

から「お茶を飲みながら語る会」（以下、
「語る会」）という対話形式のカフェ型ミ
ーティングを院内で定期的に開催してき
た。参加者は、近隣の地域包括支援セン
ターや居宅介護支援事業所、後方支援
病院の地域医療連携室、訪問看護ステ
ーション、複合型サービス事業所、鍼灸
マッサージ整骨院などのスタッフたち
だ。ときに行政の高齢者支援担当者も
訪れる。
「参加者が互いの苦労を分かち合い、

神奈川県横浜市港南区港南台3-17-12
ルミナスシティー港南台１F
http://www.homecare-cl.jp/
神奈川県東部のベッドタウン、横浜市港南区を
拠点として訪問診療を専門に手がけている。ス
タッフは医師（常勤４名、非常勤1名）、看護師

（常勤７名）、管理栄養
士（非常勤１名）、その
他（常勤7名）で、単独
強化型在宅療養支援
診療所として24時間365日対応可能な体制を整
えており、患者数は700名超

医療法人コムニカ ホームケアクリニック横浜港南

医療・介護・予防・生活支援等の切れ
目のないサービス提供をうたう「地域
包括ケアシステム」構築には、専門職
による横の連携が不可欠であり、連携
推進のためのさまざまな試みが始まっ
ている。「カフェ型ミーティング」もそ
のひとつ。「フラットで顔の見える関係
づくり」を目的にスタートし、大きな成
果をあげている神奈川県横浜市港南
区の同会のキーマンを取材した。

業務へのプラス効果を実感
今後の課題は「ICT導入」

地域の訪問看護ステーションを
大切にしたい

多職種連携を進めるための
４つのステップ

部下との会話も笑いを交えて

優れたファシリテーターの条件

１
穏やかな雰囲気で

好感度が高い

２
参加者全員が安心して
発言できる環境づくりに

常に気を配る

３
ユーモアを交えて
場をもり立てる

４
決して主役にならず、
脇役として参加者の

伴走者を演じる

５
常に向上心を持ち

自己研鑽を欠かさない

会場	 同院の会議室
	 （約17㎡、５坪程度）
参加人数	 8〜12名
開催頻度	 隔月
開催日時	 奇数月の第３水曜日、
	 18:30 〜19:30
告知方法	 決まったメンバーに１カ月前
	 に参加申込書をFAXで送付
参加申し	 申込書に参加者名を記入し
込み方法	 てFAXで返信
参加費	 なし
準備	 お茶、お菓子、名札、
	 ホワイトボード、テーマに
	 添った資料（ないことも）
会場づくり	 テーブルを口の字に配置。
	 会のルールを模造紙に書き
	 壁に貼る
会の３つの	 １人１回は発言する
ルール	 他者の発言を批判しない
	 終了時間を守る
司会進行役	ファシリテーター
タイムテーブル	
18：30 〜18：35	 アイスブレイク
	 （必要に応じて）
18：35〜18：45	 テーマに関する
	 ミニレクチャー
18：45〜19：25	 対話
19：25〜19：30	 まとめ
過去のテーマ	・介護報酬改定後は
	 	どうなるの？　
	 ・職員定着率アップ　
	 ・民生委員の話を聞こう
　	 		など

「語る会」の概要
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なかがわ・せいじ
医療法人コムニカ ホームケアクリニック
横浜港南事務長。神奈川大学経済学部卒
業。健康・医療みんくるファシリテーター
育成講座修了。大手金融機関、医薬品総
合商社などを経て現職。（公社）日本医業
経営コンサルタント協会認定登録医業経
営コンサルタント

撮影：木下展弘



午後2時過ぎ。デイルーム内に入って
すぐに目に飛び込んできたのは、利
用者とスタッフ数名が和気あいあい
ながら真剣なまなざしでおやつのク
ッキーを焼いている光景だ。授業を
終えて訪問中のスタッフの息子さん・
今村俊介くん（小学６年生）は配膳
のヘルプを任され、「みんな優しくし
てくれるし、ここに来るのが楽しいで
す」と笑顔で話す。
同デイサービスでは週ごとに行わ

れる４つの体操メニューのほか、節
分、ひな祭りなどのイベントを月１回
開催。年に一度の室内運動会では、
利用者・家族たちの笑い声が飛び交
う。また、外部から講師を呼んで行
われる「ちぎり絵講習」や、カラオケ
に合わせて運動する「歌謡体操」な
ども好評だ。「スタッフごとに趣向の
違うプログラムを企画するため、バラ
エティ豊かな催しものの提供が可能
になりました」と原田センター長。

「利用者から大変好評を得ていま
す」と、原田センター長から紹介され
たのが、“名物”となっている大浴場。
窓外には竹が茂り、温泉気分が味
わえる自慢の浴室だ。開所時間中は
常時入浴可能で、入浴時には3人の
スタッフが利用者の介助などを行
う。この日は、39名のデイ利用者の

新京成線の薬園台駅から徒歩5
分、千葉県船橋市の閑静な住宅街
にあるソラスト薬園台は、ソラストの
在宅系介護サービス拠点の中で、最
大級の規模と利用者数を誇る。主軸
のデイサービス（定員45名）に、ショ
ートステイ（20室）、訪問介護、居宅
介護支援の３事業
所を併設。薬園台
は古くからの人口
密集地のため、独
居の高齢者も多
い。利用者のほと
んどが3km圏内の

うち36名が利用するほどの人気ぶり
だった。
また、男性利用者の割合が高いこ

とも（約4割）、同デイサービスの特
徴のひとつ。「高齢者に特化したフィ
ットネスマシンの充実と、なにをして
いてもいいゆったりとしたスペースの
広さ」が、男性利用者にも好評な理
由だそうだ。外光が差し込む開放的
な環境のなかで、利用者各人が好み
に合わせて、自由で快適な時間を楽
しむ。男女問わず広く地域で支持さ
れるゆえんだ。
介護業界に入る前はスポーツクラ

ブでの子どもの指導を15年行って
いたという原田センター長が、あた
たかな笑顔で次のように話す。

高齢者で、100歳（最高齢）の女性も
安心して通う。「４事業所は合同で
月1回、管理者による全体会議を開
催し、事業所ごとの運営上の課題や
方針を検討しています。また、何か困
り事があれば密に連絡を取り合い、
適切・迅速に利用者に対応している
のが強みです」と、原田真弘センター
長が同施設の特徴を解説する。一人
ひとりの利用者に関する情報共有も

しっかりなされてお
り、各人の希望・状
況に合わせ、利用
者本位のきめ細や
かなサービスを提
供している。
この日の訪問は

「利用者の皆様は私たちの人生の
先輩です。それぞれに自分の歴史を
お持ちなので、それを尊重すること
を忘れないこと。それを怠ると、必
ずわかってしまいます。介護は嘘を
つけない仕事ですね」
「ソラストなら安心、ソラストなら任
せられる、ソラストなら楽しいと言っ
てもらえる、地域での信頼度No.1
の事業所」――これが、原田センタ
ー長が掲げる目標だ。

利用者が安心して相談できる
地域での信頼度No.1事業所をめざす

広く明るいデイルームに、温泉気分が味わえる大浴場。「介護施設」という言葉を連
想させない明るい雰囲気。通所介護、訪問介護、ショートステイ、居宅介護支援の
密な連携により、利用者本位のきめ細やかなケアを提供するソラスト薬園台は、グ
ループ内でもトップクラスの成長を続ける人気施設だ。

こちらに通って
もう少しで5年に
なります。たくさんお友だちもで
きました。ペースメーカーを入れ
ているけど、運動器具を調整して
くれるから、リハビリも問題なく
できるの。スタッフ同士は、私か
ら見ても仲良し。帰る時間になっ
ても、まだいたいわって感じ（笑）。
１人暮らしだから、年末年始は

「家に１人でいるよりいい」と思っ
て、こちらに泊まりにきました。
デイをよく利用しているので、宿泊
（ショートステイ）も、訪問介護も
安心してお任せしています。5年
前、ここに来る前よりも若返った
みたい（笑）。

４事業所の密な連携により
きめ細やかなサービスを実現

(上)ソラスト薬園台の外観。（下）明るい色の
ユニフォームが利用者の気分も明るくする

人気の大浴場。窓の外に竹が見える

葛西充男さん（89）の
習字はプロ級！　趣
味の考古学で集めた
私蔵の石器が、教科
書に載ったことも

スタッフと利用者の区別なく、おやつのクッ
キーを調理

柔道整復師の機能訓練指導員のもとで行わ
れるボール運動

スタッフの家族も気軽にお手伝い
大きめのテラスは開放感があり、天気のいい
日はここでおやつを（2Fショートステイ）

センター長
原田 真弘さん
（介護支援専門員・健康運動指導士）

設立	 2005年11月
所在地	 千葉県船橋市薬円台6-16-8
TEL	 047-496-3211
FAX	 047-496-3214
スタッフ数	 104名
提供サービス	 通所介護（定員45名/利用登

録者数112名/平均要介護度
2.1）、ショートステイ（20室）、
訪問介護、居宅介護支援

温泉気分が味わえる大浴場
男女問わず利用者に好評

マニキュアを塗っても
らって素敵な笑顔に。
おしゃれは一生大切！

利用者の声
相沢茂子さん（81）
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╲あしたを元気に！／
ソラスト施設

訪問記
在宅系介護サービス拠点

ソラスト薬園台
（千葉県船橋市）



これまで、健康保険法
の趣旨から、保険医療機
関はすべての被保険者に
対して療養の給付を行う
開放性を有することが必
要であるとして、厚生労
働省は「外来応需の体制
を有していること」を保険医療機関
に求める解釈上の運用をしていま
す。ただ、法令上の明確な根拠はな
く、地方の厚生局によって指導内容
や方法等に違いがあるとの指摘があ
がっていました。在宅医療を専門に
行いたいと考える診療所であっても、
診察室や待合などの設備をつくるよ
う指導され、「形ばかり」の設備を仕
方なく付設していることも多いよう
です。
2016年度診療報酬改定では、例
外として、在宅医療を専門に実施す
る保険医療機関の開設を認めるとし
ました。その要件は、
①在宅医療を提供する地域をあらか
じめ規定していること。

②外来診療が必要な患者が訪れた場
合に対応できるよう、診療地域内に
2カ所以上の協力医療機関を確保し
ていること。ただし、地域医師会か
ら協力の同意を得られている場合
はこの限りではない。
③規定した地域内で在宅医療を提供
し、在宅医療導入に関する相談に
随時応じるとともに、患者・家族等
からの相談に応じる設備・人員等が
整っていること。また、医療機関の
連絡先等を広く周知していること。
④往診や訪問診療を求められた場合、
医学的に正当な理由等なく断るこ
とがないこと。
⑤緊急時を含め、随時連絡に応じる
体制を整えていること。

――などです。
さらに、16年度改定で
は、在宅医療専門診療所
の評価についても示して
います。在宅医療専門の
在宅療養支援診療所（在
支診）の施設基準が定め

られ、在宅医療専門であって在支診
でない場合は、一般の診療所の所
定点数の8割に減算されます。在宅
時医学総合管理料や施設入居時等
医学総合管理料が対象です。もとも
と低い在支診でない場合の点数か
らさらに減算となるので、事実上、
在宅医療専門の在支診の届け出が
必須となるでしょう。
ただ、在宅医療専門の在支診の
施設基準は、とくに訪問先の多い診
療所では、クリアするのが難しいも
のがあります。現実的な選択として
は、一部外来患者を受け入れ、在宅
患者の占める割合を95%未満にす
る診療所が多くなるのではないでし
ょうか。
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在宅医療専門診療所
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●今月のコトバ●

3人目の子どもが幼稚園に入ったのを
機に、人の役に立つ仕事をしたいと思っ
て、介護業界に入りました。2004年の
ことで、訪問ヘルパーを始めたのが最初
です。
子どもが幼稚園のころは、帰ってくる
のも早いし、自分の時間が限られるの
で、あくまでその範囲で働きました。子
どもが大きくなって、より時間がとれる
ようになってからは、障がい者施設の仕
事も増やして、その間にケアマネの勉強
もしました。
尊敬できるケアマネさんと出会えて、
自分もそうなりたい、と思ったのがきっ
かけです。2011年に、ケアマネとしてソ
ラストに入社しました。最初の1年は、家
庭が疎かにならないように、まず非常

勤で働かせてもらって、仕事に慣れてか
ら常勤スタッフにしてもらいました。

ケアマネになったばかりのころは、
「自分は必要なのかな」と迷うこともあ
りました。利用者のお話を聞くけど、実
際に手を動かすのはヘルパーさん。で
も、制度上隙間になってしまう部分、
たとえば、利用者の方がもっとお話し
したいときに、自分が時間さえつくれ
ば、お付き合いできます。訪問を「待っ
てたのよ」と言われると、本当にうれし
いですね。
担当する利用者の方が増えてくると、

「ちゃんとそれぞれの方と話せているか
な」と反省したり。書類作業も多いです
が、それをいかに効率化して、利用者の
方本人と話す時間を長く確保するか、試
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居宅介護支援事業所管理者
ケアマネジャー

2004年に訪問ヘルパーとして
介護業界に入る。2011年、ケ
アマネジャーとしてソラストに
入社。今年より管理者に。3人
のケアマネチームを管理し、40
人の利用者を担当。3人のママ

則
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安
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よし子さん

行錯誤していますね。いまは、それに加
えて管理者業務があるので、早く慣れな
いと（笑）。

下の子はいまは高校2年生。成長に合
わせ、子どもは手離れしていきます。介
護職は、それに並行して女性がキャリア
アップできる仕事のひとつだと思いま
す。人間関係に恵まれて、たくさんの方
に育てていただけたのはすごく幸運でし
た。女性のこういうキャリアアップがも
っと一般化するといいなと思います。
いまは、これまで教育していただいた
分を、お返しするというか、自分がして
もらったように仲間や後輩たちにもして
あげたい、ということを考えています。
いちばん大事にしているのは、笑顔で
す。

笑
尊敬できるケアマネさんとの
出会いがきっかけ

ケアマネ業務に加え
管理者としてがんばる日々 自分を育ててくれた分

みんなに恩返しをしたい
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