
トピックス 平成２８年度診療報酬改定 直前研修会

日本作業療法士協会 制度対策部 保険対策委員会 H28.3.6

〇疾患別リハビリテーション料及び入院料等についての改定

・回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価

・回復期リハビリテーション病棟入院料体制強化加算の施設基準見直し

・ＡＤＬ維持向上等体制加算の施設基準の見直し等

・初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

・廃用症候群リハビリテーション料の新設

・要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等

・心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直し

・生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充

・運動器リハビリテーション料の評価の充実

・リハビリテーション専門職の専従規定の見直し

・リンパ浮腫の複合的治療等

・摂食機能療法の対象の明確化等 など

以下に述べる内容は一部抜粋によるものであり、詳しい内容は、厚生労働省のホームページまたは OT 協会ホー

ムページ「各部委員会活動」→「保険対策委員会」などご確認ください。また、質問等については、OT協会ホー

ムページ「会員向け情報はこちら」→「ご相談、お問合せ窓口」→「医療保険・介護保険制度について」または

「上記以外の相談・お問合せ」などご利用ください。

回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価

現行 患者１人１日あたり、疾患別リハビリテーションは９単位まで出来高算定

↓

改定後改定後改定後改定後 リハビリテーションの効果に係る実績が一定の水準に達しない場合、疾患別リハビリテーション

は６単位まで出来高算定（６単位を超えるリハビリテーションは入院料に包括（※）・・急性疾

患の発症後６０日以内を除く

リハビリテーション料の一部が包括される場合リハビリテーション料の一部が包括される場合リハビリテーション料の一部が包括される場合リハビリテーション料の一部が包括される場合

①提供実績を相当程度有し、②効果に係る相当程度の実績が認められない状態が、３カ月ごとの

集計・報告で２回連続した場合。

・①は過去６か月間に退棟した患者の数が１０名以上で、入院患者に対して提供されたリハビリ単位が１日

平均６単位以上である状態をいう。

・②は、実績指数（「各患者の在棟中の ADL スコアの伸びの総和」を「各患者の（入棟から退棟までの日数）

/（疾患毎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）の総和」で割ったもの）が２７未満

である場合。

・②における ADL スコアの評価は、ＦＩＭの運動項目（９１点満点）を用いる。

・②の算出は、ＦＩＭ運動項目７６点以上、２０点以下、高齢者（８０歳以上）、FＩＭ認知項目２４点以下

を入棟患者の３割を超えない範囲で、また高次脳機能障害の患者（入棟患者の４割以上を占める保険医療

機関に限る）を全て計算対象から除外できる。

〈経過措置〉平成２８年４月１日以降の患者を評価対象とし平成２９年１月１日から実施。



回復期リハビリテーション病棟入院料回復期リハビリテーション病棟入院料回復期リハビリテーション病棟入院料回復期リハビリテーション病棟入院料 体制強化加算の施設基準の見直し体制強化加算の施設基準の見直し体制強化加算の施設基準の見直し体制強化加算の施設基準の見直し

体制強化加算に、新たに専従医師が病棟外業務を行う場合の点数を新設

改定後改定後改定後改定後 回復期リハビリテーション病棟入院料 体制強化加算１ ２００点

体制強化加算２ １２０点（新）

（施設基準省略）

ADLADLADLADL 維持向上等体制加算の施設基準の見直し等維持向上等体制加算の施設基準の見直し等維持向上等体制加算の施設基準の見直し等維持向上等体制加算の施設基準の見直し等

現行 ADL 維持向上等体制加算 ２５点

（患者１人１日につき、入院日から起算し１４日間算定）

※疾患別リハビリテーション等との併算定は不可

↓

改定後改定後改定後改定後 ADLADLADLADL 維持向上等体制加算維持向上等体制加算維持向上等体制加算維持向上等体制加算 ８０点８０点８０点８０点

（患者１人１日につき、入院日から起算し１４日間算定）

※疾患別リハビリテーション等との併算定は不可

※専従又は専任者が６時間以上勤務した日に限り算定

初期加算、早期加算の算定要件等の見直し初期加算、早期加算の算定要件等の見直し初期加算、早期加算の算定要件等の見直し初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

【心大血管疾患リハビリテーション料】

現行 （算定対象）心大血管疾患リハビリテーション料の算定患者のうち入院中のもの

（算定できる期間の起算日）治療開始日

↓

改定後改定後改定後改定後 （算定対象）心大血管疾患リハビリテーション料の算定患者のうち入院中のもの

（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）

（算定できる期間の起算日）発症、手術若しくは急性増悪から７日目又は治療発症、手術若しくは急性増悪から７日目又は治療発症、手術若しくは急性増悪から７日目又は治療発症、手術若しくは急性増悪から７日目又は治療

開始日のいずれか早いもの開始日のいずれか早いもの開始日のいずれか早いもの開始日のいずれか早いもの

【呼吸器リハビリテーション料についても上記同様に改定】

【脳血管疾患等リハビリテーション料】

現行 （算定対象）脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者のうち入院中等のもの

（標準的算定日数の起算日）それぞれ発症、手術又は急性増悪から１８０日以内に限り所定点数を

算定する

↓

改定後改定後改定後改定後 （算定対象）脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者のうち入院中等

のもの（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）（急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る）

（標準的算定日数の起算日）急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、、、、

手術又は急性増悪から手術又は急性増悪から手術又は急性増悪から手術又は急性増悪から１８０日１８０日１８０日１８０日以内に限り以内に限り以内に限り以内に限り、、、、その他のものについてはその他のものについてはその他のものについてはその他のものについては

最初に診断された時点から最初に診断された時点から最初に診断された時点から最初に診断された時点から１８０日１８０日１８０日１８０日以内に限り所定点数を算定する以内に限り所定点数を算定する以内に限り所定点数を算定する以内に限り所定点数を算定する

【運動器リハビリテーション料については、脳血管リハビリテーション料の下線部を１５０日１５０日１５０日１５０日としたものと同

様】



廃用症候群リハビリテーション料の新設廃用症候群リハビリテーション料の新設廃用症候群リハビリテーション料の新設廃用症候群リハビリテーション料の新設

（新）（新）（新）（新） 廃用症候群リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料廃用症候群リハビリテーション料 （１単位）

１ 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ １８０点

２ 廃用症候群リハビリテーション料Ⅱ １４６点

３ 廃用症候群リハビリテーション料Ⅲ ７７点

要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等要介護被保険者の維持期リハビリテーションの介護保険への移行等

改定後改定後改定後改定後 要介護被保険者に対する維持期のリハビリテーション料（※）

本則の１００分の６０に減算

維持期リハビリテーションを提供する医療機関に介護保険のリハビリテーションの実績が

ない場合（※）

所定点数の１００分の８０に減算

※平成３０年４月１日以降は原則として対象外。

（新）目標設定等支援・管理料（新）目標設定等支援・管理料（新）目標設定等支援・管理料（新）目標設定等支援・管理料

１ 初回の場合 ２５０点

２ ２回目以降の場合 １００点

目標設定等支援・管理料を算定してから３か月間は、１月に５日を超えない範囲で、医療保険と介護

保険のリハビリテーションの併給が可能

（算定要件等は省略）

心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直し心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直し心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直し心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準の見直し

改定後改定後改定後改定後 心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ ２０５点

心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ １２５点１２５点１２５点１２５点

（施設基準）心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ

心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担

当する医師（非常勤を含む）及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師

（非常勤を含む）がそれぞれ１名以上勤務していること。

生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充生活機能に関するリハビリテーションの実施場所の拡充

改定後改定後改定後改定後 届出施設である保険医療機関内において届出施設である保険医療機関内において届出施設である保険医療機関内において届出施設である保険医療機関内において、、、、治療治療治療治療、、、、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、、、、

疾患別リハビリテーションとみなすことができる疾患別リハビリテーションとみなすことができる疾患別リハビリテーションとみなすことができる疾患別リハビリテーションとみなすことができる。。。。また、当該保険医療機関外であっても以下を全て

満たす場合は疾患別リハビリテーションとみなすことができる。なお、訓練の前後において訓練の前後において訓練の前後において訓練の前後において、、、、訓練場訓練場訓練場訓練場

所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。所との往復に要した時間は、当該リハビリテーションの実施時間に含まない。

１日３単位１日３単位１日３単位１日３単位までとする。

（算定要件は一部抜粋、一部省略）

①移動の手段の獲得を目的として、道路の横断、エレベーター、エスカレーターの利用、券売機、改

札機の利用、バス、電車、乗用車等への乗降、自動車の運転等、患者が実際に利用する移動手段を

用いた訓練を行うもの。

②特殊な器具、設備を用いた作業（旋盤作業等）を行う職業への復職の準備が必要な患者に対し、当

該器具、設備等を用いた訓練であって当該保険医療機関内で実施できないものを行うもの。



③家事能力の獲得が必要である患者に対し、店舗における日用品の買い物、居宅における掃除、調理、

洗濯等、実際の場面で家事を実施する訓練（訓練室の設備ではなく居宅の設備を用いた訓練を必要

とする特段の理由がある場合に限る。）の訓練を行うもの。 ―以下省略―

運動器リハビリテーション料の評価の充実運動器リハビリテーション料の評価の充実運動器リハビリテーション料の評価の充実運動器リハビリテーション料の評価の充実

現行 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） （１単位）１８０点

↓

改定後改定後改定後改定後 〃 （１単位）１８５点１８５点１８５点１８５点

リハビリテーション専門職の専従規定の見直しリハビリテーション専門職の専従規定の見直しリハビリテーション専門職の専従規定の見直しリハビリテーション専門職の専従規定の見直し

改定後改定後改定後改定後 １．難病患者リハビリテーション料１．難病患者リハビリテーション料１．難病患者リハビリテーション料１．難病患者リハビリテーション料 （１日につき６４０点）

専従する２名以上の従事者（理学療法士又は作業療法士が１名以上、かつ、看護師が１名以上）

が勤務している。

※あらかじめ難病患者リハビリテーションを行わないと決めている曜日等において、他のリハビ

リテーション等の専従者と兼務できることとする。また、当該リハビリテーションを実施してい

ない時間帯は、別の業務に従事できることとする。

２．言語聴覚士の「専従」に関する規定２．言語聴覚士の「専従」に関する規定２．言語聴覚士の「専従」に関する規定２．言語聴覚士の「専従」に関する規定

専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼務可能とする。ただし、摂食機能療法経

口摂取回復促進加算については、前月の摂食機能療法の実施回数が３０回未満である場合に限る。

リンパ浮腫の複合的治療等リンパ浮腫の複合的治療等リンパ浮腫の複合的治療等リンパ浮腫の複合的治療等

改定後改定後改定後改定後 １１１１．．．．（新）リンパ浮腫複合的治療料（新）リンパ浮腫複合的治療料（新）リンパ浮腫複合的治療料（新）リンパ浮腫複合的治療料

１ 重症の場合 ２００点 （１日につき）

２ １以外の場合 １００点 （ 〃 ）

２．リンパ浮腫指導管理料２．リンパ浮腫指導管理料２．リンパ浮腫指導管理料２．リンパ浮腫指導管理料 算定要件算定要件算定要件算定要件の実施職種に作業療法士を追加する。

摂食機能療法の対象の明確化等摂食機能療法の対象の明確化等摂食機能療法の対象の明確化等摂食機能療法の対象の明確化等

改定後改定後改定後改定後 １．摂食機能療法の対象者は、嚥下機能の低下の原因にかかわらない。

（算定要件）－省略―

・・・後遺症により摂食機能に障害があるもの、及び他に内視鏡下嚥下機能検査内視鏡下嚥下機能検査内視鏡下嚥下機能検査内視鏡下嚥下機能検査、、、、嚥嚥嚥嚥

下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる患者下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる患者下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる患者下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できる患者であって、医学的に摂食機

能療法の有用性が期待できるものをいう。

２．経口摂取回復促進加算２の新設。

経口摂取回復促進加算１ １８５点

経口摂取回復促進加算２経口摂取回復促進加算２経口摂取回復促進加算２経口摂取回復促進加算２ ２０点（新）２０点（新）２０点（新）２０点（新）

（施設基準）

経口摂取回復促進加算２

過去３月間に摂食機能療法を開始した入院患者（転院、退院した者を含む）で、摂食

機能療法開始時に胃瘻を有し、胃瘻の造設後摂食機能療法開始までの間又は摂食機能

療法開始前１月以上の間経口摂取を行っていなかったものの３割以上について、摂食

機能療法を開始した日から起算して３月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態

（



内服薬又は水分を不定期に経口摂取以外の方法で摂取する状態を含む）へ回復させて

いること。 （患者の除外規定あり 省略）

○○○○小児医療領域について小児医療領域について小児医療領域について小児医療領域について

今回は作業療法士の名が明記された改定はありませんが、小児医療分野では、小児かかりつけ医の評価の新設

など重症小児の在宅医療への円滑な移行を促すものになっているようです。訪問分野で影響がでてくる地域もあ

ると思われます。ここでは、機能強化型訪問看護ステーションの要件見直しを一例として記載しておきます。詳

細は厚労省ホームページなどご覧ください。

機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し（厚生労働省保険局 2016年 2月 25日）

●現行

[機能強化型訪問看護管理療養費１]
ハ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計 20回以上
ホ 居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置すること

[機能強化型訪問看護管理療養費２]
ハ 訪問看護ターミナルケア療養費又はターミナルケア加算の算定数が年に合計 15回以上
ホ 居宅介護支援事業所を同一施設内に設置すること。

↓

●改定後

[機能強化型訪問看護管理療養費 1]
ハ 次のいずれかを満たすこと。

1 ターミナルケア件数※を合計した数が年に 20以上
2 ターミナルケア件数を合計した数が年に 15以上、かつ、超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数
が常時 4人以上

3 超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時 6人以上
ホ 居宅支援介護支援事業所を同一施設内に設置すること。なお、ハにおいて②又は③に該当する場合は、障害

者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者と連携

することが望ましい。

[機能強化型訪問看護管理療養費２]
ハ 次のいずれかを満たすこと。

1 ターミナルケア件数を合計した数が年に１５以上

2 ターミナルケア件数を合計した数が年に１０以上、かつ、超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した

数が常時３人以上

3 超重症児及び準超重症児の利用者数を合計した数が常時５人以上

ホ 居宅介護支援事業所を同一敷地内に設置すること。なお、ハにおいて②又は③に該当する場合は、障害者総

合支援法に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法

に基づく指定障害児相談支援事業者と連携する事が望ましい。



○○○○精神科領域について精神科領域について精神科領域について精神科領域について

長期入院精神障害者の地域移行を促す箇所の改定が目立ちます。精神科訪問看護の評価（一律+５点）と精神
科地域移行支援の評価の充実（１０点から２０点に）。地域移行機能強化病棟入院料の新設（1527点）。精神科
重症患者早期集中支援管理料の算定要件の緩和（ＯＴが非常勤でも可）。長期にわたる頻回の精神科デイケア等

の適正化（これについては詳しく下に記します。）身体疾患等と精神症状を併せ持つ患者の受け入れ体制の確保

として精神疾患診療体制加算の新設。専門的な児童・思春期精神科外来医療の評価として児童思春期専門管理加

算の新設。依存症集団療法の新設（ＯＴも明記されてます）。認知行動療法の職種に看護師が加わる。いわゆる

「総合病院」の精神病棟における手厚い医師配置の評価として精神科急性期医師配置加算の新設。精神科リエゾ

ンチームの条件の緩和と評価の充実（200点が 300点へ）。向精神薬の適切な処方の促進です。詳しくは厚労省
のホームページをご覧下さい。一例として精神科デイケアの改定について記しておきます。

○精神科デイ・ケア等に係る課題と論点（中医協 2015年 10月 23日）
[課題]
・精神科デイ・ケア等は、再入院の予防や慢性期患者の居場所の提供等において重要な役割を果たしている一

方、長期に漫然と実施すれば、却って患者の社会復帰を妨げかねない危険性がある。

・精神科デイ・ケアの開始から 1年が経つと、IADLはほぼ一定になることが知られている。
・これらのことを踏まえて、平成 26年度診療報酬改定においては、精神科ショート・ケア、精神科デイ・
ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアを一年以上提供している場合の評価を見直し、最初に

算定した日から一年を経過した後は、算定できる回数を週に 5回までとした。
[論点]
・精神科デイ・ケア等については、現状、開始から 1年を超えても週 5回までは算定できることとされているが、
長期にわたる頻回の利用については、就労・就学や、就労系サービスや自立訓練（生活訓練）等、日中の活動

の場を提供する障害福祉サービスの利用等を含め、より自立した生活への移行を促すよう、診療報酬上の評価

を見直してはどうか。

長期かつ頻回の精神科デイ・ケア等の適正化（厚労省 2016年 3月 4日）
●現行

[精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア] [精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア] [精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア] [精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア]
注 1年を超える期間に行われる場合は、週 5日を限度として算定する。
↓

●改定後

[精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア精神科ショート・ケア] [精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア精神科デイ・ケア] [精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア精神科デイ・ナイト・ケア] [精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア精神科ナイト・ケア]
注 1年を超える期間に行われる場合は、週 5日を限度として算定する。ただし、週 4日以上実施する場合には、
以下の要件を全て満たすこと。

○医学的に特に必要と判断されること

〇精神保健福祉士等が聴取した患者の意向に沿った診療計画に基づいて実施されること

○月 14回以上デイ・ケア等を提供する患者の割合が 8割未満であること。またはデイ・ケアの実施期間の平
均が 12か月未満であること。

注 3年を超える期間に行われる場合であって、週 4日以上実施する場合には、週 4日目以降、所定点数の 100
分の 90に相当する点数により算定する（1年以上の長期入院歴を有する患者を除く。）（ショート・ケアを



除く）

○○○○認知症領域について認知症領域について認知症領域について認知症領域について

身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価として認知症ケア加算が新設されています。また、新たに設

置された診療所型認知症疾患医療センターが行う認知症の鑑別診断等について、病院に設置されている基幹型

及び地域型の認知症疾患医療センターと同様の評価を設けるよう改定されています。

身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価（厚生労働省保険局医療課 平成 28年 3月 4日）
●認知症ケア加算の新設

認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１ イ 14日以内の期間 150点（１日につき）
ロ 15日以上の期間 30点（1日につき）

認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２ イ 14日以内の期間 30点（1日につき）
ロ 15日以上の期間 10点（１日につき）

・身体的拘束を実施した日は、所定点数の 100分の 60に相当する点数より算定。
・対象患者は、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」におけるランクⅢ以上に該当する者。

[算定要件]
認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１

(1) 認知症ケアチームと連携して認知症症状を考慮した看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期
的にその評価を行う。

(2) 看護計画作成の段階から、退院後に必要な支援について、患者家族を含めて検討する。
(3) 認知症ケアチームは、①週 1回程度カンファレンス及び病棟の巡回等を実施するとともに、②当該保険医療
機関の職員を対象とした認知症患者のケアに関する定期的な研修を実施する。

認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２

病棟において、認知症症状を考慮した看護計画を作成し、当該計画を実施するとともに、定期的にその評価を

行う。

[施設基準]
認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１認知症ケア加算１

1 以下から構成される認知症ケアチームが設置されていること。

ァ 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師（精神科・神経内科の経験５年以上又は

適切な研修を修了）

イ 認知症患者の看護に従事した経験を５年以上有し適切な研修（600時間以上）を修了した専任の常勤看
護師

ウ 認知症患者等の退院調整の経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福祉士

なお、アからウまでのほか、患者の状態に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士が参加する

ことが望ましい（保医発 0304 第 1号 5-2）
2 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し、保険医療機関内に配布活用すること。

認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２認知症ケア加算２

1 認知症患者が入院する病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等について研修（9時間以上）を受け
た看護師を複数名配置すること。

2 身体的拘束の実施基準を含めた認知症ケアに関する手順書を作成し保険医療機関内に配布し活用すること。


