
平成 28 年度診療報酬改定について 

保険・福祉対策部 

 

一般社団法人日本作業療法士協会主催の「平成 28年度診療報酬・介護報酬情報等に関する作業療法

研修会」（平成 28年 3月 6日開催）の内容について、抜粋し報告する。 

 今回の改定において、入院早期から効率的に効果的なリハを実施し、速やかに地域生活に移行する

方向性がさらに打ち出された。作業療法士として効果を出さなければ次回改定での削除等の可能性も

あり、医療・介護いずれも自覚を持って仕事に取り組む必要があるといえる。 

 

＜留意点＞ 

・内容の詳細については、厚生労働省からの広報（省令、告示・説明会の資料等）や疑義解釈資料によ

り確認が必要である。今後、その都度発表される内容を各自確認の上、対応をお願いしたい。 

・改定情報は、厚生労働省のホームページ、一般社団法人日本作業療法士協会のホームページの「各部・ 

 委員会活動」→「保険対策委員会」で閲覧可能である。 

 

 

■平成 28年度診療報酬改定の概要 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点 

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点 

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点 

Ⅳ 効率化・適正化を通じて制度の持続可能性を高める視点 

 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点 

１．地域包括ケア病棟入院料の見直し 

・地域包括ケア病棟入院料（入院医療管理料を含む）の包括範囲から、手術、麻酔にかかる費用を除

外する。 

・集中治療室等を持つ保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料の届出病棟数に制限を設ける。 

 

２．歯科医師と連携した栄養サポートチームに対する評価 

院内又は院外の歯科医師が、栄養サポートチームの構成員として、栄養サポートチームとしての診 

療に従事した場合に算定する。 

栄養サポートチーム加算     (新) 歯科医師連携加算 50 点  ※入院基本料の加算 

 

３．退院支援に関する評価の充実 

病棟への退院支援職員の配置を行う等、積極的な退院支援を促進するため、現行の退院調整加算を

基調としつつ、実態を踏まえた評価を新設する。 

(新) 退院支援加算１（退院時1 回） 

イ  一般病棟入院基本料等の場合   600 点 

ロ  療養病棟入院基本料等の場合  1,200 点 

   



退院調整加算について、入院日数に応じた評価を廃止するとともに名称を改める。 

退院支援加算２   

イ  一般病棟入院基本料等の場合  190点   

ロ  療養病棟入院基本料等の場合  635点  

現行の新生児特定集中治療室退院調整加算を基調としつつ、新生児特定集中治療室に入院した患者

に対する退院支援に関する評価を新設する。   

 (新) 退院支援加算３  1,200 点（退院時 1 回） 

現行の地域連携診療計画管理料等を基調としつつ地域連携診療計画を策定・共有した上で、医療機

関間の連携を図っている場合についての評価を新設する。   

    退院支援加算   (新) 地域連携診療計画加算 300 点（退院時 1 回） 

    診療情報提供料（I）  (新) 地域連携診療計画加算 50 点 

 

４．機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し 

在宅医療を推進するために、機能の高い訪問看護ステーションを実情に即して評価する。また、超重 

症児等の小児を受け入れる訪問看護ステーションを増加させるために、超重症児等の小児の訪問看護 

に積極的に取り組む訪問看護ステーションを評価する。 

 

５．病院・診療所からの訪問看護の評価 

在宅医療のニーズの増大に対応した訪問看護の提供体制を確保する。 

（抜粋） 

精神科訪問看護・指導料  

保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士 週３日目まで 30分以上の場合 

575点 → 580点 

  退院前訪問指導料  555点 → 580点 

 

Ⅱ 患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点 

Ⅱ－３ 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進について 

 

１．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 

１）当該病棟におけるリハビリテーションの実績が一定の水準に達しない保険医療機関については、回

復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に対して、１日に６単位を超えて提供される疾

患別リハビリテーション料を、回復期リハビリテーション病棟入院料に包括する。 

＊当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実

績が一定の水準以上であるとともに、効果に係る実績が一定の水準を下回る場合。 

【算定要件】 

回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの提供実績が一定の水準以上であると

は、過去６か月間に当該保険 医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者に提

供された疾患別リハビリテーションの１日平均実施単位数が ６単位以上であることをいう。   

効果に係る実績が一定の水準を下回るとは、過去６か月間に当該保険医療機関の回復期リハビリテ

ーション病棟から退棟した全ての患者（計算対象から除外される患者を除く。）についての、①の総



和を②の総和で除したものが27未満である状態をいう。 

①退棟時のFIM得点（運動項目）から入棟時FIM得点（運動項目）を控除したもの 

②各患者の入棟から退棟までの日数を、当該患者の入棟時の状態に応じた算定上限日数で除した

もの 

［計算式で除外する対象］  

A）在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料を算定しなかった患者及び在棟中に死亡し 

た患者  

B）入棟日において次に該当する患者（毎月の入棟患者数の3割を超えない範囲で）①FIM運動項目

得点が20点以下のもの ②FIM運動項目得点が76点以上のもの ③FIM認知項目得点が25点未満

のもの ④年齢が80歳以上のもの 

C）高次脳機能障害の患者が過去６か月の入院患者の40％を超える保険医療機関では、高次脳機能障

害の患者の全て除外できる。（この場合、B）については、「毎月の入棟患者数の3割」を、「毎月の

入棟患者数のうち高次脳機能障害の患者を除いた患者数の3割」と読み替える。）  

D）在棟中にFIM得点（運動項目）が１週間で10点以上低下した患者は、低下の直前の時点をもって

退棟したものとみなしてよい。 

２）１）により回復期リハビリテーション病棟入院料に包括される疾患別リハビリテーションの実施

単位数を、リハビリテーション充実加算等の施設基準において用いる疾患別リハビリテーションの

総単位数に含まないこととする。 

 

２．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 

体制強化加算に、新たに専従医師が病棟外業務の行う場合の点数を新設 

回復期リハビリテーション病棟入院料 

体制強化加算 200点 → 体制強化加算 １  200点 

体制強化加算 ２  120点（新）  

 

３．ADL 維持向上等体制加算の施設基準の見直し等 

ADL維持向上等体制加算を増点し、内容を充実させる。 

ADL維持向上等体制加算 25点  → ADL維持向上等体制加算 80点 

                  専従又は専任者が６時間以上勤務した日に限り算定 

・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 

 

４．疾患別リハビリテーション料 

 脳血管疾患 運動器 廃用症候群 心大血管 呼吸器 

標準算定日数 180日 150日 120日 150日 90日 

施設基準Ⅰ 
245点 

147点 維持期 

185点 

111点 維持期 

180点 

108点 維持期 
205点 175点 

施設基準Ⅱ 
200点 

120点 維持期 

170点 

102点 維持期 

146点 

88点 維持期 
125点 85点 

施設基準Ⅲ 100点 85点 77点 ― ― 



60点 維持期 51点 維持期 46点 維持期 

維持期：要介護被保険者である場合：100分の60として計算  

実施する保険医療機関において、介護保険のリハビリテーションの実績がない場合：100分の80として計算 

目標設定等支援管理料の算定をしない場合：100分の90として計算 

 

１）初期加算、早期加算の算定要件等の見直し 

  ・リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増

悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハビリテーショ

ン加算の算定起算日を見直す。 

・疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。 

現行 改定 

心大血管疾患リハビリテーション料 

【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 

 

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） 

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 

脳血管疾患等リハビリテーション料 

【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 

 

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

者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から180日

以内に限り、その他のものについては最初に診断 

された時点から180日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 

【算定対象】  

運動器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150日以内    

 

運動器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

者はそれぞれ発症、手術又は急性増悪から150日

以内に限り、その他のものについては最初に診断

された時点から150日以内に限り所定点数を算定

する 

呼吸器リハビリテーション料 

【算定対象】 

呼吸器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 

【算定できる期間の起算日】  

 

呼吸器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） 

発症、手術若しくは急性増悪から７日目又は治療



治療開始日    開始日のいずれか早いもの 

 

 ２）廃用症候群リハビリテーション料の新設 

  廃用症候群に対するリハビリテーション料（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）を新たな疾患別リハビリテーシ 

  ション料として設ける。 

  （新）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 

【算定要件】 

対象：急性疾患等（治療の有無を問わない）に伴う安静による廃用症候群であって、一定程度以上

の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの。   

算定日数期限：廃用症候群の診断又は急性増悪から120 日以内に限り所定の点数を算定する。ただ 

し、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待でき 

ると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、120 日を超えて所定 

点数を算定することができる。  

 

３）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の普及を図るため、心大血管疾患リハビリテーション料の施設基

準の緩和等を行う。 

心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ  205点 → 205点 

心大血管疾患リハビリテーション料Ⅱ  105点 → 125点 

［施設基準］ 

現行：循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師又は心大血管疾患リハビリテーションの

経験を有する常勤医師が１名以上勤務していること。 

 改定：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。 

 

５．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 

 １）維持期リハビリテーションは 1月に 13単位に限り算定可能。 

 現行 改定 

対象 

脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

運動器ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

廃用症候群ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料 

要介護被保険者等である場合  本則の 100分の 90 本則の 100分の 60  

介護保険の ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実績

がない場合  

所定点数の 100分の 90に 

相当する点数により算定 

所定点数の 100分の 80に 

相当する点数により算定 

 ２）要介護被保険者等に対するリハビリテーションについて、機能予後の見通しの説明、目標設定の

支援等を評価する。 



     (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 

 ３）医療保険と介護保険のリハビリテーションについて、併給できる期間を拡大する。 

現行：要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、

医療保険における疾患別リハビリテーションを行った後、介護保険におけるリハビリテーシ

ョンに移行した日以降は、当該リハビリテーションに係る疾患等について、医療保険におけ

る疾患別リハビリテーション料は算定できない。 

改定：（上記同文にて省略）なお、目標設定等支援・管理料を算定してから 3月以内に、当該支援に

おける紹介、提案等によって、介護保険におけるリハビリテーションの内容を把握する目 的

で、１月に５日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテーションの提供を受ける場合

は当該「移行」に含まない。 

  

６．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 

医療機関外におけるリハビリテーションを疾患別リハビリテーションの対象に含める。 

 現行：届出施設である保険医療機関内において、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、 疾患別リハビリテーションとみなすことができる。 

 改正：届出施設である保険医療機関内において、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、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。  

 

７．リンパ浮腫の複合的治療等 

１）リンパ浮腫に対する複合的治療に係る項目を新設する。 

    (新)リンパ浮腫複合的治療料（１日につき）   １ 重症の場合       200点 

２ １ 以外の場合    100点 

【算定要件】 

（１）リンパ浮腫指導管理料の対象となる腫瘍に対する手術等の後にリンパ浮腫に罹患した、国際リ

ンパ学会による病期分類Ⅰ期以降の患者。Ⅱ期後期以降を重症とする。  

（２）重症の場合は治療を開始した月とその翌月は２月合わせて 11回を限度として、治療を開始した

月の翌々月からは月１回を限度として所定の点数を算定する。重症以外の場合は、６月に１回

を限度として所定の点数を算定する。  

（３）専任の医師が直接行うもの、又は専任の医師の指導監督の下、専任の看護師、理学療法士又は

作業療法士が行うものについて算定する。 

（４）弾性着衣又は弾性包帯による圧迫、圧迫下の運動、用手的リンパドレナージ、患肢のスキンケ

ア、体重管理等のセルフケア指導等を適切に組み合わせ、重症については１回 40分以上、それ

以外の場合は１回 20分以上行った場合に算定する。なお、一連の治療において、患肢のスキン

ケア、体重管理等のセルフケア指導は必ず行うこと。また、重症の場合は、毎回の治療におい

て弾性着衣又は弾性包帯による圧迫を行うこと（行わない医学的理由がある場合を除く。）。 

 



８．リハビリテーション専門職の専従規定の見直し 

 １）難病患者リハビリテーション料 （１日につき 640点） 

  現行：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。＊他の専従との兼任や、難病患者リハビリテーションを実施しない日に

おける他の業務への従事については規定がなく、認められていない。 

  改定：（省略）＊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任できることとする。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 

改定：専従の常勤言語聴覚士を求めるものについて、相互に兼任可能とする。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。 

 

９．摂食機能療法の対象の明確化 

１）対象者は、嚥下機能の低下の原因にかかわらない。 

  現行：摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して（中略）算定する。なお、摂食機能障 

害者とは、発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機

能に障害があるものをいう。 

改定：（上記同文にて省略 …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、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であって、 医学的に摂

食機能療法の有効性が期待できるものをいう。 

２）経口摂取回復促進加算の施設基準について、現行より短期のアウトカム基準を満たすことで届出

できる区分を設ける。 

経口摂取回復促進加算 185点 → 経口摂取回復促進加算 １ 185点  

経口摂取回復促進加算 ２ 20点（新） 

 

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点 

Ⅲ－２ 「認知症施策推進総合戦略」を踏まえた認知症患者への適切な医療の評価について 

１．身体疾患を有する認知症患者に対するケアの評価 

身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入について評価する。 

（新）  認知症ケア加算１  14日以内の期間   150点（１日につき） 

                      15日以上の期間    30点（１日につき） 

認知症ケア加算２   14日以内の期間    30点（１日につき） 

15日以上の期間    10点（１日につき） 

【施設基準】認知症ケア加算１ （抜粋） 

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。 

ア 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。 

 

２．診療所型認知症疾患医療センターの評価 

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。 

 

Ⅲ－３ 地域移行・地域生活支援の充実を含めた質の高い精神医療の評価について 

 

１．地域移行を重点的に進める精神病棟の評価 

集中的な退院支援と精神病床数の適正化に取り組む精神病棟を評価する。 

(新) 地域移行機能強化病棟入院料 1,527点(１日につき)   

(新) 重症者加算１ 60点(１日につき) 

 (新) 重症者加算２ 30点(１日につき) 

 (新) 非定型抗精神病薬加算 15点(１日につき) 

【施設基準】  

・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者が 15:１以上で配置されていること。うち

看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士が６割以上であること。  

（以下略） 

 

２．重症精神疾患患者に対する集中的な支援の推進 

長期入院後の患者等、自宅等で暮らす重症精神疾患患者に対する多職種協働の訪問支援や緊急時対応 

について、算定要件や施設基準を見直すことにより、より一層の普及を図る。 

精神科重症患者早期集中支援管理料 

 【施設基準】 

・作業療法士については常勤要件を設けないこととする。  

・往診や訪問看護については、いずれか一方について、 24時間対応可能な体制を整備すればよい

こととする。 

  

３．長期にわたる頻回の精神科デイ・ケア等の適正化 

・1年以上にわたってデイ・ケア等を実施する患者については、精神保健福祉士等による患者の意向の 

聴取等が行われる場合に限り、週 4回以上の算定を可能とする。  

3年以上にわたってデイ・ケア等を実施する患者については、週 4日目以降の評価を適正化する。 

現行：精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・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：精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科デイ・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 



・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）。 

 

４．身体合併症を有する精神疾患患者の 受入れ体制の確保 

一般病院において、身体合併症に対する入院治療が必要な精神疾患患者の受け入れや、精神症状を併

せ持つ救急搬送患者に対し精神科医が診療を行った場合の評価を新設する。 

(新) 精神疾患診療体制加算  

１ 精神科病院の求めに応じ、身体合併症に対する入院治療を要する 

精神疾患患者の転院を受け入れた場合         1,000点（入院初日） 

２ 身体疾患又は外傷と精神症状を併せ持つ救急搬送患者を精神科医が診療した場合                    

330点（入院初日から3日以内に1回） 

 

５．専門的な児童・思春期精神科外来医療の評価 

専門的な精神医療を提供している保険医療機関や特定機能病院が行う、 20歳未満の患者に対する通

院・在宅精神療法の評価を新設する。 

通院・在宅精神療法  児童思春期専門管理加算 

 (新) １ 16歳未満の患者に実施した場合             500点（1回につき） 

 (新) ２ 20歳未満の患者の病状の評価等を60分以上実施した場合  

1,200点（初診から３ヶ月以内に１回） 

[施設基準]  

(1) ①精神保健指定医に指定されてから5年以上主として20歳未満の患者の精神医療に従事した経

験を有する常勤精神保健指定医及び ②20歳未満の患者の精神医療に従事した経験1年以上を

含む精神科の経験3年以上の常勤医師が、それぞれ1名以上勤務していること。 

 (2) 専任の精神保健福祉士又は臨床心理技術者が1名以上配置されていること。 

（以下略）  

 

６．薬物依存症に対する集団療法の評価 

薬物依存症の患者に対し、標準化された方法で実施する集団療法の評価を新設する。 

 (新) 依存症集団療法 340点（１回につき） 

 [算定要件] 医師又は医師の指示を受けた看護師・精神保健福祉士等で構成される2人以上の従事者

（このうち１人 以上は、当該療法の実施時間において専従する医師、看護師又は作業療法士（いず

れも依存症集団療法に関する適切な研修を修了した者に限る）であること）が 実施した場合に､６

月以内に限り､週１回を限度として算定する｡ 

 

７．医師及び看護師による認知療法・認知行動療法の実施 

認知療法・認知行動療法に対応する医師の負担を軽減する観点から、医師の指示のもと、一定の知識



と経験を有する看護師が、認知療法・認知行動療法の各面接の一部分を実施する形式のものについて

も評価する。 

認知療法・認知行動療法 

（新） 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医と、 

看護師が共同して行う場合      350点 

 

Ⅲ－５ 小児医療、周産期医療の充実、高齢者の増加を踏まえた救急医療の充実について 

１．特に重症な患者のNICU等算定日数の延長 

新生児特定集中治療室管理料等において算定日数上限が延長される一部の先天性奇形等に、特別な治 

療を必要とする先天性心疾患を追加する。 

現行： 対象患者 15歳未満の小児   算定日数上限 14日 

改定： 対象患者 15歳未満の小児   算定日数上限 14日 

・15歳未満の小児のうち、急性血液浄化（腹膜透析は除く）を必要とする状態、心臓手術ハイリスク

群、 左心低形成症候群、急性呼吸窮迫症候群、心筋炎・心筋症、いずれかに該当する患者  21日 

・15歳未満の小児のうち、 体外式心肺補助（ECMO）を必要とする状態の患者         35日 

 

２．医療型短期入所サービス利用中の処置等の評価 

在宅療養指導管理料を算定しているために、入院外等では別途算定することができない医療処置等に

ついて、医療型短期入所サービス利用中に算定できることを明確化する。 

［処置等の例］ 中心静脈注射  鼻マスク式補助換気法  人工呼吸  留置カテーテル設置  導尿   等 


