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社会保障制度と診療報酬制度
　　　　　について　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　

公立みつぎ総合病院

作業療法士

　　　　　　　小榮　浩次

H２２．６．６　診療報酬研修会（県士会）

第１部

社会保障とは（広義）

社会保障ってなに？
国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民
にすこやかで安心できる生活を保障することを
目的として、公的責任で生活を支える給付を行
うものです。一般的に社会保障という場合には
広義の社会保障という場合と狭義の社会保障
をいう場合があります。
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ⅰ医療保険

ⅱ労災保険

ⅲ年金保険

ⅳ雇用保険

ⅴ介護保険

ⅰ生活保護

ⅰ児童・母子福祉
ⅱ老人福祉

ⅲ障害者福祉

結核対策
麻薬対策
上下水道整備
破棄物対策等

精神病対策
感染症対策

・戦没者遺族年金等

・旧軍人遺族恩給
・文官恩給等

①　社会保険

②　国家扶助

③　社会福祉

④　公衆衛生・医療

恩給

戦争犠牲者援護

狭義の　　
社会保障

社会保障とは（狭義）

社会保障ってなに？
社会保障制度は疾病や老齢、火災、失業など
による所得の喪失や減少、あるいは疾病や多
子等の理由で一定期間に生活費用の増加によ
る経済的困窮やその恐れのある場合、国家的
見地から補償する目的で成立した制度です。す
なわち、救貧（公的扶助）や防貧（社会保障）の
目的で国家が国民一般を対象にして、経済保
証（所得保証：金銭的保証）を行う総合的施策
体系です。
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　社会保険とは
社会保険は、国民が病気、ケガ、出産、死亡、老齢、障害、
失業といった事故（保険事故）に遭遇した場合に一定の給
付を行い、国民の生活の安定を図ることを目的とした強制
加入の保険制度である。

①－ⅰ医療保険

①－ⅱ労災保険

①－ⅲ年金保険

①－ⅳ雇用保険

①－ⅴ介護保険

病気、ケガなどが発生した時に、その治療のための医療を提供
し，休業による所得の減少・中断を保障するための給付を行う。

労働者の業務上または通勤上の災害を保障するために必要な
給付を行う。

老齢、障害、死亡等により労働能力や働き手を喪失した場合の
所得の減少・中断を保障するための給付を行う。

労働者が失業した場合に、その生活を一定期間保障するため
に必要な給付を行う。

寝たきりや認知症などの要介護者及びその家族を社会的に支
援する。
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－医療保険・介護保険及び福祉の全体地図－

l児童福祉法

l老人福祉法

l身体障害者福祉法

l知的障害者福祉法

l精神保健及び精神障害
　者福祉に関する法律等

児童

成人

高齢

医療保険の特徴 （昭和13年国民健康保険法制定、昭和56年国民皆保険実現）

①　強制加入である

②　各人の属する保険団体があらかじめ決定されている

③　医療保険の給付は、保険事故に対応した社会的要　
　求を充足する平均的標準的な給付を行うことが目的

④　医療保険の運営は公的機関によって行われる

⑤　一部負担金がある
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医療保障制度の種類

　　医療保障制度は大きく医療保険・老人保険・公費負
担医療の3つに分類される。

医療

医療保険

自由保険

医療保険

老人医療

公費負担医療

被用者保険

国民健康保険

生活保護法

身体障害者福祉法

母子保険法

結核予防法

精神保健福祉法

その他

健康保険

政府管掌健康保険
（5人以上の従業員）

組合管掌健康保険
（500人以上の従業員）

共済組合

船員保険・・・・・・・・

国家公務員共済組合
地方公務員等
私立学校教員職　　　等〝

〝

船員

市（区）町村

国保組合（自営5人未満の事業所）

退職者医療

老人保健法による医療

（後期高齢者医療制度）
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住宅改修・福祉用具

通所リハ

介護療養型医療施設

介護予防事業（一般高齢者）健康維持増進 介護予防事業（特定高齢者）

（予防・介護）

急性期リハ
病棟

回復期リハ
病棟

医療療養型
病床

訪問リハ

通所介護

短期入所

急性期OT 回復期OT

終末期OT

維持期OT

介護老人保健施設

介護老人福祉施設

・

緩和ケアOT

① レセプト提出

再審査結果通知

再審査請求
再審査結果通知

診療報酬支払

②事務点検

④ 返戻・増減点通知

⑤再審査請求

診療報酬支払

レセプト送付

保険証交付

受診・一部負担

作業療法提供
保
険
料
納
付

保
険
証
交
付
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　　　　　　　　厚労省の通達

医政発０４３０第１号（平成２２年４月３０日）

各都道府県知事 殿 　　　　
厚生労働省医政局長

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療
の推進について 」

　　　　　　　　　　　　　（省略）
１．基本的な考え方 （省略）
２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例
　（２）リハビリテーション関係職種 （省略）
２）作業療法の範囲

　理学療法士及び作業療法士法第2条第2項の「作業療法」については、同項の
「手芸、工作」という文言から、「医療現場において手工芸を行わせること」といっ
た認識が広がっている。
　以下に掲げる業務については、理学療法士及び作業療法士法第2条第1項の
「作業療法」に含まれるものであることから、作業療法士を積極的に活用すること
が 望まれる。

　　・移動、食事、排泄、入浴等の日常生活活動に関するＡＤＬ訓練
・家事、外出等のＩＡＤＬ訓練
・作業耐久性の向上、作業手順の習得、就労環境への適応等の

　　　職業関連活動の訓練
・福祉用具の使用等に関する訓練
・退院後の住環境への適応訓練
・発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション　　　　
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　平成２２年度診療報酬の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公立みつぎ総合病院

作業療法士

　　　　　　　小榮　浩次

H２２．６．６　診療報酬研修会（県士会）

第２部

平成２２年度のリハに関する
診療報酬改定
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疾患別リハビリテーション料

↑４５３０早期リハ加算

１００１００Ⅱ

２００２００Ⅰ心大血管

８０８０Ⅱ

１７０１７０Ⅰ呼吸器疾患

８０８０Ⅲ

↓１６５１７０Ⅱ

↑入院のみ１７５Ⅰ

運動器疾患

１００１００１００Ⅲ

↑１９０２００１９０Ⅱ

↑２３５２４５２３５Ⅰ

脳血管疾患

変化廃用症候群新点数旧点数

1日9単位算定可能な患者

・回復期リハ病棟入院料を算定する患者

・脳血管疾患等の患者のうちで発症６０日以内のもの

・入院中の患者であって、その入院する病棟において早期
　歩行、ADLの自立等を目的として、心大血管リハ料（Ⅰ）、
　脳血管リハ料（Ⅰ）、運動器リハ料（Ⅰ）、呼吸器リハ料
　（Ⅰ）を算定するもの
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算定日数上限の除外対象患者
• 失語症、失認及び失行症の患者
• 高次脳機能障害の患者
• 重度の頸髄損傷の患者
• 頭部外傷及び多部位外傷の患者
• 慢性閉塞性肺疾患（COPA）の患者
• 心筋梗塞の患者
• 狭心症の患者
• 回復期リハ病棟入院料を算定する患者
• 亜急性期入院医療管理料のリハ提供体制加算を算定する患者
• 難病患者リハ料に規定する患者
• 障害児（者）リハ料に規定する患者
• 疾患別リハの規定する患者であり、リハを継続して行うことが必

要であると医学的に認められる者

• 先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者

２０１０年改定の回復期リハ病棟入院料
（新たな質の評価）

回復期リハ入院料２　：　１，５９５点　→　１，６００点

回復期リハ入院料１　：　１，６９０点　→　１，７２０点

重症者回復加算　　：５０点（重症患者の３割以上が３点以上改善）
休日リハ提供加算　：６０点（休日に平均２単位以上実施？）
リハ充実加算　　　　：４０点（１日平均６単位以上実施）

実績１ヶ月？
すべての加算を含めると：１，７４０点→１，８７０点

※平成２２年３月３１日に要件を満たさない病棟については
　平成２２年９月３０日までの従前入院料の算定が可能　　

＊新規入院患者のうち２０％以上が重症患者

＊退院患者のうち在宅復帰した者の役割が６０％以上
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回復期リハ病棟入院算定外の入院患者の算定法

・一般病棟　：　一般病棟入院基本料の特別入院基本料
・療養病棟　：　療養病棟入院基本料の入院基本料Ⅰ

回復期リハ病棟においてリハ以外に算定可能な項目

・臨床研修病院入院診療加算
・医師事務作業補助体制加算（一般病棟のみ）　　
・地域加算
・離島加算
・栄養管理実施加算
・医療安全対策加算
・褥瘡患者管理加算　
・救急搬送患者地域連携受入管理加算（一般病棟のみ）
・地域連携診療計画退院時指導料Ⅰ
・除外薬剤・注射薬

亜急性期病棟におけるリハの評価

○　リハ提供体制加算　：５０点/日
（リハを必要とする患者に対して週平均１６単位以上の
疾患別リハが提供されていること。
算定対象患者は、疾患別リハの算定日数上限の除外
対象者とする。）

亜急性期入院医療管理料１
・一般病床数の１割以下であること。
・回復期リハを要する患者で、合併症を有する患者の受け

入れ割合が１割以上の場合は３割以下（最大６０床）
亜急性期入院医療管理料２

・２００床未満の保険医療機関に限る
・一般病床数の３割以下であること。
・急性期を経過した患者のうち、他の医療機関から転院し

　 てきた患者の割合が１割以上である場合は、５割以下
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がん患者リハビリテーション料（１）

○　がん患者が手術・放射線治療・化学療法等の急性
　　期治療を受ける際、これらの治療によって合併症や
　　障害が起こることが予想されることから、治療前あ
　　るいは治療後早期から疾患特性等に配慮した個別
　　のリハビリテーションを行うことで機能低下を最低限
　　に抑え、早期回復を図る取組を評価する。

○　１単位：２００点　　（1日６単位を上限）　　

予防的リハを医療保険で評価

がん患者リハビリテーション料（２）

施設基準： 経験を有する常勤医師１名以上（専任）
　　　　　　　 経験を有する常勤PT・OT・STが２名以上（専従）
　　　　　　　 リハ総合計画を１/月以上作成
　　　　　　　 十分な専用施設（100㎡以上の機能訓練室）、必要な器械・器具

対象者：　・食道がん、肺がん、縦隔腫瘍、胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、
　　　　　　　　大腸がん、膵臓がん
　　　　　　 ・舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、
　　　　　　　　頸部リンパ節郭静を必要とするがん
　　　　　　　・乳がん　
　　　　　　　・骨軟部腫瘍、骨のがん転移
　　　　　　　・原発性脳腫瘍、転移性脳腫瘍
　　　　　　　・血液腫瘍
　＊入院している間に放射線治療、全麻下の手術、化学療法等が行われ
　 る予定のもの、又は行われたもの
　＊緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん、末期がんの患者
　 であり、在宅復帰を目的としたリハが必要なもの
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難病患者リハビリテーションの評価

●　　難病患者リハ料
　　　　　1日　６００点→６４０点　（食事を含む）
　　　＊短期集中リハ実施加算　退院後1月　２８０点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～３月　１４０点

リハ医療に関する診療報酬改定の要約

●　脳血管疾患リハ（Ⅰ）の評価
　　　（実質的に総合リハ施設としての位置づけ）　　
●　早期リハ加算の評価
●　疾患別リハ施設基準の構造強化
　　　（がんに対応するリハ施設基準の新設）
●　中枢神経系と骨関節系のリハにおけるPT・OTの　
　　

時間当たり単価の格差の拡大
（難易度による評価の導入　？）

●　回復期リハの質の評価にプロセス評価を導入
●　亜急性期病床おけるリハの評価
●　医療保険による維持期リハの評価を継続
　　　（介護保険のリハの充実までの期間限定　？）　
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栄養サポートチーム加算
○　急性期の入院医療を行う一般病棟において、栄養障害をじて　　
　いる患者又は栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、
　看護師、薬剤師及び管理栄養士などからなるチームを編成し、栄
　養状態改善の取組が行われた場合の評価を新設する。

○　２００点　　（週１回 ・１日当たり３０人以内/１チーム）　

【対象患者】
７対１入院基本料又は１０対１入院基本料届出病棟に入院している栄養障害を有する者
【施設基準】
当該保険医療機関内に、専任の①～④により構成される栄養管理に係るチームが設置さ
れていること。また、以下のうちのいずれか１人は専従であること。
　①栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
　②栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤看護師
　③栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤薬剤師
　④栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤管理栄養士
上記のほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福
祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。

医療・介護関連職種の連携
●　在宅復帰後を見越した地域連携の評価
　　（亜急性期 ・回復期の病院を退院後の切れ目ない医療を提供
　　 することが目的）
　現行　急性期　地域連携診療計画管理料 ９００点
　　　　　回復期　地域連携診療計画退院時指導料 ６００点

　改定　急性期　地域連携診療計画管理料 ９００点　
　　　　　回復期　地域連携診療計画退院時指導料１ ６００点

地域連携診療計画退院計画加算 １００点
　　在宅復帰後　地域連携診療計画退院時指導料２ ３００点

＊介護支援連携指導料　（入院中２回） ３００点
　（入院中の医療機関の医師等とケアマネジャーが共同して
　　患者に対し、退院後に利用可能な介護サービス等につい
　　て指導を行った場合）　　　　　　　　　　



15



16

疑義解釈その１～３（厚労省保険局）
での解釈
　　（6月現在発表されているもの）

疑義解釈その１（H22.3.29）
• 回復期の休日リハ加算の休日

⇒ 日曜・祝日・1月2日、3日、12月29日、30日、31日

• 複数の回復期病棟をもつ病院では休日・充実加算は共に
条件を満たしていないと認められない

• がんリハ料の専任医⇒リハ専門医、認定医、リハ医学会
等の主催する研修の受講歴があるもの等

• がんリハ料の専従従事者は脳血管リハ（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）、呼
吸器リハ（Ⅰ）（Ⅱ）、障害児（者）リハと兼任可能

• がんリハ料の届出⇒「がん患者のリハについて研修を修
了した書類を添付する」

同一医療機関の医師、看護師、理学療法士等、各1名以上
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疑義解釈その２・３（４.１３・３０）

• 慢性運動器疾患の術後リハ⇒運動器リハ（Ⅰ）　　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算定可能

• 運動器リハ（Ⅱ）の算定要件⇒
　　○外来患者

　　○入院患者
　関節の変性疾患、炎症性疾患、慢性の運動器疾患

（その２）

（その３）

診療報酬改定を踏まえたしくみの　
　　　
　　　　　　説明・まとめ
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　　従事者1人/日の実施単位上限の緩和

・従事者1人1日18単位を標準
・週に108単位まで実施可能
・1日あたり24単位を上限

・従事者1人1日18単位を標準
・週に108単位まで実施可能
・1日あたり24単位を上限

患者1人1日当たり算定単位数の上限

患者1人１日あたり合計6単位

＊厚生労働大臣の定める患者：合計9単位

患者1人１日あたり合計6単位

＊厚生労働大臣の定める患者：合計9単位

＊厚生労働大臣が定める患者
① 回復期リハ病棟入院料を算定する患者

　　　　（除外対象者に関しては6単位まで）
② 急性発症した脳血管疾患等の患者であって発症60日以内の患者
③ ADL加算を算定する患者（労災保険のみ算定）

　　④ 入院中の患者であって、その入院する病棟において早期歩行、
ADLの自立等を目的として、心大血管リハ料（Ⅰ）、
脳血管リハ料（Ⅰ）、運動器リハ料（Ⅰ）、呼吸器リハ（Ⅰ）
を算定するもの
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1日9単位算定可能な患者

・回復期リハ病棟入院料を算定する患者

・脳血管疾患等の患者のうちで発症６０日以内のもの

・入院中の患者であって、その入院する病棟において早期
　歩行、ADLの自立等を目的として、心大血管リハ料（Ⅰ）、
　脳血管リハ料（Ⅰ）、運動器リハ料（Ⅰ）、呼吸器リハ料
　（Ⅰ）を算定するもの

急性発症する脳血管疾患等の疾患の患者
・脳血管疾患（急激な意識障害を伴った脳内出血、脳梗塞、脳血栓、くも膜下出血、
　　　　　　　脳動脈瘤破裂等をいい、症状の発現の緩徐な慢性脳循環不全などは
　　　　　　　これに該当しない）
・脊髄損傷等の脳・脊髄（中枢神経）外傷
・大腿骨頸部骨折
・下肢・骨盤等の骨折
・上肢骨折又は開腹術・開胸術後の患者
・脳腫瘍などの開頭術後、
・急性発症した脳炎・ギランバレーなどの神経筋疾患
・高次脳機能障害
・脳性麻痺
・四肢（手部・足部を含む）の骨折・切断・離断・腱損傷
・脊椎・肩甲骨・関節の術後
・四肢の熱傷（Ⅱ度の熱傷では体表面積の15%以上、Ⅲ度の熱傷では10%以上）
・気道熱傷を伴う熱傷
・多発外傷
・植皮術後
・15歳未満の先天性股関節脱臼症の術後
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• 標準的算定日数を超えたものについては、月１３単位

　を上限に算定可能とする

• 早期リハビリテーション加算（１単位につき）４５点

　　　　　　　疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数の
　　　　　　　　起算日から30日間に限り算定、入院のみ算定可

　　　　　　　

• リハビリテーション総合計画評価料　　３００点

　　　　　1月に1回を限度として算定

　　　　　回復期リハビリテーション病棟でも算定可能

　　　　　　

リハビリテーションに関する内容

・退院時リハビリテーション指導料　３００点
　患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後

の居宅における基本的動作能力、応用動作能力、社会適応
能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行っ
た場合に算定。

　自宅・自宅扱いの施設、退院日に１回のみ算定可能。　　　

・退院前訪問指導料　４１０点
退院に先立って患者宅を訪問し、当該患者又はその家族等

に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に算定。　　
入院中に１回、訪問日ではなく退院時に算定可能。　　　　　
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疾患別リハ料・施設基準（１）

180日まで
　

1０0点

専任医：1名
PT・OT・（ST）のいずれか1名
以上

病院：100 ㎡以上
診療所：45 ㎡以上

（STは個別療法室8 ㎡以上）
Ⅲ

180日まで
200点
190点　

　
（廃用）

専任の常勤医師 1名

PT・OT・ST（STを行う場合）が各1名
以上
合計4名以上

病院：100 ㎡以上
診療所：45 ㎡以上
（STは個別療法室8 ㎡以上）

Ⅱ

150日まで
200点

専任の常勤医師 1名
経験のあるPT：１名以上
経験のある看護師：１名以上
医師の直接監視下でなくても良い

病院：３0㎡以上
診療所：２5㎡以上心大血管Ⅰ

９０日まで
　１７０点

専任の常勤医師 1名
経験のあるPT １名を含みPT・OT
の合計２名以上

病院：100㎡以上
診療所：45㎡以上呼吸器Ⅰ

150日まで
　

175点
（入院）
165点

　（外来）

専任の常勤医師 1名

① PT 2名以上

② OT 2名以上

③ PT・OT 各1名以上

①②③のいずれかを満たすこと

病院：100㎡以上
診療所：45㎡以上運動器Ⅰ・Ⅱ

180日まで
　　　
　2４5点
　2３5点

（廃用）

専任の常勤医師 1名

① PT 5名以上
② OT 3名以上　
③ ST 1名以上（STを行う場合）

　①～③の合計で10名以上

病院・診療所：160㎡以上
（STは個別療法室8 ㎡以上

Ⅰ

脳血管疾患
等

※専任医は各疾患別リハ施設を兼務可能

※専用面積は心大血管以外は兼用可能

※脳血管疾患等リハ料（Ⅰ）：総合リハ施設とは
　PT・OT・STが」常勤で従事しており、理学療
　法、作業療法、言語聴覚療法のいずれもが適切
　にできる体制を整えている施設をいう

疾患別リハ料・施設基準（２）

90日まで
80点

専任医：1名
PTが1名以上

運動器・呼吸器：45㎡以上
（STは個別療法室8 ㎡以上）

呼吸器Ⅱ

150日まで
80点

専任医：1名
PT・OTのいずれか1名以上

運動器・呼吸器：45㎡以上
（STは個別療法室8 ㎡以上）

　

運動器Ⅲ
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疾患別リハの対象疾患（１）

急性疾患

・肺炎・無気肺等

・胸部外傷、肺梗塞、肺移
　

　植術後、COPDのLVRS、

　肺癌・食道癌・胃癌・肝

　臓癌・咽頭喉頭癌の術後
　

　等

慢性疾患

　COPD（重症度Ⅱ以上）、

　気管支喘息、気管支拡張
　

　症、間質性肺炎、塵肺、

　瀰漫性汎細気管支炎、神

　経筋疾患で気管切開下の

　患者、人口呼吸器の患者、

　肺結核後遺症等

　

急性疾患

　上・下肢の複合損傷、

　脊椎損傷による麻痺、

　体幹・上・下肢の外傷、

　体幹・上・下肢の骨折、

　切断・離断（義肢）、

　運動器の悪性腫瘍等

慢性疾患

　関節の変性疾患、

　関節の炎症性疾患、

　熱傷瘢痕による関節拘縮、

　運動不安定症等　　　　
　　　　　　　　　　　

急性疾患

・脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、
　

　脳外傷、脳炎、急性脳症（低酸素

　脳症等）、髄膜炎等

・脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳

　腫瘍摘出術などの開頭術後、てん

　かん重積発作等

・多発性神経炎（ギランバレー症候

　群）、多発性硬化症、末梢神経障

　害（顔面神経麻痺等）等

慢性疾患

　パーキンソン病、脊髄小脳変性症、

　運動ニューロン疾患、遺伝性運動

　感覚ニューロパチー、末梢神経障

　害、皮膚筋炎、多発性筋炎等

失語、失行、失認、高次脳機能障害

難聴。人工内耳術後の聴覚言語障害

手術、肺炎等による廃用症候群(＊)、

脳性麻痺等(＊)、　　　

　

呼吸器リハ運動器リハ脳血管疾患リハ

(＊)治療開始時のFIM:115、BI:85以下

除外規定に該当する患者

ア　脳性麻痺
イ　胎生期もしくは乳幼児期に生じた脳又は
　　脊髄の奇形及び障害：
　　（脳形成不全、小頭症、水頭症、
　　　奇形症候症、二分脊椎等）
ウ　顎・口腔の先天異常
エ　先天性の体幹四肢の奇形又は変形：、
　　（先天性切断
　　　先天性多発性関節拘縮症等）
オ　先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
カ　先天性又は進行性の神経疾患：
　　（脊髄小脳変性症、ｼｬﾙｺｰ・ﾏﾘｰ・ﾄｳｰｽ病
　　　進行性筋ジストロフィー等）
キ　神経障害による麻痺及び後遺症：
　　（低酸素脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・
　　　脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍
　　　腕神経叢損傷・坐骨神経損傷等回復に
　　　長期間を要する神経疾患等）
ク　言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自
　　閉症等の発達障害：（広汎性発達障害、
　　　注意欠陥性多動性障害、学習障害等）

ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症
SLE、スモン、筋萎縮性側索硬化症
強皮症、皮膚筋炎、多発性筋炎
結節性動脈周囲炎、ビュルガー病
脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ
パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺
　　　　　　　　　　　大脳皮質基底核変性症
　　　　　　　　　　　パーキンソン病）
アミロイドーシス、後縦靱帯骨化症
ハンチントン病、モヤモヤ病
ウエルナー肉芽腫症
多系統萎縮症（線条体黒質変性症
　　　　　　　オリーブ橋小脳変性症
　　　　　　　シャイ・ドレーガー症候群）
広汎脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死
混合性結合組織病、プリオン病
多発性神経炎（ギラン・バレー症候群）
黄色靱帯骨化症、シェーグレン症候群
成人発症スチル病、関節リウマチ
亜急性硬化性全脳炎　

　

キ　障害児（者）リハ料に規定する患者カ　難病リハ料に規定する患者

脳血管障害も
該当

疾患別リハの対象疾患（２）
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労災診療費算定基準

なしなしなしなし算定日数上限

100点ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料
（Ⅲ）

80点80点190点100点ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料
（Ⅱ）

180点180点250点250点ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料
（Ⅰ）

呼吸器運動器脳血管疾患等心大血管

• 医師が必要と認め、かつリハビリテーションの効果が認められるものは、健保点
数表に定める制限日数を越えて算定できるものとする。

• 入院中の傷病労働者に対し、訓練室以外の病棟等において早期歩行、ADLの
自立等を目的とした疾患別リハビリテーション料（Ⅰ）を算定すべきリハビリテーショ
ンを行った場合は、１単位につき３０点を所定点数に加算して算定できる。（ADL
加算）

• 労災保険では、早期リハビリテーション加算は、算定できない。

回復期リハ病棟入院料を算定できる疾患と
算定期間の上限

180日
　 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重

　 度の頚随損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷

④ 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神
　 経、筋又は靱帯損傷後

150日
2ヶ月以内

① 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下
　出血のシャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳
　症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、
　腕神経叢損傷の発症もしくは手術後、
　義肢装具訓練

② 多肢の骨折、大腿骨、骨盤、脊椎、股関節
　 または膝関節の骨折もしくは手術後

60日

90日

1ヶ月以内

90日2ヶ月以内

入院期間

2ヶ月以内

発症から入院

③ 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃
　 用症候群を有しており、手術後または発症後

疾患



24

複数医療機関併用と医療・介護併用の禁止
（平成１９年３月末の厚生労働省通達）

• 疾患別リハ・医学管理を１つの医療機関で実施している場
合、他の医療機関で、同一の疾患等に係る疾患別リハ料・
医学管理料を算定できない

　　⇒複数の医療機関のリハ併用（同一日に限らず）の禁止
　　⇒障害児者リハ料と疾患別リハ料の併用は可

• 同一の疾患等について「医療保険における疾患別リハ料
　　」を算定するリハを行って後、「介護保険におけるリハ」に

移行した日以降は「医療保険における疾患別リハ料」を算
定できない

　　⇒医療リハとデイケア・訪問リハ（介護・予防給付の両者）
　　の併用の禁止（デイサービスは可）

病床別の入院基本料
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入院基本料・管理料（1日につき）
・一般病院入院基本料　７対１入院基本料　　　　　1,555点
・亜急性期入院医療管理料（90日以内算定可能・
　　　　　　　　　　　　　　　　　在宅復帰率６割以上）2,050点　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

・回復期リハビリテーション病棟入院料１　　　　　　　1,720点　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
・回復期リハビリテーション病棟入院料２　　　 1,600点
　　　　　　　重症者回復加算　　：５０点
　　　（重症患者の３割以上が３点以上改善：入院料１のみ算定可）
　　　　　　　　　

　　　　　　　休日リハ提供加算　：６０点

　　　　　　　（休日に平均２単位以上実施？）

　　　　　　　リハ充実加算　　　　：４０点

　　　　　　　（１日平均６単位以上実施）

• 　回復期リハビリテーション病棟に入院する

　患者の日常生活機能の改善が目覚しい場合
　の評価
重症患者回復病棟加算　　　　　　　　５０点

　　回復期リハビリテーション病棟入院料１の加算
　[算定要件]
　　重症患者の３割以上が退院時に日常生活機能が一定以上

改善してること

回復期リハビリテーション病棟に対する評価

変わりなし
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医療療養病棟の評価の見直し

１，１９８ADL区分１
７５０

ADL区分２ １，７０９
１，３２０

８８５ADL区分３

医療区分３医療区分２医療区分１

１，４２４

１，７０５１，３４２

７８５ １，１９１ADL区分１

８８７ADL区分２

１，７５８１，３６９９３４ADL区分３

医療区分３医療区分２医療区分１

１，３６１

１，６４２１，２７９

７２２ １，１２８ADL区分１

８２４ADL区分２

１，６９５１，３０６８７１ADL区分３

医療区分３医療区分２医療区分１

現行

＊入院基本料１
　　　（２０：１）
　医療区分２・３
　が８割以上

＊入院基本料２
　　　（２５：１）

医療区分について　　　

医
療
区
分
２

【疾患・状態】
・筋ジストロフィー　・多発性硬化症　・筋萎縮性側索硬化症　・パーキンソン病関連疾患

・その他の難病（スモンを除く）

・脊髄損傷（頸髄損傷）　・慢性閉塞性肺疾患（COPD）
・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍　・肺炎　・尿路感染症

・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内　・脱水

・体内出血　・頻回の嘔吐　・褥瘡　・末梢循環障害による下肢末端開放創
・うっ血性潰瘍　・せん妄の兆候　・うつ状態　・暴行が毎日みられる状態

【医療処置】

・透析　・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養　・喀痰吸引
・気管切開　・気管内挿菅のケア　・血糖チェック

・創傷（皮膚潰瘍、手術創、創傷処置）

　　　　　　　　　　　　医療区分２・３に該当しない者医療区分１

【疾患・状態】

・スモン　・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態
【医療処置】

・中心静脈栄養　・２４時間持続点滴　・人工呼吸器使用　・ドレナージ法　・胸腹腔洗浄

・発熱を伴う場合の気管切開、気管内ソウ挿菅　・酸素療法　・感染隔離室におけるケア

医
療
区
分
３
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ADL区分について

ADL　0～10点ADL区分１

ADL　22～11点ADL区分２

ADL　23～24点ADL区分３

６６５４３２１０トイレ使用

６６５４３２１０食　　事

６６５４３２１０移　　乗

６６５４３２１０ベッド上の可動性

本動作
なし

全面
依存

最大の
援助

広範な
援助

部分的
援助観察準備自立

緩和ケア病棟入院料
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緩和ケア病棟施設基準

必要となる書類
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除外規定に必要となるレセプトコメント

①これまでのリハビリテーションの実施状況（期間及び内容）
②前月の状態との比較をした当月の患者の状態
③将来的な状態の到達目標を示した今後のリハビリテーション

計画
④FIM、BI、関節の可動域、歩行速度及び運動耐用能などの

指標を用いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由を
診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

　　ただし、リハビリテーション実施計画書を作成した月にあって
は、当該計画書の写しを添付することでも差し支えない。

⑤改善を要する期間の記載が必要

レセプトコメントの例文
• 　本患者は、2006年9月21日に脳出血を発症し、同

日開頭腫除去術を施行した。右片麻痺を認めたが、
術後に敗血症を合併したため、積極的なリハビリテー
ションが実施できるようになったのは術後40日目か
らであった。2007年2月中旬まで1日5単位週4日程
度のリハビリテーションを実施し、BIは45点から65
点に改善を認めた。3月末に標準的算定日数を超え
るが、BIの改善を引き続き認めており、リハビリ開始
が合併症のために遅れたことを考えると、１か月程
度のリハビリテーション継続により、更なる改善が
見込めると判断される。

改定診療報酬点数表参考資料
（平成２０年４月１日実施）：日本医師会（通称白本）より
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労災保険の場合

①算定日数の上限の除外対象者の場合
　　　レセプトへの除外コメントの記載または

　　　「労災リハビリテーション評価計画書」の添付

②算定日数の上限の除外対象とならない者の場合
　　　「労災リハビリテーション評価計画書」の添付

　　　

廃用症候群に係わる届出添付書類

前回の評価からの改善や変化７

改善に要する見込み期間６

介入による改善の可能性５

廃用の内容４

廃用に陥る前のADL３

臥床・活動性低下の期間２

廃用をもたらすに至った要因１

脳血管疾患等リハ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ算定している点数

（該当するものに○）

「１」の要因については、原因疾患等についても記載すること。
「３」については、「１」の要因が生じる直前のADLについて記載すること。

「４」については機能障害の種類、ADLの低下の程度等について記載すること。

「５」につては、どの程度までの改善を見込めるかについても記載すること。

「６」については、「５」で記載した状態までの改善に要する期間の見込みについて記載すること。

※　上記を月ごとに評価すること。
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廃用症候群に係わる届出添付書類：例文①

Barthel Index,寝たきり老人日常生活自立度や認知症性老人自立度を
利用する方法もある。歩行能力を使用する方法もある。いずれにせよ、
廃用に陥る前のADLを評価することは、リハビリテーション 目標設定をす
るうえで重要である。
　例）病前は、Barthel Index100点であり、社会生活能力において支障は
なかった。

　例）病前は、寝たきり老人日常生活自立度A-1、認知症性老人自立度
IIbだった。屋内生活は概ね自立していたが、ほとんど外出をしていなかっ
た。服薬管理に援助を必要としていた。

廃用に陥る前のADL３

原因疾患等の発症日から、リハビリテーション介入開始までの期間、な
いし、積極的なリハビリテーション（座位訓練開始等）までの期間を記載
する。
　例）重症呼吸不全発症から第7病日にベッドサイドリハを開始した。端座
位訓練を始めたのは第14病日、さらに、立ち上がり訓練を行ったのは第
21病日だった。この経過より、少なくとも14－21日間程度活動低下の期
間があったと判断する。

臥床・活動性低下の期間２

廃用をもたらすに至った要因 原因疾患等について記載する。
　例）肺炎・呼吸不全

１

脳血管疾患等リハ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ算定している点数

（該当するものに○）

廃用症候群に係わる届出添付書類：例文②

開胸術や開腹術などの侵襲が大きい手術、臓器不全などでも、比較的
若年で社会生活能力が高い方は改善の可能性が高い。一方、高齢者、
要介護者、認知症がある者、併存疾患が多い者では比較的軽症の疾患
でも廃用症候群をきたす。そのことを踏まえた上で、コメントを記載する。
　例）病前のADL・IADLは自立しており、リハビリテーション実施により改
善する可能性がある。

　例）もともと要介護状態で、廃用症候群に陥りやすかった。しかし、今回
起こした肺炎の治療は順調であり、また、早期よりリハビリ介入を行った
ところ、少しずつ起居動作能力が向上している。改善の可能性がある。

介入による改善の可能性５

リハビリテーションを行ううえで重要なものを中心に記載する。

・廃用性筋萎縮
・関節拘縮
・廃用性骨萎縮

・心機能低下および体力低下
・起立性低血圧
・精神機能低下

・褥瘡
　例）廃用性筋萎縮と心肺機能低下が目立つ。両下肢筋力はMMTにて2
～3レベルである。また、平行棒内歩行訓練などの軽労作で息切れが生
じる。脈拍が安静時75/分が歩行後110/分まで上昇する。少量頻回でな
いと訓練はできない。

廃用の内容４

脳血管疾患等リハ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ算定している点数

（該当するものに○）
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廃用症候群に係わる届出添付書類：例文③

どんな些細な改善も見逃さないようにする。その意味でBarthel Indexな
どの利用。ADLが低い場合には、Barthel IndexやFIMの変化が生じない。
その場合、経口摂取可否や寝返り、起き上がりの評価をする。
　例）FIM合計が35点から40点に改善した。
　例）前回、経鼻経管栄養だったが、嚥下訓練を行った結果、嚥下訓練
食の経口摂取が可能となった。

前回の評価からの改善や変化７

改善に要する見込み期間 経験則では、臥床・活動低下の期間の1～1.5倍程度のリハビリテーショ
ン期間を必要とする。

　例）積極的リハビリテーション開始まで約30日を要したため、リハビリテー
ション開始から改善まで30～60日程度の入院を要すると見込む。

６

脳血管疾患等リハ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ算定している点数

（該当するものに○）

通所リハの改訂（みなし指定）
　　　　　　　　　　（H21.4.1：介護保険改訂）

廃止80日／日3か月～

140日／日130日／日
1～3か月
以内

280日／日180日／日30日未満

短期集中リハ実施加算

要介護５×390－○

要介護４×360－○

要介護３×330－○

要介護２×300－○　

要介護１×270－○

１～２時間未満の短時間リハ　　

新設 改訂前 改訂後

30日／日○

理学療法士体制加算

240日／日（週2回
まで）○

認知症短期集中ﾘﾊ加算

230日／日（月8回
以上の場合）

20日／日

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃー ｼｮﾝマネジメント加算　

80日／日（月13回）
までー○3か月～

個別リハビリテーション加算　　

新設 改訂前 改訂後

※起算は退院・退所日から
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解説①
（平成21年度介護報酬改定に関する介護給付費

分科会・社会保障審議会：H20.12.26）

• 医療保険において、脳血管等疾患リハビリテー
ション又は運動器疾患リハビリテーションを算
定している病院・診療所については、介護保
険の通所リハビリテーションを行えるよう「み
なし指定」を行う。

• 個別リハビリテーションを20分以上実施した
場合に限り算定

• 研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧
師又は柔道整復師がサービスを提供した場合には、所定単
位数に50/100を乗じた単位数で算定

• 理学療法士等体制強化加算
※常勤かつ専従の理学療法士等を２名以上配置していること（１時間以上２

時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算）

• 短期集中リハビリテーション実施加算
※早期かつ集中的なリハビリテーションをさらに充実する観点から評価を見

直すとともに、退院・退所後から起算して３か月以内に限定にする。併せ
て、３か月以降の個別リハビリテーションについて、新たな評価を行なう

• 個別リハビリテーション加算
※退院・退所後から起算して３か月超に個別リハビリテーションを行なった

場合には、個別リハビリテーション加算を算定する（月１３回を限度）

• リハビリテーションマネジメント加算
※リハビリテーションの定期的な評価として位置づけるとともに、事務処理の

簡素化の観点から、月に１回評価を行うこととする（月に８回以上通所リ
ハビリテーションを行っている場合に算定）

解説②
（平成21年度介護報酬改定に関する介護給付費

分科会・社会保障審議会：H20.12.26）
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DPCとは
診断群分類に基づいた包括的支払い方式

診療報酬＝包括評価部分＋出来高部分

医療機関係数（機能評価係数＋調整係数）
　①　機能評価係数：診療録管理体制加算、医療安全体制加算など、
　　　　　　　　　　　
　　　　　病院の特徴を数値化したもの。
　　②　各医療機関毎、前年度出来高実績に等しくなるように配置され
　　　　　　
　　　　　た係数。

包括評価部分
　　＝診療群分類毎の1日当たりの点数×医療機関別係数×在院日数


