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役割を再確認する

［ 医療と介護をつなぐ情報誌 ］

季 刊

21

C

トップランナーたちの挑戦
〜経営現場からの便り〜

O

N

T

E

特集

怪我などを原因とした機能障害の改善から始まり、回復期リハビリテーショ
ンの誕生によりADL（日常生活動作）の自立や家庭復帰、生活機能の向上、
社会参加まで、リハビリテーションが担うものとなった。身体機能の維持・
改善といった部分をサポートするだけではなく、
「自分らしい生活を続ける」

8 方向性

身体機能の
維持・向上だけではない
変わるリハビリの役割

神的なサポートやフォーマル・インフォーマルを問わないサービスへの橋渡
しなど、これまでのリハビリテーションではあまり関係していない分野にも

12 事例

通所リハと訪問リハ双方の連携が鍵
地域に病院を開いて
患者を包括的に支える

気を配ることが求められるだろう。
これは、リハビリテーションに求められるものが増えたわけではなく、リ
ハビリテーションが持つ可能性が広がっているということを示している。身
ドキュメント・ザ・
多職種連携

がいを感じられるようになった」といった具合に見ていくというわけだ。

14

立支援に資すると判断するのではなく、リハビリテーションをしたその先に、

あしたを元気に！
ソラスト施設 訪問記

どんな可能性が広がっているのかを考えることが、重要になる。
笑顔のひと

コトバの鍵

02

季刊 solasto Winter 2018

連載

患者本人や家族が望むことが実現できる
多職種連携であってほしい

町 亞聖さん

フリーアナウンサー・
在宅医療カレッジ学長

2018年度の介護報酬改定の議論の中で、何度も「自立支援」という言葉
が挙がった。身体機能の維持・向上という面だけでリハビリテーションが自

さん

7 高まるリハビリへの期待
通所リハ・訪問リハの
役割を再確認する

ためにサポートするという観点から、関わっていく必要がある。そこには、精

昇降できるようになり、活動範囲が広がった」
「孫と会う機会が増え、生き

S

「今」だけを見ずに
将来の
「望むべき姿」を描く

リハビリテーションの可能性が
広がっている

体機能の向上を単に「動けるようになった」と判断するのではなく、
「階段を

T

4 相澤 孝夫
一般社団法人日本病院会会長

時代の変遷によって、リハビリテーションの役割は変わってきた。病気や

N
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16

リハビリ、福祉用具、在宅支援を通じて
利用者の生活全般を支援するサービスを提供

18

笑顔で「ありがとう」と言ってくれる
利用者との毎日が楽しい

19

デイサービス

ソラスト伏見（京都府京都市）
田路 拓己さん

ソラスト伏見

ケアワーカー

疾患別リハビリテーション料

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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負担が大きくなるということも起こっ

危機感を抱いています。

それぞれ「重症度、医療･看護必要

ています。点数だけにとらわれてし

しかし、７対１という配置が決め

度を満たす患者が25％以上」
「平均

まい、医療提供体制をどうしたいの

られた背景には、急性期医療の現

在院日数が18日以内」
「在宅復帰率

かが見えなくなっています。

場で手厚い看護を必要とするのに、

が８割以上」など、施設基準上の要

――診療報酬点数だけを議論するの

マンパワーが不足していた実態があ

件が定められていますが、ここには、

ではなく、日本の医療がどのように提

ります。その基本を忘れ、
「７対１」

どれくらい一人ひとりの患者に手間

供されるべきか、全体像・将来像を見

という数字だけをどうにかしようと

がかかるのか、ということは入って

据えて考えていかなければならないの

いうのは、改革ではなく単なる手直

いません。

ですね。

しに過ぎません。

数字だけを見て医療提供体制を

「急性期」という言葉も同様です。

あいざわ・たかお
1973年、信 州 大 学 医学 部 附 属 病 院 入 職。

「今」だけを見ずに
将来の「望むべき姿」を描く

決めることは危険だと思います。た

急性期と言っても、病院・病棟によ

とえば、診療報酬改定の議論のなか

ってその中身が大きく異なります。

長。88年、社会福祉法人恵清会理事長に就

で急性期病院の診療報酬上の評価

７対１入院基本料の評価指標として

に言及されていますが、その際、７

は、①一般病棟用の重症度、医療・

財団）慈泉会理事長、相澤病院院長に就任。

相澤 孝夫

対１や10対１という看護基準だけで

看護必要度、②平均在院日数、③在

決められることに対し、病院団体は

宅復帰率の３項目が挙げられます。

一般社団法人日本病院会会長

81年、特定医 療 法 人 慈 泉会相澤 病 院 副 院
任。94年、特定医療法人（現、社会医療法人
現在、日本病院会会長、全国病院経営管理
学会会長、地域再生医福食農連携推進支援
機構理事長、日本人間ドック学会副理事長、
日本医療安全調査機構理事などを務める。

さん

医療と介護の連携が叫ばれてはいるが、
なかなか進まない現状がある。
相澤孝夫さんは「地域の医療機能の再構築」と、
医療と介護の切れ目がないサービス提供システムづくりを提案する。

数字や目先だけに
とらわれない
本質的な議論が必要

うときは対応でき、また生活のサポ

のか――。それが固まっていないな

ートもできる場所という介護医療院

かで、診療報酬をちょこちょこ手直

の趣旨は、とても効率的なものだと

しして目先をどうにかしよう、といっ

思います。

た対応をしているように見えます。
それはもうやめて、専門医制度のよ

――診療報酬・介護報酬改定の議論

とはいえ、
「何のための改革か」と

が大詰めの時期です。介護医療院の

いう点が議論からは抜けているよう

うに一度「これ」と決めたら、5年、

創設により、慢性期病院などは大きな

にも感じます。
「大変と言っているか

10年は継続して、そのあり方を検討

経営判断を迫られています。

ら、形を変えて対応」と言っている

することが必要です。決めるときに

だけのようにも見えます。

先を見ず、足元ばかり見てしまうが

医療政策の面からすると、介護医

ために、おかしな状況になっている

療院のほうに流れてほしい、という

医療機関の経営は大変な状況で

のが国の本音でしょう。しかし、そ

す。それは診療報酬の問題なのか、

うなると介護報酬が増大することに

効率的に医療を進めるために組織

なりますので、そこをどのように調整

を見直す必要性があるからなのか、

状況です。加算をつけて収益を良く

していくかが鍵となります。医療は

あるいは地域全体を見て医療機関

しようとしても、提出書類が増えた

それほど必要としないが、いざとい

の役割分担をしていくべきだからな

り、人員を増やす必要があるなど、

04

のでしょう。
医療機関の経営は確かに厳しい

撮影：下山展弘
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また、急性期とはいえ、予定手術

家族にしてみても、せっかく退院し

と救急手術では現場の苦労が段違

たのだから無理にリハビリをするこ

いに異なります。外科の医師から聞

とはないのでは、ということにもな

対症療法ではなく
根本治療が必要

いた話ですが、手術の難度が高くて

ります。

――2018年度からは、原則二次医療

も、予定手術は事前に準備ができ

こうした在宅でのリハビリの現状

る分スムーズに行えます。しかし、救

を知ったうえで、どのようにリハビリ

病床機能の再編をする地域医療構想

急搬送されてきた方の場合、本人が

を進めるべきかを設計しなければな

の実施も予定されています。

話せればまだいいですが、そうでは

らないでしょう。
「生活の質を維持す

実は、地域医療構想は2013年の

ないと常用薬やアレルギーの有無の

るためのリハビリテーション」である

医療需要に基づいて計画されてい

確認、手術に関する家族の同意な

以上、 医療保険と介護保険 、 病

ます。入院医療需要とは、新たに入

ど、やるべきことがたくさんありま

院と介護施設 といった、保険者や

院する1日当たりの人の数×在院日

す。その手間は手術よりも大変だっ

施設基準の違いで区別をするという

数で計算されており、患者の数と在

たりもします。そこに対する評価は

のは、めざすべき方向性ではないで

院日数が減れば当然入院医療需要

されず、重症度など「どれだけ医療

しょう。

も減ります。日本の人口は10年をピ

資源を投入したか」で判断されてい

――相澤先生は、地域包括ケア病棟

ークに減少傾向にあり、在院日数も

る。この点は改善しなければならな

に特化した相澤東病院などを展開さ

減少していますから、13年の医療需

いでしょう。

れています。

要と今の医療需要は異なっているは

地域包括ケア病棟に取り組んで

圏内で急性期・回復期・慢性期など、

みたところ、医療と介護は簡単には

――医療が大きく変わるなかで、介護

特に、レスパイト機能としての医療

予測などが出されてきましたが、実

との連携も必要になってきます。

機関の役割は重要です。介護をされ

際にそのとおりになったことはあり

医療と介護の連 携に関していえ

ている方の負担軽減にもなります

ません。医療費も増加し続けると言

ば、これまでは両者の役割分担があ

し、要介護状態の方が体調を崩さ

われていますが、
「増加する」という

る程度明確でしたが、現在は重なり

れた場合に入院・治療をして、状態

計算のもとになっているものはどこ

つつあります。そのため、医療保険

をリセットすることにも大きな意味

にあるのか、それを見抜く目を養わ

と介護保険、どちらを適用すべきか

があります。体調不良のときに対応

なければなりません。現状は、将来

わかりづらくなっている側面がある。

せずに、誤嚥 性 肺炎を発症して救

の医療はどうあるべきかの絵を描か

特に、両方が取り扱うリハビリテー

急搬送される、ということにでもな

ずに、数字だけで動いているように

ションについては、それが顕著に表

れば、本人の負担も大きくなります

感じます。

れているように感じます。デイケアと

し、要介護度も高くなる恐れがあり

デイサービス、それぞれが行うリハ

ます。

これまでも医師や看護師の需要

医療提供体制も、対症療法では
なく、根本治療が必要となっていま
す。
「どのようにすれば地域の医療

ことに高齢者の方は、軽症のうち

アはリハビリという「医療」が評価さ

に早く対応し、救急搬送されること

を支えられるのか」を考えた場 合、

れますが、生活を続けていくうえで

がないようにすることが重要です。

すべての医療機関が地域密着で医

は生活機能の向上も必要です。しか

かかりつけ医とも連携し、たとえば

療を展開するのではなく、手術だけ

し、医療保険では生活機能向上の

体調悪化が見られれば、一度入院を

をする病院と、手術はせずに健康寿

ためだけのリハビリは行いにくい。

して状態を改善させて在宅に戻って

命の延伸に取り組む病院などと、２

実際、在宅の現場では、病院で行

もらうなど、
「救急患者を発生させな

種類に分けていくというアイデアも

ってきたリハビリを、退院後続けら

い医療」が、これからの地域包括ケ

あり得ます。これまでの 当たり前

れていないケースが散見されます。

アにおいては大切となってくるでしょ

を変える工夫が、国民にも、医療機

どんなに家族がすすめても、自宅で

う。それが結果として医療費の削減

関にも、行政にも求められているの

リハビリを続けられない人もいます。

にもつながります。

です。
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役割を再確認する

大きく異なってくるでしょう。

ビリの違いとは何でしょうか。デイケ

06

通所リハ・
訪問リハの

ずです。あと10年もしたら、さらに

病院のレスパイト機能が
地域の在宅介護を支える

切れないというのを実感しています。

高まるリハビリへの期待

© Tsuboya - Fotolia.com

2018年度の診療報酬および介護報酬同時改定の議論が進んでいる。要介護度改善など、自立支援に資
するサービスに対し評価がつくなど、リハビリテーションの役割がより重要になる。同時改定の議論を踏ま
えながら、介護現場における通所・訪問リハサービスを成功させるためのポイントを解説するとともに、実
際のリハビリの現場の話を聞く。
季刊 solasto Winter 2018
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方 向 性

身体機能の維持・
向上だけではない
変わる リハビリの

役割

「再び元の状態にすること」を意味するリハビリテーション。

通所リハ・訪問リハは医療保険のリハビリとはどのように違うのか、
その位置付けや役割、具体的なリハビリの進め方を確認する。

特集 高まるリハビリへの期待
通所リハ・訪問リハの役割を再確認する

とであ る。身 体 機 能 の 維 持・向 上 や日 常 生 活 活 動

図表２-1 通所リハビリテーション請求事業所の内訳

（ADL）の改善を図ることを目的とするリハビリテーショ
ン（以下、リハビリ）は、自立支援に資するものとして期
待されている。
リハビリの目的は、当初は機能障害の改善が目的とさ
れていたが、今やADLの自立や在宅復帰、生活機能の

病院又は、
診療所
3,950施設
病院又は、
診療所
％
3,950施設

介護老人
保健施設
3,679施設
介護老人
保健施設
％
3,679施設

48

52

48％

52％

向上、社会参加にまで及んでいる。地域包括ケアシステ
ムの構築においても、リハビリの役割は重視されてい
る。厚生労働省では、地域包括ケアを支えるリハビリの
あり方として
◦早期にADLを自立させるためのリハビリ
（急性期）
◦早期に自宅復帰できるためのリハビリ
（回復期）
◦生活機能維持・向上のためのリハビリ
（生活期）

図表２-2 訪問リハビリテーション請求事業所の内訳
介護老人
保健施設
652施設
介護老人
保健施設
％
652施設

16

病院又は、
診療所
3,351施設
病院又は、
診療所
％
3,351施設

16％

84

の３点を挙げている。

84％

今回着目する介護保険サービスにおけるリハビリは主
が）尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常

に回復期〜生活期を担っている（図表１）。介護保健サー

生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス

ビスにおけるリハビリを提供する事業所においては、介

出典：厚生労働省「介護給付費等実態調査」
（2017年２月分）

及び福祉サービスに係る給付を行うため」と、自立支援

護老人保健施設（以下、老健）から提供されるリハビリ

となっている。通所リハが実施されている施設の内訳

のための介護保険サービスである点が示されている。こ

を除いて、医療保険と介護保険の両方を取り扱うことが

は、老健と医療機関でほぼ半々だが、訪問リハは圧倒的

2018年度の介護報酬改定において、介護保険サービ

の自立支援とは、身体機能や経済状況といった個人因

図表１にあるように原則急性期及び回復
できる。しかし、

に病院または診療所が実施している（図表２）。

スは『お世話型』から『自立支援型』にその姿を大きく変

子のほか、バリアフリー化など環境因子を整えること

期においては医療保険が優先され、維持期については

える。そもそも介護保険の目的には「（介護を要する人

で、自立した日常生活を営むことができるようにするこ

介護保険のリハビリが実施されることになる。さらに、

任の常任医師が１人以上必要とされる。老健で行われ

同一の症状で医療保険と介護保険を併用してリハビリ

る通所リハでは、病院や診療所などと併設されている場

を行うことは、認められていないほか、原則として要介

合は、病院または診療所の医師との兼務でも問題ないと

護認定を受けている人は介護保険が優先され、65歳未

されている。

在宅生活を継続できるようにする
ことが通所リハ・訪問リハの目的

図表1 リハビリテーションの役割分担
脳卒中の発症

身体機能

回復期
診断・治療

維持期・生活期

通所

入院

主に医療保険

役割分担

訪問

外来

集団リハや
「活動」
「参加」
がキーワード
加算の算定の有無が経営を左右する

施されるが、リハビリを受けられる日数制限がある。維

医療保険と介護保険のリハビリでは、施設基準が異な

持期のリハビリについては現状では医療保険のリハビリ

ることにも注意が必要だ（図表３）。機能訓練室の広さな

病院、診療所等、老人保健施設

が 行われているが、今 回の同 時 改 定の議 論 の中で、

どはもちろん、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、

訪問看護ステーション

2019年３月末を目途に、維持期のリハビリも介護保険へ

言語聴覚士（ST）などの専従要件などが大きく異なって

と移行する予定とされた。

いる。医療保険・介護保険双方で展開を考えている場

老人保健施設、病院、診療所等

主に介護保険

では、具体的に介護保険サービスにおけるリハビリを

合は、両方の施設基準を満たすように人員配置や設備を

維持・改善

見ていく。通所リハは、老健や診療所、病院で医師の指

整える必要がある。加えて、病院・老健と診療所でも違

向上

維持・向上

示のもと理学療法士や作業療法士らリハビリ専門職に

いがあるので、押さえておきたい。

再建

再建・維持・向上

ー

維持・向上

よって行われるリハビリで、訪問リハは利用者の居宅を

また、リハビリの提供体制の違いもある。医療保険で

リハビリ専門職が訪問してリハビリが行われる。どちら

のリハビリは個別リハビリが中心だが、介護保険での通

も在宅で暮らし続けることができるように、利用者の日

所リハビリでは利用開始3カ月後から集団リハビリを併

常生活の自立を助け、心身機能の維持・回復を図ること

用することになっている。医療機関で働いているPTや

急性期

回復期

維持期・生活期

心身機能

改善

改善

ADL

向上

活動・参加

再建
ー

QOL

早期離床・早期リ 集中的リハによる機能回復・ADL向上
ハによる廃用症候
群の予防

出典：中央社会保険医療協議会（医療と介護の連携に関する意見交換〈第２回〉） 資料-１参考

08

保険を利用することになる。
（脳血管疾患、心大血管疾患、運動器、呼吸器等）が実

急性期

内容

満や介護保険認定を受けていない65歳以上の人は医療
なお、医療保険における通所リハは、疾患別リハビリ

安定化

いずれも医師の指示の元に行われなければならず、専
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リハ専門職のみならず、多業種によって構成されるチーム
アプローチによる生活機能の維持・向上、自立生活の推進、
介護負担の軽減、QOLの向上
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特集 高まるリハビリへの期待
通所リハ・訪問リハの役割を再確認する

OTらリハビリ専門職の場合、これまで個別リハビリ中

という役割が大きな意味をもつのがわかる。

心だったものを、集団リハビリに変更することになり、ど

ここでいう
「活動」や「参加」とは、たとえば、旅行や買

のようにやればいいのかわからない、という戸惑いの声も

物に行くことなど、社会と接点をもつことや、趣味を楽し

聞かれる。リハビリ専門職の約８割が医療機関に勤務し

むということを意味している。四肢に麻痺があるなど、こ

ている実態からみても、集団リハビリに慣れていないリ

れ以上の回復は見込めない人であっても、行動制限のあ

ハビリ専門職は多く存在していると考えられる。通所リ

る中で、自分でできることを少しでも増やせるリハビリを

ハを導入する際は、提供方法の違いなどを確認しなけれ

行うといったことも望まれている。利用者が望む社会へ

ば、適切なリハビリが提供できない可能性もある。

の「参加」をゴールとして、そのためのリハビリマネジメン

さらに、リハビリ専門職の配置を厚くすると、人件費
の面で利益が上がりにくくなる。そのため、いかに集団リ
ハビリで効率的にサービスを提供するかを考える必要が

トを行うことが求められているわけだ。この取り組みは、
利用者の自立支援へのアプローチの一つでもある。
ところが、実際に現場では何が行われているのかとい

ある。たとえば、リハビリ専門職の雇用を最低限に抑え、

うと、通所リハでは関節収縮の予防や筋力・体力の維

グループリハビリやマシーンを併用することで、効率的

持、屋内・屋外で行われる歩行練習と言った機能訓練の

にリハビリを提供するなどの工夫が求められる。

ほか、基本動作訓練（寝返り、起き上がり、移乗動作な

図表4

通所リハビリテーション加算・減算項目

リハビリマネジメント加算
短期集中個別リハビリ実施加算
認知症短期集中リハビリ実施加算
生活行為向上リハビリ実施加算
入浴介助に対する加算
若年性認知症利用者受入加算
栄養改善加算
口腔機能向上加算
重度療養管理加算
中重度者ケア体制加算
社会参加支援加算
送迎減算

関しては以下の３点を主な事項として取り上げている。
① リハビリテーションに関する医師の関与の強化
② リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
③ 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・重度化防止の推進

ここからは、今回の報酬改定が「個別リハビリを何単
位算定したか」というプロセス評価ではなく、
「自立をど
れだけ支援できたか」というアウトカム評価に変わってき
たことがわかる。そのため、アセスメント能力のスキルア
ップが望まれる。入院中に行われてきたリハビリを、通
所ないしは訪問リハでも継続して行われているのか、生
活のなかで何がどれだけできるようになったのかなど、
しっかり見極める必要がある。徒手療法だけの「やって
あげる」リハビリではなく、患者の自立を促すリハビリへ

加えて、リハビリには日常生活の「活動」を高め、家庭

ど）、日常生活動作訓練
（階段昇降、入浴、トイレ動作な

20％以下とまだまだ少ない。届出をしていない理由とし

生 活や社 会 へ の「参 加」を促 すという役 割 が、前 回

ど）など、単純な身体機能の維持・向上がメーンとなって

ては「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ（リハマネ

加えて、患者のQOLの向上や医療費の適正化といっ

（2015年度）の介護報酬改定によって求められるように

いる。訪問リハでも同様に基本動作訓練や日常生活動

加算Ⅱ）を未取得」
「利用者が通所リハビリテーション

た観点から、早期退院支援への取り組みも重視されてい

作訓練が主として行われている。

の継続を希望している」
「社会参加がリハビリテーション

る。そのため、入院日数は短縮傾向にあり、早期退院患

のゴールとなっていない」などが挙げられている。特に、

者が増えることが予測される。これは、患者の状態が改

なった。ADL・IADL、社会参加などの生活行為の向上

と、舵を切ることが重要である。

に焦点を当てた「生活行為向上リハビリテーション実施

リハビリに求められる役割が変わっているにも関わら

加算」、利用者の社会参加等を支援する「社会参加支援

ず、従来のリハビリが展開されているわけだ。上記２つ

リハマネ加算Ⅱに関しては医師の出席が求められるリハ

善されて退院しているだけではなく、医療依存度の高い

加算」の２つの加算が新設されたことからも、活動・参加

の加算の届出をしている事業所は、通所・訪問リハ共に

ビリテーション会議を実施する時間がないとして、未取

患者が在宅現場に戻ってくることも意味している。その

得の施設が多い。こうした現状を受け、今回の介護報酬

ため、これまで入院中に行われてきた、自宅を想定した

改定では、リハビリテーション会議への医師の参加は、

入浴動作訓練や階段の昇降訓練など、本来医療現場で

テレビ電話等で対応することなどもできるようにするな

行われてきたリハビリも、退院後の通所・訪問リハで行

ど、加算取得を促進する流れとなっている。

う必要も出てくるだろう。

図表3 医療保険と介護保険のリハビリテーションの施設基準について
● 医療保険のリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを同時に行う場合、
双方の施設基準を満たす従事者の配置が必要なため、どちらか一方のみを実施してい
る場合よりも加配が必要になる場合がある等の課題がある。
医療保険の脳血管疾患等リハの施設基準

機能
訓練室

（Ⅰ）160m2以上
（Ⅱ）100m2以上
（Ⅲ）100m2以上
（診療所：45m2以上）

患者とPT等：1対1で実施

リハビリ
実施中の
従事者の
配置

機械・
器具

施設基準：
（Ⅰ）専従常勤PT：５名以上、専従常勤OT：
３名以上、言語聴覚療法を行う場合専
従常勤ST：１名以上（合計10名以上）
（Ⅱ）専従常勤PT：１名以上、専従常勤OT：
１名以上、言語聴覚療法を行う場合専
従常勤ST：１名以上（合計４名以上）
（Ⅲ）専従常勤PT、OT、STのいずれかが１
名以上
測定用器具、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡
等

出典：中央社会保険医療協議会総会（第360回） 総-1
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介護保険の通所リハの施設基準
３m2×定員以上

利 用 者と、PT等・看 護 職 員・介 護
職 員：10対1で 実 施、うち 利 用 者
と、PT等は100対１

課

題

疾患別リハビリテーションと通所リ
ハビリテーションを同時に同じ場所
で行う場合に、
「
（疾 患 別リハの患
者 数＋通 所リハの利用者 数）×３
m2 」の面積基準を満たすように定
員数を制限しなくてはならない。
疾患別リハビリテーションと通所リ
ハビリテ−ションを同時に同じ場所
で行う場合に、それぞれの実施人
数にかかわらず、双方の施設基準を
みたすリハビリテーション従事者の
配置が必要である。

前回の改定後に増収となった施設を見てみても、概し

単純な身体機能の維持・向上だけではなく、早期退

てこれらの加算をとっている傾向がある。今後、新たに

院支援といった医療機関との連携や、社会参加という新

通所リハや訪問リハを展開しようと考えている医療機関

たな役割が通所リハ・訪問リハでは求められており、報

図表４に示しているような加算を積極的に取っていく
は、

酬改定でもこうした流れがさらに加速する見込みだ。特

ことが経営の安定化につながるだろう。なお、通所リハ

に、自立支援の考え方は重要となる。通所介護において

の場合は、送迎サービスがないと減算になる点も注意が

も、自立支援に資するサービスを提供する方向になって

必要だ。医療機関は「患者は来るもの」と思っている傾

おり、入浴やレクリエーションを中心とした通所リハを展

向が強いが、介護の現場では「迎えに行く」という意識

開している施設では、リハビリ提供のあり方を見直す必

が大切になる。

要がある。

機能訓練だけではなく
参加・活動へのアプローチが必須
必要な器具を設置

疾患別リハビリテーションと通所リ
ハビリテーションを同時に同じ場所
で行う場合に、１〜２時間の通所リ
ハビリテーション以外では機器及び
器具の共用ができない。

2017年12月13日に出された介護報酬改定に関する審
議報告では、安全・安心で、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のために、リハビリに

〈監修〉
株式会社メディックプランニング
代表取締役

三好 貴之

みよし・たかゆき

経営コンサルタント/作業療法士。株式会社楓の風
リハビリテーション颯 FC事業部

スーパーバイザ

ー。株式会社保健医療福祉サービス研究会

リハビ

リテーション事業講師。
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事 例

通所リハと訪問リハ
双方の連携が鍵
地域に病院を開いて
患者を包括的に支える 宮﨑 陽夫

医療法人社団 誠馨会
総泉病院
経営企画室 室長
リハビリテーション部 顧問
理学療法士

特集 高まるリハビリへの期待
通所リハ・訪問リハの役割を再確認する

ます。情報に熟知したケアマネなら、リハビリを受けるメ

院患者さんへの

リットからきちんと説得できますが、そうでなければケア

対応で手一杯な

の方向が全く変わってしまうこともあるわけです。

のが現状です。

そこで当院では、セラピストは介護保険の仕組みを理

また、摂食トレ

解したうえで患者さんとかかわる、というルールを作りま

ーニングは誤嚥

した。セラピストは訓練という視点だけで患者さんを見

のリスクが高い

るのではなく、患者さんを取り巻く環境や社会も含めて

ため、どれだけ

情報提供することが大切だと考えているからです。併せ

経験を積んだＳ

て、病院のカンファレンスに地域の介護事業者も参加し

Ｔを確保できる

どのようにつなぎ合わせていくか。これらのテーマのなか、リハビリテーションの占める割合は、ま

てもらったり、さまざまな地域の勉強会に職員を参加さ

かが、今後の訪

すます大きくなっていくと思います」と話す、同病院経営企画室室長の宮﨑陽夫氏。リハビリテーシ

せたりして、顔の見える関係も作ろうとしています。

問リハの成否を

総泉病院は回復期以降の患者の受け皿となることを目的とし、リハビリテーションに特化した慢性
期病院として1987年に設立された。
「当院の353ベッドを今後どう動かしていくか、地域との関係を

ョン部顧問でもある宮﨑氏に、同病院の通所リハ、訪問リハが成功しているポイントを聞いた。
撮影：羽切利夫

取材・文：長北健嗣

医療機関と在宅を
うまくつなぐことが重要

さらに重要になると考えています。

退院後も患者を
フォローアップする仕組みを構築

総泉病院は、療養病床305床、一般病床48床の合わ

病院の一角に昭和30年代の街角を彷彿とさ
せる「思い出ミュージアム」を開設。高齢者の
気持ちを和ませる

分けるかもしれ

変化するニーズに対応するため
STとOTの確保が課題
現在、当院はリハビリテーション部に専任医4人、理学

ません。
さらに、通所
リハや訪問リハ
を事業として成

専門のリハビリ病院らしい広々としたリハビリ
室は、あらゆる訓練ニーズに応える

療法士（PT）23人、作業療法士（OT）10人、言語聴覚士

功させるには、双方の結合も大切になり、OTの人手も必

（ST）1人の体制をとっていますが、リハビリ人材は不足

要になります。通所リハで機能訓練を行いながら、訪問

しています。厚労省は急性期から早期にリハビリを始め

リハで患者さんの実際の生活の場での問題点を抽出し、

せて353床、すべて医療保険適用の病院です。一般病床

当院では、入院でのリハビリはもちろんのこと、地域

れば、改善率が上がることから、急性期病棟に専従のリ

家のなかでの活動と結びつける必要があるからです。在

はすべて特殊疾患病棟入院料で、回復期から慢性期を

支援事業部をつくり、通所リハと訪問リハを用意し、居

ハビリセラピスト配置を要件とした「ADL維持向上体制

宅に戻れば、常に誰かがついているわけではありません

中心とした医療を担っています。現在の患者さんの層は、

宅介護支援も行っており、病院敷地外でデイサービスも

加算」を設けています。回復期でもADLの改善度で点数

から、車いすとトイレの便座への移乗など一人で行わな

千葉市郊外の宅地化の進行に合わせて、この地域の住

展開しています。当院が対応できるエリアであれば、退

が変わってきます。ですから、当病院のような慢性期の

ければならない場面が増えます。しかし、通路が狭かっ

民の方が中心となっており、急性期を脱した後、すぐ当

院後も当院のケアマネとセラピストがフォローアップす

病院だけでなく、急性期と回復期、どちらの病院もセラ

たり、障害物があったりして上手く動けないなど、状況は

院に入院してくるポストアキュートと、在宅や介護施設で

る仕組みがあります。当院で、在宅介護まで見据えたセ

ピストを欲しがっています。さらに、14年度改定で、地域

個別に異なります。ですから、通所リハと平行してセラピ

急性増悪したサブアキュートの患者さんが増加していま

ットアップが可能です。

包括ケア病棟ができ、リハビリセラピストの病棟配置が

ストが患者さん宅を訪問し、その場に即した実践的指導

ただし、現在はすべて自己完結的に対応するのではな

必須となりました。セラピストのニーズは高まるばかりで

をしたほうがよいのです。

く、ほかの事業所も含めた地域とのネットワークの構築

す。当院でも、地域に通所リハ・訪問リハのニーズが高い

近年は、慢性期であっても「在宅に帰す」をめざすこと

が欠かせません。地域でほかの介護事業者と共存・共生

ため、マンパワーさえあれば事業を広げたいのですが、

ていく必要があり、
「疾病があるから病院へ」から「病気

が求められるようになっています。経営的には、病床利

していくことが大切で、一人勝ちはできません。在宅に

難しい。特に足りないのが、STとOTです。

にならないよう予防を指導する病院に」という方向に向

用率に加え、回転率を高め、平均在院日数を短縮してい

戻すまでの流れを途切れさせると「渋滞」を起こし、
「回

近年、患者さんのニーズも変化してきています。以前

かっています。当院も行政と協力して、健康な高齢者の

る傾向です。当院の平均在院日数も、以前は300〜 500

転」が止まってしまうからです。外部とネットワークを構

は、患者さんやご家族の要望は「トイレまで歩けるよう

方に対する健康教室などを開催していますが、いろいろ

日だったものが、現在では200日を切るほどに短縮して

築し、地域の事業者にも患者さんをお任せしていきたい

になればよい」というものが大半でしたが、ここ10年ほ

な啓発活動を地域に向けて行いながら、事業を進めてい

います。こうした背景のもと、高齢の方のリハビリテーシ

のです。さらに、介護保険の通所リハや訪問リハは、アウ

どで、今は「食事を口から食べたい」という要望が最も多

くことも求められているのです。

ョンへのニーズは高くなる一方で、当院でも2017年11月

トカム評価が導入され、自立支援に向かってインセンテ

くなりました。STによる摂食・嚥下トレーニングで経管

は入院数が月50件を超えました。急性期を脱した患者

ィブが働きます。

栄養の管を抜ける人もいますし、おやつ程度でも口から

す。そのほかにターミナル期の患者さん、パーキンソン病
などの難病を抱えた患者さんもいらっしゃいます。

さんを私たちの病院に移してリハビリを行い、在宅にソ

通所リハ、訪問リハは、医療機関や医師のいる施設で

食べられるようになる人もいます。当院でもこのテーマの

フトランディングさせる。その後は、在宅で何かあった場

なければできません。厚生労働省は、セラピストに対す

勉強会を頻繁に行っています。低栄養状態で身体に負荷

合、再度、当院に入院してもらうなり、地域の老健などに

る医師のオーダー項目が多い患者さんほどＡＤＬが改善

をかけると、筋肉が衰退していくため、きちんと食べるこ

移ってもらい、また在宅に戻す。この一連の流れを上手

しているというデータに基づいて、医師の関与を奨励し

とは運動トレーニングのうえでも重要です。在宅の現場

くつないでいくことが、地域包括ケアシステムのなかで、

ます。しかし、さまざまな理由で訪問リハを拒む方もい

にもSTが関わる機会を増やせればいいと思いますが、入

12
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今後、病院はますます地域に開かれた医療機関になっ

医療法人社団 誠馨会
総泉病院
〒265-0073
千葉県千葉市若葉区
更科町2592
TEL:043-237-5001
http://www.sousen.
seikei-kai.or.jp
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できる前のことだった。現在、在宅ケ

アの問題に精力的に取り組んでいる町
さんの目に多職種連携の現状はどう映
っているのか、患者の家族の視点から
の率直な意見をうかがった。

いまさら多職種連携に
悩んでいる場合じゃない

護分野の取材を精力的に行い、在宅ケ
アに関する講演で全国を飛び回る町亞
聖さん。医療法人社団悠翔会（佐々木淳
理事長）が主催する在宅医療の勉強会・
在宅医療カレッジの学長を2015年のス

ます」
医 療 サイドにも問 題 はあるという。

撮影：羽切利夫

取材・文：堀切孝治

多人数が登壇する
パネルディスカッションなど、
さまざまなスタイルのイベントも実施する

います」

うしたらよいのかが見えてきます。外出

それとは逆に、需要と供給の現状を正

できるように体調管理をする、車いすに

しく把握できず、調整することができて

座れるようにするなど、墓参りを実現す

るいは、治療できなければ医者の負け。

いない自治体もある。地域包括ケアシス

るために、それぞれの専門職が協力して

緩和医療は敗北の医療だ』と思っている

テム・多職種連携の全体像を俯瞰してマ

動くことが 可能になります。それらの目

人が、いまだにいるのです。人は必ず 死

ネジメントする役割を市町村は期待され

標を一つひとつクリアして、希望を満た

にます。それが当たり前のことです。だ

ているが、組織の力と意欲の格差があま

して満足した先に、死を迎えられればよ

から、最期を迎えるまで、生きる手助け

りにも激しく、人ごとだと思っている自

いのではないでしょうか」

をする医療もあってよいはずです。別に

治体もあるようだ。ただし、誰がマネジ

それは敗北ではありません。治療法がな

メントするかは、
「地方によっては行政に

いときに、これからどうしたら一番良い

頼らず、地域の福祉の中心となっている

のかを、みんなで考えて実践するのが在

社会福祉法人や医療法人が行ってもよ

宅ケアです」と、町さんは語る。

いと思います。頼りになる法人が少ない

「外科医などで『手術できなければ、あ

さん

フリーアナウンサーとして、医療・介

在宅医療カレッジのテーマは多彩で、
この1コマは、若年認知症を発症した丹野智文さん、
悠翔会理事長・佐々木淳さんを交えてのトークセッション

フリーアナウンサー・
在宅医療カレッジ学長

選択した町亞聖さん。まだ介護保険が

町 亞聖

介護をし、最期を自宅で看取ることを

患者本人や家族が望むことが実現できる
多職種連携であってほしい

高校時代からおよそ10年間、母親の

町亞聖さんと
在宅医療カレッジのあゆみ
2011年

地域包括ケアシステムや多職種連携

自分の経験に照らして、家族とそれを

の取り組みとして柏モデル、和光モデル

支える多職種との関係についても、町さ

町亞聖さん、日本テレビを退社。フリー
アナウンサーとしての活動を開始する。
18歳からの10年間にわたる母親の介護
生 活をつづった『十八 歳からの十 年介
護』
（武田ランダムハウスジャパン）を出
版。壮絶な介護生活が広く知れわたるこ
とになり、以後、介護関連の取材活動・
講演活動も数多く展開。

長）が主催する在宅医療カレッジ学長を

などが注目されている。しかし、町さん

んは次のように語る。

務める。

2013年

は過剰にもてはやされるのが 不思議で

「在宅で看取るためには、家族が自分た

佐々木先生から学長になってほしいと言

ならないという。
「たとえば、和光モデ

ちで看取る、医療にお任せにしないとい

われました。
『こういう勉強会はどうして

ルの話を聞いて感じたのは、良い意味で

う覚悟が必要です。そのうえで、最期ま

『当たり前のことをやっている』というこ

でそばにいてくれる医師や看護師、介護

24時間対応の在宅医療ネットワークを
うたう医療法人社団悠翔会が各地域で
介護事業者や市民に対する低栄養・サル
コペニアに対する啓発活動や介護カフェ
を展開する。町さん、上掲書を増補・改訂
した『十年介護』
（小学館文庫）
を出版。

タート時から務めている。その背景に
は、くも膜下出血で倒れて障害が残った

まち・あせい
1971年生まれ、埼玉県出身。立教大学文
学部卒業。95年、日本テレビ放送網にア
ナウンサーとして入社。2000年にアナウ

母親を約10年間介護し、がんによる最

ンス部から報道部に異動。報道記者、番
組アシスタントプロデューサーを経験。11

期を自宅で看取った経験がある。

年にフリーアナウンサーに転身。2015年

「在宅医療に取り組む先生方とのネッ

から医療法人社団悠翔会（佐々木淳理事

トワークを広げています。一参加者とし
て在宅医療カレッジに行ったら、突然、

本人のささやかな願いを
みんなでかなえてあげたい

地域もあるでしょうし、全国一律に決め
てしまわないほうがよいかもしれませ
ん」と町さんは言う。

も専門職の人たちの場になってしまうの

ビリテーションなどの多職種の連携が

で、介護する家族の視点からコメントし

不可欠となる。しかし、多職種連携が必

勉強会に参加するような介護職は意

とです。地域のケア会議を開いて、そこ

職など、さまざまな専門職の方が 在宅

てほしい』ということでした。ですから、

ずしも上手く進んでいないことに、町さ

識も高く、看取りについても自分たちが

に多職種が出席して、一つのケースをど

での看取りを支えてくれます。その多職

私の学長としての役割は、さまざまな

んはもどかしさを感じるという。
「たん

行うものと自覚して、何をなすべきか、

うしていくかをみんなで話し合うという

種連携も、本人がどうしたいのか、たと

職種のプロのみなさんの話を聞いた後

の吸引ができれば自宅での看取りが 可

積極的に学んでいるが、理想とする姿

ことを積み上げていく。地域の特養やデ

えば好物を食べたいとか、墓参りに行き

に、家族の立場から『当たり前のことを

能なケースでも、医療と介護の連携が上

と現実とのギャップに悩んでいるとい

イサービスの状況を、市が正確に把握し

たいなど、ささやかな希望を聞きだして

当たり前にやってほしい』という希望を

手く取れずに、病院で最期を迎えること

う。
「若い人たちが頑張っても、上司の

て、どこに何があって、何が足りないか

目標とし、それらを実現するためにはど

伝えることです」

もあります。連携することに悩んで、と

人たちや施設長が古い考え方のままで

ということを『見える化』して過不足なく

うしたらよいのかと考えて協働すること

患者の生活を支えていくには、家族は

まっている場合ではありません。連携を

は介護は変わりません。むしろ、年配の

バランスをとる。特別なことをやってい

が大切です。墓参りに行きたいという目

もちろんのこと、医療・介護・栄養・リハ

して、その先で悩んでほしいというのが

人たちが一皮むける必要があると思い

るわけではありませんが、きちんとして

標がはっきりすれば、そのために何をど

14
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患者や家族の思いです」

2015年
町さんが、悠翔会が運営する「在宅医療
カレッジ」に参加。同法人理事長の佐々
木淳さんの誘いにより、同カレッジ学長
に就任。今日に至るまで、フリーアナウン
サー活動と並行して、在宅医療カレッジ
をはじめとする多職種の勉強会などに多
数参加。介護者を行う家族の視点からの
コメントが、多くの専門職に影響を与えて
いる。
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╲あしたを元気に！／

ソラスト施設

リハビリ、福祉用具、在宅支援を通じて
利用者の生活全般を支援する
サービスを提供

い、３カ月に１度合同イベントを行

職員間で情報を徹底共有
利用者優先の
サービスにつなげる
（左）
入浴で体が温まった人から帰り支度を始める
（右）自由時間では、塗り絵を好む女性利用者も多い

訪問記

小さい字が読みづら
い利用者に頼まれ、
雑誌を読むスタッフ

デイサービス

ソラスト伏見

（京都府京都市）

センター長 兼
介護支援専門員
ふじわら だいすけ

藤原 大介さん
設立
所在地
TEL
FAX
スタッフ数
提供サービス

昼食後、テレビを見
たり、新聞を読んだ
り、思い思いに過ご
すひととき

管理者

み や ざ き しゅん た

宮﨑 竣 太さん

2014年７月
京都市伏見区竹田田中宮町91
075-623-5027
075-623-5040
32名
通所介護、訪問介護、福祉用
具 貸与販 売、居宅介護 支 援
事業所

歌謡曲に合わせて体を動かす人、囲碁や将棋を楽しむ人、テレビを見たり、雑誌
を読んだり、塗り絵を楽しんだりとダイニングで思い思いに過ごす人、入浴介助を
受けてリラックスタイムを満喫する人……。ここソラスト伏見には毎日30〜35人

の利用者たちが集まってくる。施設の中は、今日も笑顔と笑い声があふれている。

「通ってよかった」と思って
もらえる場所を目指して
京都市伏見区にあるソラスト伏
見は、伏見駅と竹田駅のいずれの駅

（上）
ソラスト伏見の外観
（下）ICTタブレットに記録されている利用者
情報を共有するスタッフ

16
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底するには、個人の力量だ

ミュニケーションのきっかけをつく

けではなく、チームでの協

ることができましたし、ソラスト伏

力が欠かせない。それぞれ

見を知ってもらうきっかけにもなり

の部門スタッフが一堂に会

ました」と藤原さん。そこでは「認

するカンファレンスでは、

知症予防教室」
「口腔ケア教室」な

利用者一人ひとりの身体状

どの合同イベントを実施したほか、

況や家族のこと、生活背景

今後は消防署とも連携して「災害時

をスタッフ全員で共有し、

の避難経路を知ろう」というイベン

利用者の生活全般を踏まえ

トを実施する予定だ。

たうえで、どのような支援をするの

藤原さんは「こうしたイベントを

がベストかを話し合う。カンファレ

通じて、 僕たちも地元の他職種の

りが楽しそうにしているか、適切な

ンスを待たずに、そのつど、宮﨑さ

方々と知り合うことができます。多

サービスを受けられているか、フロ

んとスタッフが電話や対面で情報

職種ネットワークを強化しながら、

アを見渡して確認する。
「ここに通

を共有することも多いという。

地域での存在感を高め、地域で一番

うことで体の痛みが軽減したり、歩

「利用者にとって、デイサービスに

頼りにされる事業所に成長していき

く範囲が広がったり、気分転換がで

来ている時間は、生活のなかのごく

たいと思っています」と、今後の抱

きるようになったりと、 少しでも

一部です。帰宅後はどう過ごしてい

負を語る。

『通ってよかった』と思ってもらえ

るのか、夜は眠れているのか、ご家

るような働きかけや対応を心がけて

族に困りごとはないのかなど、生活

います」と、宮﨑さんは笑う。

の背景を理解しないと、本当に必要

スポーツ専門学校を卒業後、新卒

なサービスは提供できません。その

でソラストに入社した宮﨑さんが、

ためにも、情報共有は欠かせないの
です」と、センター長として32人の

幹線道路から少し入った静かな通

持てるようになったのは、豊富な介

スタッフを取りまとめる藤原大介さ

りに面している。駅から住宅街を抜

護経験がある非常勤スタッフのお

んは説明する。

けて、企業が建ち並ぶ一角に、ひと

かげだという。
「言葉遣いやマナー、

きわにぎやかな声が聞こえてくる建

技術などを、見て、聞いて、教わっ

物がある。それが、ソラスト伏見だ。

ています。どうしたら利用者さんに

地域ネットワークを強化し
存在感を高めたい

機能訓練スペースでは、ノリのいい曲に合わ
せて体を動かす利用者たちの姿が。スタッフ
も一緒にストレッチ

心を開いてもらえるのか、距離を縮

職場だけではなく、地域において

められるのか、必要なことをわかり

も活発なコミュニケーションを心が

やすく伝えられるのかなど、入社当

けていると、藤原さんは続ける。地

最も利用者が多いのがデイサービ

に比べて男性利用者が多いのが特

初はできないことだらけ（笑）。周

域包括支援センターを中心に、近隣

スで、毎日30〜35人ほどの利用者

徴だ。

りの人に相談しながら、できること

の特別養護老人ホームや小規模多

このデイサービスの管理者であ

が増えてきて、一昨年の４月から管

機能型居宅介護事業所、社会福祉

は60代前半から97歳までと広い。

る宮﨑竣太さんは、入社４年目で管

理者としての仕事を任されるように

法人や医療法人など７施設が地域

男性はそのうち15人ほどで、他施設

理者に抜擢された。利用者一人ひと

なりました」

を盛り上げようと月に１度会合を行

用具貸与販売まで4つのサービス。

でにぎわっている。利用者の年齢層

して体力測定を行いました。体験し
ていただくことで、高齢者同士のコ

入社４年半でこうした広い視野を

訪問介護、ケアマネジメント、福祉

では、当社のロコモヘルパーを活用

利用者優先の対応を徹

からも徒歩15分程度の立地にあり、

提供するのは、デイサービスから

っているという。
「『介護予防教室』

利用者の声
み しば

えつ こ

三柴 悦子さん

（89歳）

ここに通い始

めて１年 半が た
ちました。80歳のときに倒れてか
ら歩けなくなって、リハビリを兼ね
て通うようになりました。もともと
手芸が好きなので、レクリエーシ
ョンの手芸のときが楽しみ！家で
も座布団を縫ったりしているとつ
いつい時間を忘れますね。食べる
ことも好きなので、食事やおやつ
もおいしくいただいていますよ。
私は、嫌なことは嫌だとはっき
り伝えるんです。そうやってわがま
まを言っても、ソラスト伏見のスタ
ッフはみんな親切にしてくれます。
好きなように過ごさせてもらって
ありがたいですね
（笑）
。
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PERSON’S
CLOSE UP

笑 顔のひと

コトバの

●今月のコトバ●

を感じて、落ち込みましたね。それでベ

とも多いのですが、体が温まるとリラ

テランスタッフの方々の立ち振る舞い

ックスしていろいろな話をしてくださ

や先輩の言葉遣いなどを観察して、丁

るので、入浴介助は好きな仕事のひと

寧だけど温かい言葉のかけ方などを参

つです。ご家族のこと、趣味の話、若い

もともとスポーツトレーナーを目指し

考にするようになりました。それから

ころの思い出など、ご利用者の新たな

て専門学校に進学したのですが、実習

少しずつ、孫のようにかわいがっても

一面を垣間見ることができて、距離が

で高齢者施設に行き、運動指導をした

らえるようになってきました。

縮まる気がします。裸の付き合いのよ

お互いの気持ちがよくわかる
働きやすい職場環境
新卒で入社して３年目に入りました。

らすごく楽しかったんです。高齢者＝
介護というイメージがあったのですが、
リハビリも広い意味では介護のひとつ

裸の付き合いができる!?
入浴介助で信頼関係を築く

深いコミュニケ̶ションができるのが
いいですね。

僕が休みの日の翌日に出勤すると「田

もともと「おばあちゃん子」だったこと

路君がいなかったら面白くないわ〜」

りますし、失敗して落ち込むこともあ

もあり、高齢者の役に立つ仕事がした

と、ご利用者が声をかけてくれるんで

ります。そんなときは、管理者の先輩と

いと、介護業界への就職を考えるよう

す。ちょっと照れくさいけど、うれしい

飲みに行って相談に乗ってもらってい

になりました。

ですね。また、ご利用者から笑顔で「あ

ます。あ、相談がなくても週に１回くら

ただ、入社してすぐはご利用者の役に

りがとう」と言ってもらえることも多い

いは一緒に飲みに行っていますね（笑）。

立つどころか、まったく仕事ができま

です。
「ありがとう」と毎日言ってもら

僕も管理者の先輩のように、いつかは

せんでした。学生のノリで話しかけて

える仕事って、そうそうないと思うん

後輩からお手本とされるような人間に

も会話は続きませんし、心を開いても

ですよ。すごくやりがいがあります。

なりたい。頼りにされるリーダーを目

同性介助で入浴のお手伝いをするこ

疾患別リハビリテーション料

うな（笑）、そんな感覚で、いつもより

なんだと、目からうろこが落ちました。

らえません。コミュニケーションの壁

鍵

まだまだできないこともたくさんあ

指しています。

診療報酬の特掲診

設定等支援・管理

療料のひとつで、
「心

料」を新設し、介護

大血管疾患リハビリ

保険への誘導を図

テーション料」
「脳血

っています。
ただ、それでもな

管疾患等リハビリテ

笑顔で
﹁ありがとう﹂と言ってくれる
利用者との毎日が楽しい

ーション料」
「運動器
© koti - Fotolia.com

リハビリテーション

でいないのが現状

料」
「呼吸器リハビリテーション料」の

算定日数を超えた要介護高齢者へ

です。18年度改定は介護報酬改定

４疾患で点数設定されています。

の医療保険でのリハビリの点数も設

との同時改定のため、完全移行へ向

定されました。

けて期待する向きもありました。現

リハビリに対する評価は元来、急

ソラスト伏見
ケアワーカー

かなか移行は進ん

性期、回復期、維持期・生活期など

その後、 診療報酬改定のたびに

状では、介護保険との間で施設基

の機能別の評価ではありませんでし

「維持期リハビリの介護保険への完

準等の整合を図ったうえで、経過措

た。しかし、2006年度診療報酬改

全移行」が議論となりましたが、経

置を１年間だけ延長することになり

定にあたり、
「要介護被保険者の維

過措置の延長が繰り返されてきまし

そうです。経過措置が切れる18年度

持期リハビリは原則として介護保険

た。直近の16年度改定では、要介

末で、介護保険への完全移行がで

の適応とする」方針のもと、疾患別

護被保険者に対する維持期のリハビ

きるかはわかりませんが、10年以上

リハビリテーション料を新たに設け、

リテーション料が、それまでの「本則

にわたる対応であることからも、こ

対象疾患別に標準的算定日数を設

の100分の90に減算」から「100分

れ以上の経過措置の延長は困難で

定しました。経過措置として、標準

の60に減算」とされた一方、
「目標

はないかと言われています。

田路 拓己さん

（とうじ・たくみ）

2015年４月新卒でソラストに入
社。３カ月間の研修を経てソラ
スト伏見に配属され、デイサー
ビスのケアワーカーとして活躍
中。幼少時代から自他ともに認
める
「おばあちゃん子」
。
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