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□ 目的 

 区リハビリテーション連絡協議会（以下、リハ協）のネットワーク拡大を図るために、介護報

酬改定で新設されたリハビリテーションマネジメント（以下、リハマネ）加算に係る情報交換の

機会を設けるための準備資料とする。

□ 実施機関 

 若松区リハ協、八幡東区リハ協、八幡西区リハ協、および北九州市保健福祉局保健医療課が合

同で実施した。

□ 調査の対象 

 ○当市の介護保険事業所として登録されている介護老人保健施設、及び通所リハビリテーショ

ン、訪問リハビリテーション事業所として登録されている医療機関 

   （介護老人保健施設）36 ヶ所 

   （医療機関）    66 ヶ所 

 ○調査基準日  平成 27 年 9 月 30 日 

 ○調査方法   アンケート用紙を郵送し、FAX による回答収集 

□ 調査結果 

１ 回収状況

調査対象機関 調査数 回答数 回答率 

介護老人保健施設 35 30 85.7% 

医療機関 66 54 83.1% 

２ 回答施設の概要

調査対象機関 回答数 通所リハ実施事業所 訪問リハ実施事業所 

介護老人保健施設 30 27 2 

医療機関 54 38 31 

（１）介護老人保健施設入所の状況 

 ①施設の加算届出状況

施設状況 回答数 

在宅強化型加算 1 

在宅復帰支援機能加算 13 

従来型 14 

回答無し 2 

半数の施設が「在宅強化型加算」「在宅復帰支援機能加算」を届出している。 

リハビリテーションマネジメントに関する調査結果
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 ②直近 3 ヶ月（H27.7～9 月）の退所先の状況 

退所者の約半数（46%）が入院で一番多く、入所前と同じ住まいが 19%、新たな住まいへの退

所が16%であった。

〔老健からの退所先〕 （内訳） 

人数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明 

入所前と同じ住まい 105 27 22 21 11 4 20 

新たな住まい（家族宅） 11 1 1 2 1 2 4 

新たな住まい（サ高住等） 77 12 16 16 14 8 11 

他の入所施設 74 5 5 18 20 9 17 

入院 259 24 27 62 63 37 46 

死亡 29 0 2 3 13 11 0 

その他 5 0 1 3 0 1 0 

合計 560 69 74 125 122 72 98 

 ③在宅復帰に向けて重点的に取組んでいること（複数回答） 

７割の施設が「入所前の情報収集」や「入所前の本人・家族への説明」に重点的に取組んでいた。 
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在宅復帰に向けた重点的な取組み（自由記載） 

・カンファレンスの内容充実を進めている 

・入所後訪問による生活課題と入所目標の明確化に力を入れ、在宅復帰強化を目指している。また

退所後は法定の退所後訪問に加え、退所後3か月の訪問を実施し、在宅生活の継続の為のフォロー

を行っている。 

・入所後訪問や退所前訪問に積極的に赴き、在宅復帰に向けてのプログラムの充実や家族、他サー

ビスへの助言を行ない、よりよい在宅生活になるようにしている 

・毎日カンファレンスを実施し、ADLにおける環境設定、介護方法の統一に務め自主性向上を図って

いる。またその他にも認知症に対して、症状進行予防の為個別対応やレクリェーション、ADL指導の

充実を図っている。 

・スタッフの充実で退所前訪問や担当者会議に対応。 

 ④現場での悩みや、他機関の取組みについて聞いてみたいこと（自由記載） 

・10 月からは在宅強化型での算定を行うが、その結果稼動率は80％台に。他施設でなにか対策をさ

れているところはあるか。 

・老健の利用として、通過型、往復型があるが、当施設では往復利用率が伸び悩んでいる。他施設の

状況を伺いたい。 

・短期集中リハ終了後のフォローアップについてどんな取組みや工夫をしているか。 

・自宅退院へ向けたフロア取組みについて情報交換したい。 

・入所・通所リハをどのように行っているか。入所と通所のリハ担当者を完全に分けると、通所は3名以

上のセラピストが必要になると思うが、どうしているか。 

・「参加や活動」の意思やその能力のない利用者が多くを占めているなかで、いかに今の制度で運営

していくか。 
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（２）通所リハビリテーションの状況 

通所リハビリテーションを実施している介護老人保健施設２７施設、および医療機関40施設の状況

は次のとおりである。 

 ①施設の加算届出状況

介護老人保健施設（n=27） 医療機関（n=38） 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 27 (100%) 36 (95%) 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 13 （48%) 19 （50%) 

短期集中個別リハビリテーション実施加算 23 (85%) 35 (92%) 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 13 （48%) 7 （18%) 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 11 (41%) 6 (16%) 

生活行為向上リハビリテーション実施加算 10 （37%) 9 （24%) 

〔社会参加支援加算の予定〕 

介護老人保健施設（n=27） 医療機関（n=38） 

取得準備中 7 (26%) 9 (24%) 

予定無し 8 （30%) 5 （13%) 

〔リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定状況〕 

リハマネⅡ加算 介護老人保健施設（n=27） 医療機関（n=38） 

算定あり 7 （26%) 8 （21%) 

届出はあるが算定なし 6 (22%) 11 (29%) 

届出なし 14 （52%) 19 （50%) 

「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」の届出は介護老人保健施設、医療機関とも約半数であっ

たが、算定に至っている機関は２割程度しかなかった。

「認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ、Ⅱ」の届出率は、医療機関と比べて介護老人保

健施設の方が高かった。

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定状況
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 ②「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」の算定にあたり、苦慮している点 

介護老人保健施設では「リハビリテーション会議に向けた日程調整」、「医師の参画」が上位であり、

医療機関では「スタッフの充実」、「リハビリテーション会議に向けた日程調整」であった。

リハマネ加算Ⅱの算定に苦慮している点（自由記載） 

・通所リハに求められる理想や役割をスタッフで共有する事。 

・ケアマネと利用目的の共有。 

・医師の協力体制 

・会議の日程調整（時間確保） 

・医師との日程調整に時間がかかる 

 ③１年間の通所リハ修了者数の状況 
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④「リハビリテーション目標」の設定について

リハビリテーション目標の設定において「興味・関心チェックシート」の普及が進んでいることが伺えた。 

（自由記載） 

（重複あり） 介護老人保健施設（n=27） 医療機関（n=38） 

施設独自の指標を作成 3 (11%) 8 (21%) 

興味・関心チェックシートの利用 19 （70%) 24 （63%) 

介護老人保健施設 

・通所利用の依頼後「本人」「家族」に対してサーベイを行うことで、状況とデマンドを利用前に整理し、そ

れを本人やケアマネと共有する作業を行なっている。その後担当者会議を行ない、利用判定をした後

に利用してみると、ある程度リハ会議なども理想に近づいている。 

・アセスメントシートを訪問時に本人、家族と一緒に実施し、現在の生活状況を把握している。 

・面接にて本人の希望、ニーズやご家族の意向を確認している（基準にしている）。 

・日常の看護介護活動やADL評価、ケアプラン等を通じて状況を把握している。 

・送迎時の家族情報収集やサービス担当者会議時の自宅問題点を抽出し、目標の充実を図っている。 

医療機関 

・居宅介護支援計画との整合性が取れたものにするため、その計画原案にリハビリの観点から修正が必

要な場合はケアマネジャーにお願いしている。 

・ケアプランと利用者・家族への面談、自宅訪問により室内外状況、自宅周辺の環境を考慮し、目標を設

定し、本人・家族に提示している。 

・家族・ケアマネジャーの希望、目標を元にセラピストが最大限能力を利用した目標を提案している。 

・計画書作成時に本人の生活状況やADL上の悩みを確認の上、目標を設定している。 

・利用者の希望やケアプラン等から目標設定を行ってたが、曖昧さや現実的でないと課題があった。興

味関心チェックシートは当施設の大半を占める状態像の利用者にはマッチングしていない印象。 

・利用者の生活での改善点、困っている点などを目標に設定している。 

・各理学療法士に一任。 
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 ⑤現場での悩みや他機関に聞いてみたいこと 

通所リハ（介護老人保健施設） 

・既存の利用者に対してﾘﾊﾏﾈⅡへ移行する場合のメリットや効果などの家族に対しての説明の方法 

・リハ会議の調整や利用者、家族への説明、導入方法。また自宅生活継続の為の生活支援への取組み

についても情報交換したい。 

・地域のコミュニティとのつながりを作る事に苦慮している。 

・重度の利用者の活動参加に伴う目標設定が難しい。 

・算定している施設ではどのような体制や工夫で運営されているのか訊いてみたい 

・入所と通所リハビリの兼ね合い。どちらも訪問やカンファレンスがあるので時間的に厳しい。 

・リハ専門職としてのモチベーションと施設全体のモチベーションなど様々な課題がある。 

・今回の改訂で決まった複数のフォーマットをどのように簡潔に、スピーディーに作成するか。 

通所リハ（医療機関） 

・他機関の現状を聞く場がない。もっと気安くお互いに聞きあえる雰囲気がほしい。 

・通所リハの利用が目標となっていることが多く、なかなか達成による終了が難しい。 

・リハ会議の内容、会議の時間設定、医師による説明と同意に関してなど（DC以外の日に開催している

か、提供時間内にしているかなど） 

・日々の記録についてほとんどの施設では手書きなのでしょうか？ 

・医師の会議参加のスケジュール調整や体制、計画立案見直し時の分担、計画書の情報量が多く内容

が見にくいが他に工夫点があれば。 

・リハビリの内容、書類管理の仕方、新規獲得への取組み、サービス終了に持っていく際の工夫点、リハ

会議の仕方・説明等 
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（３）訪問リハビリテーションの状況 

  訪問リハビリテーションを実施している介護老人保健施設２施設、および医療機関３１施設の状況は

次のとおりである。 

 ①施設の加算届出状況 

介護老人保健施設（n=2） 医療機関（n=31） 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅰ 2 (100%) 28 （90%) 

リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ 2 (100%) 12 （39%) 

短期集中リハビリテーション実施加算 2 (100%) 28 （90%) 

〔社会参加支援加算の予定〕 

訪問リハ実施機関（n=33） 

取得準備中 9 (27%) 

予定無し 5 （15%) 

〔リハビリテーションマネジメント加算Ⅱの算定状況〕 

リハマネⅡ加算 訪問リハ実施機関（n=33） 

算定あり 5 （15%) 

届出はあるが算定なし 9 (27%) 

届出なし 19 （58%) 

「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」を届出しているのは約４割であり、算定に至っている機関

は２割に満たなかった。届出・算定とも通所リハビリテーションより割合が低かった。
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 ②「リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ」の算定にあたり、苦慮している点 

6
9

10
7

10
0

7

0 5 10 15

利用者の了解を得ること

利用者を取り巻く構成員の理解を得ること

医師の参画

リハビリテーション会議に向けた書類の準備

リハビリテーション会議に向けた日程調整

基準限度額の超過

スタッフの充実

リハマネⅡ加算に苦慮している点
訪問リハ

リハマネ加算Ⅱの算定に苦慮している点（自由記載） 

・情報提供書を依頼するが送付されてくるまで時間を要す。また、活動性の低い利用者が 3か月に一

度指示医の診察に来院するのは難しいと思う。 

・医師の参画や理解を得ることが非常に難しい。 

 ③1年間の訪問リハ修了者の状況 

 ④「リハビリテーション目標」の設定について 

（重複あり） 訪問リハ実施機関（n=33） 

施設独自の指標を作成 13 (39%) 

興味・関心チェックシートの利用 14 （42%) 

通所リハビリテーションと比較すると施設独自の指標を用いている割合が高く「興味・関心

チェックシート」の活用度合は低かった。 
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目標設定の工夫（自由記載）

・居宅サービス計画書 

・現在は当院を退院した方のみを対象としており、退院後の生活状況確認やフォローとして、最長 6 ヶ

月間を基本としてサービスを提供している。 

・興味・関心チェックシート利用できる方は利用しているが、該当する利用者は少ないため、独自の指

標で作成していることが多い。 

・ケアプランと利用者・家族への面談、自宅訪問により室内外状況、自宅周辺の環境を考慮し目標を

設定。 

・出来るだけ訪問リハだけで完結するのでなく、通所サービスに繋げるよう心掛けている。

・評価等について現在整理中の為、一般的な定型の評価（FIM等）を現在は使用している。 

・対象の方とのコミュニケーションをとる時間をサービス時間外でも取れるように、時間的な余裕を取っ

ている。 

・基本的に１利用者に対し複数担当者制にして目標設定や訓練内容に偏りが生じにくい様にしてい

る。 

・利用者と一緒に生活目標を立て、必要に応じて見直しを行っている。 

 ⑤現場での悩みや他機関に聞いてみたいこと 

・訪問リハを利用される方は、訪問リハの治療を受けたことに満足をして生活自体の変化がない方が

いる。 

・①訪問スケジュールの都合により担当がリハ会議に出席できないこともある ②リハマネⅡについて

は算定可能なケースが少ない 

・かかりつけの病院や医師との連携の取り方や書類作成の工夫についてお聞きしてみたい 

・リハ会議の開催場所や医師の介入状況（医師のスケジュール管理も難しいと思うので）など 

・訪リハを開始するまでの手順が複雑で、他職から理解が得られにくい。開始までに時間がかかる。 

・かかりつけ医との連携について（多くの科や病院にかかっている際の情報収集とマネジメントについ

て）早期退院等によりハイリスク利用者への対応に伴う情報を集めることに時間を要するため。 

・訪問診療が出来ない場合、受診が常に問題となり医師やCMに理解を得ることが難しい状況。他の

施設が訪問診療を行ってない場合にどの様に対応しているのか聞きたい。 

・質の向上に向けての取組みを知りたい。他機関の加算の取得状況を知りたい。 

・リハマネ加算Ⅱを算定している機関はどのようにして医師、ケアマネの協力を得ているのか。 

・ヘルパーやデイサービスでのADL（入浴など）動作指導を介護職員等に実施したいが、サービス利

用中に訪問リハビリの併用が不可の為、時間が取れない。 

・駐車場のないお宅への訪問 
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（４）リハビリテーションマネジメントの推進 

  ①リハビリテーションマネジメントを推進するために必要なこと 

(リハマネ推進に必要なこと：自由記載） 

通所リハ（介護老人保健施設） 

・利用者、家族の理解 

・書類を分かりやすくする 

・しっかりと現状、業務量に合ったデイケアの人員基準を定めて欲しい。曖昧にせずに。 

・地域リハビリテーションの意味を社会で共有し、理解すること。 

通所リハ（医療機関） 

・当施設の場合、リハマネジメントを推進すると利用者の廃用症候群を予防できなくなります。訓

練量の確保が一番の課題です。 

・主治医の意見、情報収集、リハ会議参加の促しがどれほど出来るかが重要と思われる 

・リハビリテーションに対するケアマネジャーの理解 

・加算が算定できる期間が短いこと、在宅期は疾病管理や健康管理が難しくかつ大切になるた

め、もう少し長期的な視野で見てほしい。また算定に伴うぺーパーが多くかつ作業が煩雑なた

め、簡素化して欲しい。介護計画と抱き合わせられないか？ 

通リハ医師にようやく活躍の場ができたため、とても良いことだと思う。積極的に算定したい。 
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訪問リハ 

・訪問リハを利用される方は通所系サービスを拒否される方が多い。他のサービスで自立の芽

が出る方法を検討する必要がある。 

・医師の在宅ケアに対しての理解と協力 

・居宅に連絡ノートを置き活用する（本人、家族、ケアマネ、訪リハ、その他利用中サービス間の

相互連絡） 

・ケアマネジャーのリハ的考え方の理解、本当は興味チェックなどはケアマネが使うとよい。 

・訪リハセラピストの質+マネジメント力を向上させるキャリアアップ研修が必要。POS合同の実務

者研修が年1回あるが、それだけでは不十分。 

・何よりリハ職として利用者に必要なことなどを見極める力とリハビリで行うべきことを適切に遂行

していくことが必要だと思う。それをしっかり持った上で、他職種やご家族とどの様に協力して

いくかを考える力も必要。 

（５）地域リハビリテーションに関する情報交換の機会について 

老健 

施設 

（n=30） 

医療 

機関 

（n=54） 

合計 

１．通所リハサービスに関する情報交換の場に参加したい 20 30 50 

２．訪問リハサービスに関する情報交換の場に参加したい 4 24 28 

(1) 既存の研修会等に参加しているので充分 

（老健協会リハ部会勉強会等） 
0 1 1 

(2) 今回の調査結果について、情報交換に参加したい 6 18 24 

(3) 通所、訪問リハについてもっと勉強する機会が欲しい 9 27 36 

３．他サービスも含めた地域情報の交換の場に参加したい 12 14 26 

(1) 他職種、他サービスの人たちと情報交換する機会が欲しい 19 22 41 

(2) 立場の違うリハ職と情報交換する機会が欲しい 12 21 33 

(3) 区リハビリテーション連絡協議会の活動に参加したい 5 13 18 

□ まとめ 

○介護報酬改訂から６ヶ月経過時点でのリハマネ加算の実態が明らかになった。 

○新設されたリハマネⅡ加算については、算定要件でもある「定期的な会議の開催」や「医師の参画」

の調整に苦慮している傾向があり、算定まで至っている事業所は通所リハで 1/4、訪問リハで 1/5
に満たないという段階であることが分かった。

○これまで以上に多職種の日程調整や他機関の協力確保などマネジメント能力が求められるため、

同じサービス分野での情報交換と職種間交流の場の両方を求めていることが伺えた。


