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テーマ名                                豊島病院 

「リハビリテーション総合計画評価料」算定漏れ防止の取組 

サークル名 ＫＧＴ 

メンバー名 リハビリテーション科 ◎○北川真喜子 三尾晴美 

平井素子 郡由美子 中澤史江 

１ テーマ選定理由 リハビリ科では、患者にリハビリを実施した単位（時間）に応じ診

療報酬上の定められたリハビリ料を請求している。病院経営を取り巻く環境が厳しくなる

なか、リハビリ科として当院の収益向上に貢献する（いわゆる「落ち穂拾い」）必要がある

と考え今回はリハビリ料以外の「リハビリテーション総合計画評価料（以下、リハ計画料）」

に着目し、当科の更なる収益向上を目指して QC 活動を行った。 

２ 現 状 「リハ計画料」は入院･外来の区別なく患者 1 人につき月 1 回 300 点算定する

ことができる｡活動開始時点では､算定実績は入院患者算定率 70％（148/209 件）、外来患者

算定率 68％（69/101 件）であった｡又､外来患者に 90％以上算定しているセラピストは 4
月実績では僅か 13％であった｡本来算定すべきリハ計画料がなぜ算定されていないのか検

討する必要があった。 

３ 問題点 以下の 3 つの視点から問題を整理した。（ア）個人因子：セラピストが算定に

対しての受け身体制、忘れても気にしない様子（イ）環境因子：統一作成手順なし、電子

カルテ活用なし、算定漏れ防止システム未整備（ウ）他者因子：他職種との協働不足 

４ 改善策 （ア）個人【セラピストの意識改善】毎月算定実績を開示（数値化）､ミーティング

で算定励行声掛け､算定漏れのあった件は個々のセラピストに伝える（イ）環境【作成手順の

簡略化･見える化】フローチャート作成､手順･作成期限の明確化､患者本人が署名できない際病

棟看護師が代わりに説明･署名をもらう体制整備（ウ）他者【リハビリクラーク･病棟看護師との

協働】クラークに外来通院患者の月初め算定促し､病棟看護師に､リハ計画書入力を必須業務

とし､患者本人から署名がもらえないケースへの署名取得の協力をそれぞれ依頼した。 
５ 結 果 ①セラピスト別算定状況:担当外来患者から 90％以上算定しているセラピストは

100％（4 月 13％）と改善があった｡②算定率:QC 活動「改善策」を施行した 5 月～9 月末

までの期間で外来 98％入院 92％へと改善した｡③意識調査:リハビリ科スタッフ･クラーク､病棟

看護師各 18 名対象に質問紙で意識調査を実施した｡結果からリハビリ科スタッフ･クラークは､個

人レベルでの意識が改善し算定行動に結びついていることが分った｡一方で､病棟看護師との

連携に関して不十分であるとの意見が多かった｡病棟看護師はリハ計画書を約 9 割認知して

いた｡一方で作成の手順や方法･電子カルテ入力についての理解が不十分であることが分った。 

６ 今後の課題と考察 リハ計画料の算定率をさらに向上させ「リハ計画料」を全てのリ

ハビリ処方されている患者から算定するため、以下に今後の課題を挙げる。①算定防止シ

ステムの構築 ②病棟看護師との連携強化 ③リハ計画料を算定できないケースの対応検

討 これらの検討を継続して実施し、さらなる収益の向上に努めていきたいと考える。 
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テーマ名                                豊島病院 

「リハビリテーション総合計画評価料」算定漏れ防止の取組 

 

サークル名 ＫＧＴ 

メンバー名 リハビリテーション科 ◎○北川真喜子 三尾晴美 

平井素子 郡由美子 中澤史江 

 
１． テーマ選定理由 

リハビリテーション（以下、リハビリ）科では、患者にリハビリを実施した単位（時

間）に応じて診療報酬上の定められたリハビリテーション料を請求している。これは

リハビリ科の収益の柱である。それ以外のリハビリ科収益として、患者退院前には「退

院時リハビリ指導料」、退院前に家屋評価へ訪問した際には「退院前訪問指導料」、毎

月リハビリを実施するにあたり患者・家族への説明と同意を得るために「リハビリテ

ーション総合計画評価料（以下、リハ計画料）」などを算定することができる。病院経

営を取り巻く環境が厳しくなる中で、さらにリハビリ科として当院の収益向上に貢献

する（いわゆる「落ち穂拾い」）必要があると考えた。そこで、今回はこの「リハ計画

料」に着目し、リハビリ科の更なる収益向上を目指して QC 活動を今年 4 月か 11 月初

旬まで行った。 
 

２． 現 状 

「リハ計画料」は入院・外来の区別なく患者 1 人につき月に 1 回算定することがで

きる。その診療報酬は 300 点である。QC 活動を開始した 4 月時点では、リハ計画書の

作成は紙ベースで医師もしくは医療秘書が作成し、完成するとその都度担当のセラピ

ストが患者もしくは家族に説明し署名をもらい算定していた。4 月を例に算定実績をみ

ると入院患者算定率 70％（148／209 件）、外来患者算定率 68％（69／101 件）であっ

た。患者本人が意識障害、認知症などで署名できず、さらに家族が来院しないためリ

ハ計画書に署名がもらえないケースを除いても、算定率としては低い数値となってい

ることがわかった。さらには、外来患者に 90％以上算定しているセラピストは 4 月実

績ではわずか 13％にとどまっていた。本来算定すべきリハ計画料がなぜ算定されてい

ないのか。リハビリ科の収益向上のために検討する必要があった。 
 

３． 問題点 

リハ計画料の算定率が低い原因は何なのか、その問題点を以下に挙げた。 
(ア)個人因子 

・セラピストはリハビリ医の完成させたリハ計画書が手元に届くのを待っている
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受け身体制 
・セラピストが交付や算定を忘れても気にしていない様子 

(イ)環境因子 

・リハ計画書の作成手順が統一されていない 
・電子カルテが活用されていない 
・リハビリ医の業務負担が大きい 
・計画料算定漏れを防止するシステムがない 

(ウ)他者因子 

・リハビリ医やセラピスト以外の他職種からリハ計画書作成の協力が得られてい

ない 
 

４． 改善策 

(ア)個人：セラピストの意識改善 【写真１】 

・毎月の算定実績の開示（数値化） 
・朝ミーティングにおいて、締め切り近い月末週に算定励行の声掛け 
・算定漏れのあった件は個々のセラピストに伝える 

 
 

(イ)環境：作成手順の簡略化・見える化 【図１】 

・作成手順を考え直し電子カルテを活用して作成する方法を試行しながら修正し

確立 
・最終的にはフローチャートを作成し、見える化することでセラピストのみでな

く病棟看護師にも作成手順がわかるようにした。師長会で報告し協力を呼び掛け 

【写真１】
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・作成の期間や期限を明確化「だれが、いつもらうのか」 
・2 回目以降の作成手順の見直し 
・リハ計画書に患者本人が署名できない際、リハビリ医が署名をもらう方法を廃

止、病棟看護師が代わりに説明・署名をもらう体制を整備 

 
 

(ウ)他者：リハビリクラーク・病棟看護師との協働 【写真２】 

・リハビリクラーク：外来通院の月初めにセラピストに声掛けし算定を促す 
・病棟看護師：入院時の最初の月にリハビリ処方された患者のリハ計画書の看護

師記入欄に入力すること必須とし、患者本人から署名がもらえないケースには病

棟に患者家族が面会に来た際に署名をもらうように協力依頼をした。 

 

【図１】

【写真２】

ご家族へのお知らせを掲示 家族署名用ファイルを病棟に保管 
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５． 結 果 

① セラピスト別 

担当外来患者から 90％以上算定しているセラピストが 100％となった。4 月の

13％という数値と比較すると向上著しく、セラピスト個人がリハ計画料を算定し

ようという行動を起こした結果となった。 
  

② 算定率 

【図２】からわかるように、QC 活動の「改善策」を施行した 5 月から 9 月まで、

全体的に見て右肩上がりに算定率は増加した。外来・入院ともに QC 活動開始時

は約 70％であった算定率が外来 99％・入院 92％まで向上した。これは作成手順

の簡略化やリハビリクラーク・病棟看護師など他者の協力も得られたからの結果

と考える。 
 
【図２】ＱＣ活動を開始してからのリハ計画料算定率の変化 

 
 
 
 

③ 意識調査（アンケート）【資料１】【資料２】 

QC 活動終盤にリハビリ科スタッフ・クラーク計 18 名と病棟看護師に計 18 名に

質問紙にて意識調査を実施した。 
 

「改善策」開始

QC 活動期間 

（％）
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・リハビリ科スタッフ・クラーク 

【図３】の結果より、個人レベルでの意識が改善したこと、環境を整えること

によりリハ計画料を算定しようというセラピストの行動（アクション）に結びつ

けることができたことが分る。しかしながら、他職種（特に病棟看護師）との連

携に関しては、QC 活動前と比較すると改善はしているも、依然として不十分であ

ると考えるセラピストが半数以上いることが分かり、今後の課題であると考える。 
 
 

【図３】リハビリ科スタッフ・クラークへＱＣ活動を振り返り意識調査の結果  

（ｎ＝18） 

 
                         （％） 

 
・病棟看護師  

全病棟の看護師をランダム抽出し合計 18名を対象に以下の質問をした【図４】。

結果が示すように、リハ計画書そのものについては約９割の病棟看護師が認知し

ていた。一方で、看護師が記入する必要があることや、電子カルテ上で作成する

ことができるなど、作成することについて認識がある病棟看護師はまだ約 4 割～6
割程度にとどまっていることが分った。さらに、患者本人から署名がもらえない

場合に病棟看護師がセラピストに代わって説明・サインをするという業務につい

ては約 7 割の看護師が業務として認識していた。今回のこの意識調査結果は、対

象病棟看護師の経験年数も様々であり、また QC 活動前との比較がないため、全

病棟看護師の認識とは言いがたいが、今後の課題を示唆する結果となった。 
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【図４】病棟看護師へリハ計画書について意識調査をした結果   （ｎ＝18） 

（％） 
 

６． 今後の課題と考察 

   QC 活動を終え、リハ計画書の算定率をさらに向上させ「リハ計画料」をすべてのリ

ハビリ処方されている患者から算定するために、以下に今後の課題を３つ挙げる。 
① 算定防止システムの構築：現状では、リハ計画料を患者 1 人につき月に 1 回算定

していなくても、未収患者一覧などとして挙げられることがなかった。月末にこ

れら未収患者一覧があれば、セラピストの算定漏れを防止することができる。そ

のため、今後はこれらの体制をリハビリ二次システムの整備や医事科の協力も得

ながら強化していくことが必要であると考える。 
② 病棟看護師との連携強化：リハビリ科セラピスト・病棟両者の意識調査の結果か

ら、当科と病棟看護師との連携が不十分であることが分かった。まだ病棟看護師

に「リハ計画書」入力業務の認識が不十分であり、また病棟ごとでも認識に差が

あるため、今後追加調査する必要性がある。当科からの啓発の強化、新人や中途

採用者など職員の入れ替わりの際に、その都度、病棟看護師に説明していくきめ

細かい支援体制を整備する必要性があると考える。 
③ リハ計画料を算定できないケースの対応検討：今回の活動では分析することがで

きなかったが、患者本人が署名できず、さらには家族も来院されない場合や、キ

ーパーソン不在などリハ計画書は作成したが算定できないケースが多数を占めて

いると予測できる。そのようなケースに対しての統一した対応を決める必要性が

高いと言える。 
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【資料１】 

リハ科 QC アンケート               平成 28 年 11 月 1 日 

  
 
 

この度は、QC 活動にご理解とご協力をありがとうございました。 
QC 活動発表は 11 月 17 日（木曜日）です。活動の集大成として、リハ科の皆様からのご感想とご

意見を頂きたく、お手数ですが以下のご質問にお答え願います。 
 
 
質問１ 今回の QC 活動であなたのリハ計画書をとろうという意識は高まりましたか？ 
 

はい  ・   どちらともいえない/わからない   ・   いいえ 
 
 

質問２ 今回の QC 活動であなたはリハ計画書をがんばってとろうと行動しましたか？ 
 

はい  ・   どちらともいえない/わからない   ・   いいえ 
 
 
質問３ 今回の QC 活動中にあなたは病棟の協力（主に看護師の入力や家族からの署名取得）は得

られていると感じましたか？ 
  

はい  ・   どちらともいえない/わからない   ・   いいえ 
 
 
質問４ あなたは今回の QC 活動全体を通じて、業務改善の良い活動であったと感じましたか？ 
 

はい  ・   どちらともいえない/わからない   ・   いいえ 
 

 
 

ご協力ありがとうございました。 
 

締切 平成 28 年 11 月２日 
 

回収 北川の座席横のボックスへ                 QC メンバー一同 
 

リハスタッフ・クラーク

対象に紙面で実施 
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【資料２】 

病棟向けアンケート 
 
Q１ リハビリテーション総合実施計画書について知っている 
 

はい・いいえ 
 
 
Q２ リハビリテーション総合実施計画書は新患でリハ処方されたら、ナースが BI 入力すること

を知っている。 
 

はい・いいえ 
 
 
Q３ リハビリテーション総合実施計画書の入力を電カル上でしたことがある 
 

はい・いいえ 
 
 
Q４ 本人から署名がもらえないときに、青ファイルに入ったリハ計画書にて、病棟ナースが家族

に説明して署名をもらうことを知っている。 
 

はい・いいえ 
 

病棟看護師をランダムに 18 名

口頭で質問し回答を得た。 
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