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精神科医療サービス資源の再配置に関する研究 

【研究要旨】 

目的・内容 

我が国において、長期に入院生活を送っている精神障がい者の社会復帰と、入院治療中心の医

療から地域生活を支える医療への転換は 30 年来の政策課題となっている。政策については近年積

極的な議論が行われ、目標値の設定や重点課題の設定が行われている。それに呼応して、精神科

の入院医療においても、地域移行や合併症への対応、重症患者への対応、認知症への対応、児童

思春期や摂食障害、アルコール依存などの分野への対応といった治療・活動内容への評価が多数

設定されてきている。しかし実際の患者の動きをみると、新規の入院患者の平均残存率は低下し

てきているものの、歴史的長期在院者の地域移行は進んでおらず、さらに認知症患者の入院が急

増しており、新たな長期在院者となりつつあるという状況である。民間病院の割合が高い精神科

病院においては、どの程度、政策の方向性を診療・経営方針に反映するかは個別の病院の判断に

もっぱら依存している。 

本研究では、政策で目指されているような経営転換（社会復帰の促進、急性期への重点化、地

域生活支援等）を行うということが病院にとってどのような経験であるのかということを記述す

ることと、病院へのインタビューにより、意思決定の流れがどのようになっているか、経営の課

題等について個別の事情を明らかにすることを目的とした。これにより、政策目標の達成のため

にどのように病院に働きかけていくべきかという示唆を得ることができると期待される。 

調査の方法 

 医業経営コンサルタントへのインタビュー (ア)

複数の病院の事情に関する客観的な情報を得るために、３名の医業経営コンサルタントに対し

て個別にインタビューを実施した。インタビュー内容は①現在の精神科病院の全体的状況につい

て（収支状況、収益をあげている事業/あげていない事業、経営の経年的変化、患者層の変化、現

在の課題に関するコンサルタントおよび病院の認識、今後の経営の方向性）、②在宅医療関連サー

ビス/居住系サービス等の展開の可能性であった。平成 22 年７月に実施した。 

 精神科病院へのインタビュー (イ)

４病院に対して訪問・インタビューを実施した。インタビュー内容は①病院の沿革や体制（そ

の病院の特色に応じて、その特色を持つにいたった経緯など）、②近年の経営状況（経営面での変

化、診療報酬改定への対応、患者層の変化、職員の専門性の変化、病棟機能の分化）、③現在の課

題、④入退院の状況（ルート、調整部門の活動、社会復帰の支援等）、⑤他院との連携、⑥認知症

のケアの状況であった。 

 経営転換シミュレーション (ウ)

平成１９年の 6 月 30 日調査データに基づき、精神病棟入院基本料（15 対１）60 床の１病棟を

標準的病棟とし、パターン①：現状維持（特別な取り組みは行わず、現在と同様の患者の入退院

がある場合）、パターン②：精神科地域移行実施加算の影響（5 年以上の患者を 5%以上退院させ
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た場合）、パターン③：在宅医療への部分転換（徐々に減床、減床で出た余剰の看護師は訪問看護

を行う）、パターン④：その他の入院料を取得する、パターン⑤：介護老人保健施設への転換の場

合の経営がどのように変化するかについてシミュレーションを行った。 

 

調査の結果 

 医業経営コンサルタントへのインタビュー (ア)

３名の医業経営コンサルタントに、以下の項目についてインタビューを行った。 

①現在の精神科病院の全体的状況について：収支状況、収益をあげている事業/あげていない事

業、経営の経年的変化、患者層の変化、現在の課題に関するコンサルタントおよび病院の認識、

今後の経営の方向性 

②在宅医療関連サービス/居住系サービス等の展開の可能性 

１．現在の全般的経営状況 

 過去に比べて（特に入院部分の）利益は薄くなってきているものの、過去からの蓄積もか

なりあるため、危機感が薄いか、かえって保守的になる。 

 精神科病院の場合、医療機器などの高コスト設備投資は不要のため、建替えせず古い設備

を使用している場合、かなり貯蓄がある病院も存在する。 

 長期入院が主体の場合、収入の見通しがたちやすく、コストを削減すれば利益が出るので

経営は安定する。急性期治療を主体にすると、コンスタントに患者を獲得できない病院は

経営が不安定になる。また、人件費等のコストを削減してきた結果、既に職員の士気が低

下しているような場合、改革に乗り出すこともできなくなる。 

 未だ地域、及び他の医療機関との連携が不十分で閉鎖的な医療機関が多い。 

 長期入院がメインの病院だと、ほとんど外来機能ははたらいていない。そうなると外から

人が来ないし地域からも隔絶されてしまう。 

 経営者の考え方が政策の変化に対応しておらず、古いと感じることがある。 

 精神病棟入院基本料を算定している病院では、早期加算・長期減算があるので、長期の患

者を抱え込むと確実に収益が低下していくが、それに気が付いていない病院が多い。 

 外部のコンサルタント等との接触が少なく、経営の能力に疑問があることも多い。 

 いまだに閉鎖的処遇、20 人の畳の大部屋という医療機関が存在することも事実である。（認

知症の人の転倒転落を防ぐため等の理由づけがなされる） 

 社会復帰施設を複数持っている病院は先進的なようにみえるが、「人が来るからなんとなく

やっている」意識のところも多くある。補助金があるので収益が薄くてもよく、補助金が

削られればやめてしまうこともある。また、本体の病院と社会復帰施設の連携が不十分で

あることも多い。 

２．近年の診療報酬改定への対応 

 精神科地域移行実施加算は、病床が空くことによる減収をカバーできるものではなく、積
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極的な退院促進にはつながっていない。 

 精神療養病棟入院料における重症者加算は今のところ、ほぼ 100%の患者に対し算定され

ており、実質減収とはなっていない。ただし、今後の診療報酬改定で重症度評価の方法が

細分化される可能性があり1、そうなれば 100%算定するわけにはいかなくなるだろう。 

 経営を考えると、病床を維持しつつ急性期を展開し、そこで収入に余裕が出た分少しずつ

長期を減らしていくという方法しか採れない。 

３．認知症・介護への取り組み状況 

 今までのメインの患者層ではなく、ケアの方法が不適切（患者の認識を否定したり、拘束

を用いるなど）なことも多々ある。 

 本来はユニット化など、認知症にふさわしい治療環境を整えることが必要である。他の疾

患の患者と同じ病棟にいると、お互いに不安定になってしまう。 

 長期在院ではなく、薬物調整後早期に退院することが望ましいが、出口がないことも多い。 

 介護保険に関する知識が不足している。 

 精神科の看護師が介護を行うことが増えてきており、この対応が難しい場合もある。 

 一般科の病院との連携を誤ると、身体疾患の状態によらず認知症だというだけで一方的に

患者を送られることになってしまう。すぐに患者を送らせるのではなく精神科病院から対

診に出向いて、身体症状の治療を含め方針を相談する方がよい。徐々に役割分担ができれ

ば、メールや FAX でも方針決定はできるだろう。顔も見たことがない関係で連携ができる

わけがない。 

 認知症患者への対応を契機に、在宅サービスの展開や他の医療機関との連携ができ、地域

に向け開かれる可能性も出てきている。家族が見学に訪れることもある。 

 精神療養の人員配置基準に介護職も加えてはどうか。看護師を増やさずにケアを手厚くで

きる。看護師ばかりを増やすのは非効率である。 

 精神療養病棟入院料や認知症治療病棟入院料では処置等がほとんど包括されているので、

患者の高齢化によって処置が必要となる（合併症等）場合に経営が苦しくなる。統合失調

症か認知症かわからないような患者が増えており、誤嚥性肺炎、褥瘡、胃ろう等の処置が

必要な人が増えている。ほとんどが要介護４～５に該当する状況であり、行き先としては

介護療養型医療施設が該当する。 

４．今後の方向性 

 現状分析を行って専門性を明確にする必要がある（認知症・児童思春期・アルコール・急

性期・合併症、在宅医療）。 

 在宅医療は、今まで考慮していなかった「時間」というファクターが加わる。時間がかか

ると採算が取れないことをどのように解決するか。 

                                                  
1 平成 24 年度診療報酬改定で、重症度評価は細分化された。 
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５．経営転換の契機・可能性・課題 

 代替わり、建物の老朽化による建て替えが経営転換の契機となることがほとんど。 

 減床は閉院以外、かなり難しいのではないか。経営転換するにしても、急性期で収入に余

裕が出た分徐々に長期入院を減らすという方法しか取れないのではないか。 

 まずは地域のニーズ（新規入院患者の入院ルート、疾患、入院形態）を把握して、経営方

針を決める必要がある。 

 相談支援事業やデイケア、リハビリテーション、訪問看護などを始めて、そこから新規の

患者を獲得していくことを勧めている。 

 病院スタッフから家族へのコミュニケーションについても、改善の余地がある。説明不足

により家族が不安になり、退院を受け入れないこともある。 

 認知症や合併症のケアを行う上で一般医療にも理解のある看護師が必要とされているが、

魅力ある病院でなければ、よい職員を集めることができない。 

 このままでは、死亡退院で患者が減り、立ち行かなくなる。認知症の人の居場所がないの

だから病床を減らさなくてもよいと思うが、職員の質は変える必要があるだろう。 

 サービスがばらばらにある状態では、地域生活を支えることができず、本人や周りの人の

人権を脅かすことにもなりうる。現在の制度では社会復帰を進めることはできない。自立

支援法では市町村がケアマネ的役割を行うはずだが、現状はそうなっていない。熱心な病

院が行政に相談しても熱意がないことが多い。病院だけでは取り組みが不十分である。 

 病床を減らして現状の収入を維持するのは非常に厳しい。病院運営に支障がないくらいま

での収益をどこまで減らせるのかということを考えなければならない。 

６．共通して言及された課題 

 精神科病院の閉鎖性：外来機能をほとんど果たしていないような病院では新規患者が獲得

できない。また、地域との接点が少なく、地域にサービスを展開しようとしても受け入れ

られないことが多い。その結果入院患者を抱え込むことになる。 

 受け身の医療・経営：「来た患者」を漫然と留めおくことを前提とした発想から抜け出せて

いない。デイケアや作業療法などを展開しても、目的が明確でなく、内容に工夫がみられ

ないことが多々ある。漫然と大人数で行う活動から、充実したプログラムで回転させると

いう転換が必要。 

 身体疾患への対応：一般病院との連携に関する課題や、看護師の専門性（どちらもわかっ

ている人が少ない）の課題がある。 

 

３名のコンサルタントが個別の病院とのかかわりの中で得た見解は以上のとおりであった。長

期在院患者を減らすことが経営的には相当のダメージとなること、また長期入院を主体とした経

営から急性期やその他の機能に特化した経営への転換は、臨床面においても経営面においても、

病院に対し劇的な変化を要求するものであることが伺える。 
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 精神科病院へのインタビュー (イ)

４つの精神科病院の経営者、職員に対しインタビューを行った。そのうち３つの病院について

は訪問・見学を行った。 

 経営転換シミュレーション (ウ)

１）方法 

シミュレーションの範囲について 

本調査研究では２つの病棟（標準的病床 60 床 2 病棟）をシミュレーションの単位とした。 

転換パターンの設定 

パターン①現状維持（120 床の病棟で月あたりの入院退院がそれぞれ 10 件） 

パターン②精神科地域移行実施加算の影響（5 年以上の患者を 5%以上退院させた場合） 

パターン③在宅医療の展開（徐々に病床数を減床、減床で出た余剰の看護師は訪問看護を行う） 

パターン④その他の入院料（認知症治療病棟入院料１、精神科急性期治療病棟入院料１、精神

科救急入院料１）を取得する場合 

パターン⑤介護老人保健施設への転換 

以上のパターンを設定した。 

使用データ 

シミュレーションを行うにあたり、以下のデータを使用した。 

 6 月 30 日調査データ（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課「精神保

健福祉資料」（2008）） 

 平成 22 年度病院報告（厚生労働省） 

 平成 22 年度病院運営実態分析調査（全国公私病院連盟） 

 平成 22 年賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 

２）結果 

パターン①現状維持（特別な取り組みは行わず、現在と同様の患者の入退院がある場合） 

１カ月あたりの新規入院患者数を 10 人と想定した（100～149 床の精神科病院で１病院・１カ

月あたり平均 11.6 人、150～199 床の精神科病院で１病院・１カ月あたり平均 13.8 人）2。1 カ月

以内の入院については、日数（14 日、16 日）で人数を案分した。月あたりの収入（入院料のみ）

は 30,297 千円となる。 

パターン②精神科地域移行実施加算の影響（入院期間5年以上の患者を5％以上退院させる場合） 

入院期間が 5 年以上である患者を毎年 5%退院させた場合の試算は以下のとおりである。5 年後

にはパターン②の病棟は入院患者が 110 人となり、パターン①（現状維持）の病棟に比較して月

                                                  
2平成 22 年度病院報告 
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2,400 千円の減収となり、精神科地域移行実施加算による 330 千円ではカバーできない。減収分

を補うためには、現状の 1 月あたりの新入院患者 10 名に加え、3 名の新入院患者を獲得すること

が必要となる（3 カ月以内に退院）。その場合、必要な病床数は 118 床となる。 

パターン③在宅医療への部分転換（徐々に減床、減床で出た余剰の看護師は訪問看護を行う） 

徐々に在宅医療に力を入れる（病床を徐々に減らし、余剰となった看護師（2 人～8 人）が訪問

看護を行う）場合の収支の推移は以下のとおりである。120 床を 終的に 80 床にし、余剰となっ

た 8 人の看護師で訪問看護（2 人で 5 人を訪問）を提供した場合、153,765 千円/年の減収となる。

さらに、退院した患者が大規模デイケアを週 5 日利用した場合、減収は 79,845 千円/年となる。

退院した患者が大規模デイナイトケアを週 5 日利用した場合、減収は 43,941 千円/年となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算（平成 22 年度病院運営実

態分析調査では、精神科病院の 100 床あたり１カ月の入院収入は 37,890,000 円⇒１床の収入は 12,804 円/日） 

※看護職員の人件費を年 420 万円と仮定、年間休日数 108 日プラス有休 10 日と仮定（看護師給与：平成 21 年度

病院運営実態分析調査では月額 351 千円×12 カ月＝約 420 万円、平成 22 年賃金構造基本統計調査では約 430

万円～505 万円） 

※看護職員 2 名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 72 時間制限があるため、2 つの病棟合わせて看護職員は

低 28 人必要） 

※必要数は小数点以下繰り上げで計算 

※訪問看護は 2 名で訪問（複数訪問）のみで試算 

パターン④その他の入院料を取得する 

（１）60 床を認知症治療病棟に転換（精神病棟入院料（15：1）を 60 床、認知症治療病棟 1

を 60 床）※平均在院日数 180 日 

半分の病床を認知症治療病棟に転換し、認知症治療病棟の平均在院日数が 180 日（現在の精神

科病棟における認知症患者の在院日数の中央値は 336 日）と仮定した場合の試算は以下のとおり

である。転換後には年 5,700 千円の増益となる。平均在院日数が 180 日と仮定すると、1 月あた

り 10 人の新入院・退院が必要となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※認知症治療病棟１ 入院期間 60 日以内の患者（日当円 17,000 円）が 20 人、60 日超の患者（日当円 14,000 円）

が 40 人と仮定。日当円は入院料+入院時食事療養費+入院精神療法から設定したもの。 

※なお、認知症治療病棟の平均在院日数を 180 日と仮定 60 床÷180 日×30 日≒10 人（1 月あたりの新入院及

び退院患者数） 

（２）60 床を認知症治療病棟に転換（精神病棟入院料（15：1）を 60 床、認知症治療病棟 1

を 60 床）※平均在院日数 365 日 

病床の半分を認知症治療病棟に転換し、認知症治療病棟の平均在院日数が 365 日（現在の精神
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科病棟における認知症患者の在院日数の中央値は 336 日）と仮定した場合の試算は以下のとおり

である。転換後には年 5,250 千円の減益となる。また、1 月あたり 5 人の新入院・退院が必要と

なる。 

試算の前提 

※A 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※認知症治療病棟１ 60 日以内の患者（日当円 17,000 円）が 10 人、60 日超えの患者（日当円 14,000 円）が 50

人と仮定 

※なお、認知症治療病棟の平均在院日数を 1 年と仮定  60 床÷365 日×30 日≒5 人（1 月あたりの新入院及び

退院患者数） 

（３-１）病床数を 120 床⇒80 床に削減し、40 床を精神科急性期治療病棟に転換する（精神病

棟入院料（15：1）を 40 床、精神科急性期治療病棟１を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、

その患者は大規模デイケアに参加することを想定 

病床数を 1/3 削減し、残った病床の半分を精神科急性期治療病棟に転換した場合の試算は以下

のとおりである。転換後には年 103,575 千円の減益となる。削減病床分から退院した患者が大規

模デイケアに週 5 日(月 22 日）参加すると仮定すると、減益は年 29,655 千円となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科急性期治療病棟１ 30 日以内の患者（日当円 22,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 19,000 円）

が 25 人と仮定（日当円は入院料+入院時食事療養費+入院精神療法から設定。入院期間を 90 日とし、人数を日

数で案分） 

※看護職員 2 名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとすると、１つの病棟で看護職員は 低

14 人必要） 

（３-２）病床数を 120 床⇒80 床に削減し、40 床を精神科急性期治療病棟に転換する（精神病棟

入院料（15：1）を 40 床、急性期治療病棟 1 を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、その患者

は自宅、アパート、精神科グループホーム等からデイナイトケアに参加することを想定 

病床数を 1/3 削減し、残った病床の半分を精神科急性期治療病棟に転換した場合の試算は以下

のとおりである。転換後には年 103,575 千円の減益となる。削減病床分から退院した患者が精神

科グループホームに入所し、デイナイトケアに週 5 日(月 22 日）参加すると仮定すると、年 6,249

千円の増益となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科急性期治療病棟１ 30 日以内の患者（日当円 22,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 19,000 円）

が 25 人と仮定（入院期間を 90 日とし、人数を日数で案分） 

※看護職員 2 名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護職員は 低

14 人必要） 
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（４-１）病床数を 120 床⇒100 床に削減し、40 床を精神科急性期治療病棟に転換する（精神病

棟入院料（15：1）を 60 床、精神科急性期治療病棟 1 を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、

その患者は大規模デイケアに参加することを想定 

病床数を 1/5 削減し、残った 100 床のうち 40 床を精神科急性期治療病棟に転換した場合の試算

は以下のとおりである。転換後には年 18,175 千円の減益となる。退院した患者が大規模デイケア

を週 5 日利用した場合、年 18,785 千円の増益となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科急性期治療病棟１ 30 日以内の患者（日当円 22,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 19,000 円）

が 25 人と仮定（入院期間を 90 日とし、人数を日数で案分） 

※看護職員 2 名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護職員は 低

14 人必要） 

（４-２）病床数を 120 床⇒100 床に削減し、40 床を精神科急性期治療病棟に転換する（精神一

般 15：1 を 60 床、精神科急性期治療病棟１を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、その患者

はデイナイトケアに参加することを想定 

病床数を 1/5 削減し、残った 100 床のうち 40 床を急性期治療病棟に転換した場合の試算は以下

のとおりである。転換後には年 18,175 千円の減益となる。退院した患者がデイナイトケアを週 5

日利用した場合、年 36,737 千円の増益となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科急性期治療病棟１ 30 日以内の患者（日当円 22,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 19,000 円）

が 25 人と仮定（入院期間を 90 日とし、人数を日数で案分） 

※看護職員 2 名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護職員は 低

14 人必要） 

（５－１）病床数を 120 床⇒80 床に削減し、40 床を精神科救急入院料１病棟に転換する（精神

病棟入院料（15：1）を 40 床、精神科救急入院料 1 病棟を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、

その患者は大規模デイケアに参加することを想定 

病床数を 1/3 削減し、残った病床の半分を精神科救急入院料１取得病棟に転換した場合の試算

は以下のとおりである。転換後には年 7,200 千円の増益となる。退院した患者が大規模デイケア

を週 5 日利用した場合、年 81,120 千円の増益となる。 

試算の前提 

※X 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科救急入院料１ 30 日以内の患者（日当円 36,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 32,000 円）が

25 人と仮定（入院期間を 90 日とし、人数を日数で案分） 
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※精神科救急の病院内に常勤の精神保健指定医 5 名以上、病棟内に精神保健指定医 1 名以上、その他の医師 2 名

以上配置 

※精神保健指定医を 3 人増員すると仮定（年収 1,500 万円）3 

※精神保健福祉士を 1 人増員すると仮定（年収 350 万円）4 

※救急病棟は看護職員３名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとすると、１つの病棟で看護

職員は 低 20 人必要） 

※一般病棟は看護職員２名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護

職員は 低 14 人必要） 

（５－２）病床数を 120 床⇒80 床に削減し、40 床を精神科救急入院料 1 病棟に転換する（精神

病棟入院料（15：1）を 40 床、精神科救急 1 を 40 床）。削減病床分は退院促進を行い、その患者

はデイナイトケアに参加することを想定 

病床数を 1/3 削減し、残った病床の半分を精神科救急入院料１取得病棟に転換した場合の試算

は以下のとおりである。転換後には年 7,200 千円の増益となる。退院した患者が精神科デイナイ

トケアを週 5 日利用した場合、年 117,024 千円の増益となる。 

試算の前提 

※A 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※精神科救急入院料１ 30 日以内の患者（日当円 36,000 円）が 15 人、30 日超えの患者（日当円 32,000 円）が

25 人と仮定 

※精神科救急の病院内に常勤の精神保健指定医 5 名以上、病棟内に精神保健指定医 1 名以上、その他の医師 2 名

以上配置 

※精神保健指定医を 3 人増員すると仮定（年収 1,500 万円）5 

※精神保健福祉士を 1 人増員すると仮定（年収 350 万円）6 

※救急病棟は看護職員３名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護

職員は 低 20 人必要） 

※一般病棟は看護職員２名が夜勤をすると仮定（但し、その場合は 1 人 72 時間までとしたら、１つの病棟で看護

職員は 低 14 人必要） 

パターン⑤介護老人保健施設への転換 

半分の病床を介護老人保健施設に転換した場合の試算は以下のとおりである。転換後には年

13,893 千円の増益となる。ただし、要介護度の分布、改築等の費用は考慮していない。 

                                                  
3 医師給与：平成 21 年度病院運営実態分析調査では月額 1,001 千円×12 カ月＝約 1201 万円、平成 22 年賃金構

造基本統計調査では 5 年以上の経験を持つ医師の平均約 1,324.4 万円 
4 精神保健福祉士給与：その他の医療技術員について平成 21 年度病院運営実態分析調査では月額 354 千円×12
カ月＝約 424.8 万 
5医師給与：平成 21 年度病院運営実態分析調査では月額 1,001 千円×12 カ月＝約 1201 万円、平成 22 年賃金構造

基本統計調査では 5 年以上の経験を持つ医師の平均約 1,324.4 万円 
6精神保健福祉士給与：その他の医療技術員について平成 21 年度病院運営実態分析調査では月額 354 千円×12 カ

月＝約 424.8 万 
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試算の前提 

※A 病院の精神 15：1 入院基本料の日当円 14,000 円（食事療養費含む）を用いて試算 

※老健の日当円を 14,024 円（平成 22 年介護経営概況調査結果より）と仮定 

３）まとめ 

行った試算の結果をまとめると、図表 1 のとおりとなる。 

まず、精神科地域移行実施加算を算定した場合、現状維持パターンと比較して減収となる。減

収とならないためには、現状の月 10 人に加え、3 人の新規入院が必要となる。病床の半分（60

床）を認知症治療病棟に転換した場合、平均在院日数が 180 日であれば増益となるが、平均在院

日数が 365 日だと減益となり、長期入院を防ぐことが重要であることがわかる。 

減床する場合、余剰となった看護師のみでの訪問看護では減益となる。40 床減床する場合、残

りの病床の半分（40 床）で精神科救急入院料１を算定すれば増益となる。40 床減床し、残りの

病床の半分（40 床）を精神科急性期治療病棟入院料１へ転換すると減益となるが、減床分から退

院した患者 40 名が週 5 日精神科デイナイトケアを利用した場合は増益となる。また、20 床減床

し、残りの 100 床のうち 40 床を精神科急性期治療病棟入院料１に転換した場合、それだけでは

減益となるが、減床分から退院した患者 40 名が週 5 日精神科デイケア・デイナイトケアを利用し

た場合は増収となる。精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料は診療報酬が高く設定さ

れており、減床しても減収とならないための手段としては も有力なものであるが、算定できる

のは 3 カ月までであり、算定要件としても新規入院患者のうち 6 割（4 割）が 3 カ月以内に退院

し在宅へ移行すること等が定められているため、入院の長期化を防ぐことが重要と考えられる。

また、新規の入院患者の獲得も常に行う必要があり、長期在院者が主体の病棟運営よりも不安定

さは増すと考えられる。 

図表 1 試算結果まとめ 

減床なし 

 
増収＋ 
減収－ 

減収とならない

新規入院患者数

（月） 

パターン②精神科地域移行実施加算の影響 － 13 人 

パターン④（１）認知症治療病棟への部分転換（平均在院日数 180
日） ＋  

パターン④（２）認知症治療病棟への部分転換（平均在院日数 365
日） －  

パターン⑤介護老人保健施設への部分転換 ＋  
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減床あり 

減床幅 転換先 組み合わせなし 訪問看護と組み合わせる

5 床 パターン③精神病棟入院料（15：1）
115 床 － ＋ 

10 床～
40 床 

パターン③精神病棟入院料（15：1）
110 床～80 床 － － 

   

 
 デイケアと組み

合わせる 
デイナイトケア
と組み合わせる

40 床 
パターン④（５－１、２）精神科
救急入院料１ 40 床 
精神病棟入院料（15：1）40 床 

＋ ＋ ＋ 

 
パターン④（３－１、２）精神科
急性期治療病棟入院料１ 40 床 
精神病棟入院料（15：1） 40 床

－ － ＋ 

20 床 
パターン④（４－１、２）精神科
急性期治療病棟入院料１ 40 床 
精神病棟入院料（15：1） 60 床

－ ＋ ＋ 

 

まとめ 

政策的メッセージと現実 

入院中心医療からの脱却という方向性は広く理解され、新規入院患者の多くは早期に退院する

ようになっている。しかし、長期にわたって入院している人の地域生活への移行が進まないこと

が以前からの問題、認知症患者の入院の長期化が新しい問題として存在する。つまり、対象は変

わってきているものの社会的入院を生み出す構造に関しては大きな変化がないといえる。地域移

行のための取り組み、地域資源の開発、病院の経営改革といった長期的な計画と実施が必要なこ

とよりも、日々直面する現実の力（退院後の受け入れ先不足、家族の要望、地域のニーズ）の方

が強く、またそれに対応していれば経営も安定しているため、病院自ら積極的な変革に乗り出さ

ないのは自然なことであると考えられる。代替わり・建物の老朽化に伴う建て替えの際には、何

らかの変革を行う内部的な機運が高まるが、そのような機会はそう多く訪れるものではなく、一

度逃してしまえば次の機会は数十年後ということになる。高齢化の進展により、要介護高齢者や

認知症高齢者の施設ニーズは高まるばかりであり、診療報酬による誘導を含め病院の自主性に委

ねるやり方では、精神科における社会的入院の問題は今後も解決しない可能性が高い。 

病床削減・経営転換の実現可能性 

精神科医療の充実（密度の濃い入院サービス、地域での医療サービス）のためにも、また社会

的入院の解消と防止のためにも、病床の削減は長い間課題となってきた。社会保障と税の一体改

革にも削減目標が盛り込まれ、厚生労働省の検討会（新たな地域精神保健医療体制の構築に向け

た検討チーム）においても、日本精神科病院協会からの参加者を含めて削減の方向性は共有され

ている。しかし実際、今回インタビューに応じた病院はいずれも減床という選択肢は取っていな

いし、取る予定がない。医業経営コンサルタントらも、減床は必ず経営的にマイナスをもたらす

こと、ダメージをいかに少なくするかという方向でしか考えることができないと語っている。経

営転換のシミュレーションにおいては、減床のインパクトは大きく、その他のサービスと組み合
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わせても収支を戻すことが難しいことが示された。 

経営計画は、本来は各病院や病院団体が自主的に行うべきとも考えられるが、元々、国や自治

体が果たすべき役割を民間病院に担わせてきたことが発端であることから、国や自治体がその解

決にあたるべきだ（あるいは、個別の病院では動かないから、より大きな力を使うべきという意

図もあると思われるが）とする意見が多い。 

求められているのは、国や自治体が経済的な補償をしながら、具体的な改革の道筋を提示し、

個別の病院を支援していくということのようである。平成 23 年に始まった精神障害者アウトリー

チ推進事業では、都道府県がアウトリーチチーム（保健医療スタッフと福祉スタッフが受療中断

者、未受診者、長期入院から退院した者や入院を繰り返す者、ひきこもりの精神障害者に対し地

域において支援を行う）を設置すること（民間医療機関への委託が可能）、合わせて精神病床の削

減計画を立てることとされている7。手引きには「入院医療から地域精神保健医療へ職員体制等を

転換する観点から、アウトリーチ支援の実施を、医療機関が併せて病床削減に取り組むインセン

ティブとすることが望ましい。」とあり、本来は行政の支援を受けながら医療機関が地域医療に人

員を振り向け、徐々に病床を削減していくことをねらったものであることがわかる。各都道府県

における身近なモデルの提示が期待できるが、それだけでは関心の低い医療機関への波及は期待

できないのではないかと危惧される。長期入院患者が既に高齢化しつつあること、認知症患者の

増加は急激であると予想されることから、数年をかけてモデルを提示し、それが波及する頃には、

退院先を見つけることが困難な患者がさらに増加していると考えられる。同事業では精神病床の

削減について、毎年、３年ごと、５年ごとに都道府県が計画的に取り組むこととされ、短期的な

成果が求められている。こちらの方がより重要な意味を持つのではないだろうか。削減幅も１医

療機関につき 30 床以上、小規模な医療機関の場合１割以上と決められており、帳尻合わせ的なも

のでなく実質的な経営転換を伴う減床を行わなければならない。（アウトリーチチームを設置した

医療機関において削減することを基本としつつ、地域の実情に合わせて他の病院において削減す

ることも可とされている。）しかし病床数の規制、なかでも減床について、国や自治体が介入する

ことには法的な問題があり、全体の目標値を定めることはできても、個別の医療機関に減床を強

制することはできない。今後、都道府県が各病院の経営転換の意向を把握し、転換の意向をもつ

医療機関に対して丁寧に対応することが求められているが、それを行うためにはより明確な国の

方向性が示されることが必要である。 

病床の転換については、介護療養型医療施設の廃止に伴う経営転換政策という先例がある。法

律で廃止が決まっている介護療養型医療施設においても、６割の施設が転換意向を「未定」とし

ており、そのうち 52%が「転換できない」としている（理由は「地域で必要とされている」（72％）、

「現在の利用者の転院先や受け入れ先を見つけるのが困難」（55%））。また転換した施設も、当初

意図された介護老人保健施設ではなく、多くが医療療養病床や一般病床に転換している8。介護療

養型医療施設の廃止政策の妥当性については疑問も多く呈されているため単純に比較はできない

                                                  
7精神障害者アウトリーチ推進事業の手引き、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課（平成２

３年４月） 
 

8「療養病床の転換意向等調査」厚生労働省（平成 22 年度） 
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が、政策で打ち出されたとしても医療機関が転換の意向を持つかどうか、また意図されたような

方向性で転換を行うかどうかについては不確定である。地域にとって必要な精神医療資源を確保

するためには、現実的に病院が取りうる具体的なメニューを複数提示し、計画的に誘導していく

必要があると考えられる。 

経営転換の可能性 

今回試算した中では、認知症や救急への転換が も希望のもてる選択肢であった。引き続き入

院によって主な収益を得るのであれば、これらの病床への転換がまず検討されるであろう。しか

しどちらも、長期入院とならないような対策（治療の質の向上と標準化、退院先の確保、地域に

おけるサービスの充実）が必要であり、新規入院患者を常に確保しなければならない。さらに「病

院がすべて任されて抱え込む」というスタンスは取れないため、地域や家族との十分な役割分担・

コミュニケーションが求められる。今回の研究における病院見学からも、急性期治療を中心とし

た病院運営には、質が高くばらつきのない医療が提供されること、情報が停滞せず常に共有され

ること、判断が迅速に行われることなど、従来の運営からの大きな転換が求められることがわか

った。急性期治療への経営転換を行えるのは、かなり限られた病院といえるだろう。 

認知症に関しては、既存の介護保険サービスとの連携や他の医療資源との連携を有効に行うこ

とにより、対応が可能ではないかと考えられた。また、認知症への対応は地域とのつながりを獲

得する契機にもなりうる。ただしそこで精神科病院の役割を明確に示し、地域への復帰を念頭に

おいたサービスを行わなければ、今まで同様、長期に引き受けてくれる施設として期待されてし

まうことが危惧される。 

介護施設への転換は、実際に介護のニーズが高い入院患者が多くいること、従来の介護保険施設

では精神疾患を持つ者の受け入れを困難とするところも多いことから、精神医療の専門性を持つ

病院が何らかの関わりをすることは現実的な選択肢と考えられる。日本精神科病院協会も現在介

護療養型老人保健施設を基盤とした「介護精神型老人保健施設」を提案している。ただその場合

にも、生活援助及びリハビリテーションのための施設であることが明確にされること、そのため

の環境が十分に整備されること、地域とのつながりが確保されていることが必須である。いわゆ

る看板の掛け替えに終わることは許されない。 

病院の特色による分類の必要性 

経営転換に際し、先述の通り国・自治体に期待される役割は大きい。個々の病院がそれぞれに

経営転換に動いた結果が地域にとってよい結果になるとは限らないため、地域のニーズを踏まえ、

病院の特徴を生かしながら経営の転換を図っていくことが重要となる。病院の意向だけではなく、

現在各病院が地域において現在どのような役割を果たしているか（どのようなサービスを提供し

ているか）を明確にすることで、自治体がそれぞれの特色に応じた働きかけを行うことが可能に

なる。 

特定入院料算定病棟（精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症

入院料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料）では、基準上対象となる状態像や疾患が

ある程度明らかであるが、全体の病床数の５割強を占める精神病棟入院基本料算定病棟ではそう
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いった特色が明らかではない。長期入院や認知症への対応を考える上では、特定入院料算定病棟

だけではなく、精神病棟入院基本料算定病棟も含めて検討しなければならない。毎年行われてい

る統計調査では、病院ごとの入院患者の動きや外来治療の活発さ、訪問看護の状況、社会復帰施

設の保有等、詳しいことがわかるはずだが、今のところそういった細かいデータが十分活用され

ているようには思われない。また、病院の設立年や建物の改築の有無、取得基準の変化等から、

現在の「行動変容ステージ9」を、分析することが可能ではないだろうか。 

以上をまとめると、まず、今までのように不特定多数に対する方向性の提示だけでは、個別の

病院の意思決定にはほとんどつながらないことを認めることが必要である。方向性自体は広く共

有されているため、今後は個別の病院に焦点を当て、その強みや特色、改革への動機の状態をよ

く分析し、地域のニーズを考慮した上で現実的な転換メニューを提示し、転換を行う時には支援

を行うといった、個人に対する援助と同様のきめ細かな対応を行うことが望ましいと考えられる。

                                                  
9 主に保健医療分野で個人の行動変容を促す際に使われる概念。無関心期、関心期、準備期、実施期、維持期から

成っている。 
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