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精神保健医療福祉の改革ビジョンと 
精神科病院を取り巻く環境
精神保健医療福祉の体系の再編に向け，「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が打ち出された。
そのなかでは，入院医療の機能分化，地域ケア体制の整備が盛り込まれている。
本稿では，今後10年の精神科病院ではどのような対応をすればよいのかについて考えていく。

小竹敦司
医業経営コンサルタント／日本光電工業株式会社

営業本部　コンサルティング＆ソリューション企画営業部　リーダー

はじめに
　全国の精神科病院の総数は1,075

病院（2006年６月末現在），精神

病床の総数は35万床であるが，人

口比にすると１万人当たり約27床

と，アメリカの約５床と比較する

と非常に多いことがわかる。これ

は，わが国の精神医療が長い間入

院中心医療であったことに起因す

る。アメリカでは社会復帰施設

（ナーシングホームやグループホー

ム，地域活動拠点施設など）の整

備が進んでおり，早期退院を地域

で受け入れる体制が確立されてい

るのに対し，わが国では受け入れ

体制の整備が遅れており，整備検

討が進められている。

　社会復帰が進みにくかった原因

として，受け入れ体制の整備不十

分に加えて，家族の受け入れが悪

い，医療機関が社会復帰に熱心で

ない，社会の偏見が強い，などの

理由が複合して存在していると考

えられる。アメリカ並みの社会復

帰率を実現するまでにはさまざま

な課題が山積しているが，現状の

精神病床の社会的入院群の比率の

高さが問題視されるなど，日本の

精神医療のあり方が見直されつつ

ある。

　2004年９月に精神保健福祉対策

本部より示された「精神保健医療

福祉の改革ビジョン」によれば，

入院医療の機能分化，地域ケア体

制の整備，「受け入れ体制が整え

ば退院可能な７万２千人」の早期

退院・社会復帰の実現などが改革

の柱となっている。今後10年間で

７万床の病床削減も見込まれるな

ど，精神科病院を取り巻く環境は

非常に厳しい転換期を迎えた。

　本稿では，入院中心の医療から

地域ケアへの移行が叫ばれるなか

で，精神科病院に求められる対応

について考察していきたい。

精神保健医療福祉の 
改革ビジョン
１） 入院医療中心から 
地域生活中心へ

　「精神保健医療福祉の改革ビジョ

ン」には，精神保健医療福祉の見

直しに係る今後の具体的な方向性

が示されている。その概略は，表

●表　精神保健医療福祉の改革ビジョンの概要

１．精神保健医療福祉改革の基本的考え方
（１）基本方針
（２）達成目標
（３）国，都道府県，市町村における計画的な取り組み

２．改革の基本的方向と国の重点施策群
（１）国民意識の変革
（２）精神医療体系の再編

ア　精神病床に係る基準病床数の算定式の見直し
イ　精神病床の機能分化と地域医療体制の整備
ウ　入院形態ごとの適切な処遇の確保と精神医療の透明性の向上

（３）地域支援体系の再編
（４）精神保健医療福祉施策の基盤強化
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のとおりである。基本方針には，

「入院医療中心から地域生活中心

へ」という精神保健医療福祉施策

を推し進めていくため，国民各層

の意識の変革に取り組むと共に，

精神保健医療福祉体系の再編と基

盤強化を今後10年間で進めること

が明記されており，10年後の達成

水準についても具体的な目標値が

盛り込まれている。

２） 精神病床に係る 
基準病床数の算定式の
見直し

　基準とされる精神病床数は，国

が定めた算定式に基づき都道府県

単位で算定されることになってい

る。しかし，旧来の算定式は精神

病床の患者動態の実態を踏まえて

いないこと，平均在院日数が短縮

傾向にあることが反映されていな

いことなどから，精神科入院医療

の動態を踏まえた算定式の見直し

が議論されてきた。

　その結果，2006年４月より施行

された算定式は，入院期間を１年

で区分し，在院１年未満群につい

ては平均残存率24％以下，在院１

年以上群については退院率29％以

上を数値目標としている。この新

算定式に基づいて将来推計を行う

と，2010年には31.7万床，2015年

には28.2万床になると試算されて

いる。つまり，今後10年間で基準

病床数は約７万床減少するという

計算になる。

３） 精神病床の機能分化と
地域医療体制の整備

　これまで精神病床の機能分化は，

主に診療報酬上で包括病棟を中心

に進められてきた。改革ビジョン

では，入院患者の早期退院を促進

し地域の目標値を達成するため，

急性期，社会復帰リハビリテーショ

ン，重度療養などの機能分化を促

進し，患者の病態などに応じた適

切な医療を各病院の病棟・病室単

位で柔軟に実施できる体制を整備

していく方向性が示されている。

　一方，地域医療については，①

輪番制など二次医療圏単位の既存

体制に加えて，中核的なセンター

機能を持つ救急医療施設の整備を

進めていくこと，②精神症状が持

続的に不安定な重度障害者も地域

での生活が可能となるよう，24時

間連絡体制の下，訪問サービス，

短期入所（院），症状悪化時にお

ける受け入れ確保などのサービス

を包括的に提供する事業の具体像

について検討されている。

４） 入院形態ごとの適切な 
処遇の確保と精神医療の
透明性の向上

　「入院医療中心から地域におけ

る保健医療福祉」を促進していく

ためには，措置入院や医療保護入

院の患者についても，早期に任意

入院の形態へ移行していく取り組

みが必要であるとしている。

　早期退院を促進していくために，

精神医療の透明性を確保した上で

医療の質を向上させる仕組みづく

りとして，構造的施設基準（設

備・人員配置・面積）に加え，専

門家のスタンダード（ガイドライ

ン），第三者による評価，および

患者・利用者の選択なども重要で

あると示されている。日本医療機

能評価機構の認定病院数は年々増

加しており，医療機関の関心の高

さをうかがい知ることができる。

　改革ビジョンにおいても，医療

団体によるガイドライン作成など

の自主的な取り組みをさらに促す

と共に，既存の第三者による評価

を積極的に推進することが示され

ている。
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中堅精神科病院の対応
１） 早期退院のために 
― 社会復帰ネットワーク
の構築

　長期入院を余儀なくされている

社会的入院患者を地域ケアにつな

げるためには，家族に頼らない宿

泊施設の確保，地域サポート体制

の確立など，地域精神医療体制を

整備する必要がある。現状では，

病状が安定していてもなかなか退

院させられない事情も生じてい

る。わが国の精神医療提供体制に

おいて，精神科病院が治療施設と

居住施設の両方の機能を未分化に

担ってきたという背景があり，社

会復帰施設の定員数も「受け入れ

準備が整えば退院可能」とされる

７万人に到底及ばないというのが

現状である。

　そうしたなか，うつ病や神経症

の患者を受け入れて外来を伸ば

し，在宅サービスの充実や社会復

帰施設の開設で「地域型」の精神

医療を展開する病院が目立ち始め

ている。診療報酬上でも評価され

たことを受け，今後は外来入院

（退院後，日中は病院のデイ・ケ

アで過ごし，夜は自宅に帰るとい

う形態），いわゆるデイ・ケアが

盛んになっていくと考えられる。

　新機能への拡充でベッドが空い

た分，病室をデイ・ケアの施設に

造り直して，外来やデイ・ケア中

心の治療へ移行している病院も増

加している。いわゆる「精神ケア

複合施設化」である。デイ・ケア

や訪問看護によって患者の早期退

院を支援する仕組みと共に，外来

への注力によって新規患者を定期

的に獲得する，というのが今後の

精神科病院の生き残りのキーワー

ドである。

２） 新規患者の獲得 
―外来機能の拡充

　患者の外来に対するニーズは高

い。精神科診療所（心療内科を含

む）の数は増加が著しく，1999年

の1,641施設から2002年の1,865施

設と３年間で1.4割増加している。

しかし，それ以上の勢いで患者数

が増加している。厚生労働省の

「患者調査」によると，1999年に

168万人だった外来（通院）患者

も，同じく2002年には216万人と

３割増加している。

　精神疾患への社会的な認識も変

わり，精神科への通院に対する偏

見が薄れつつあることも追い風と

なっている。心理相談が人気で予

約待ちとなる診療所も相次ぐな

ど，カウンセリングに対するニー

ズが高まっている。

　精神科病院にとっては，地域の

精神科診療所との提携を強化する

か，または自院の外来部門を機能

拡充するか，新規患者確保策を選

択する必要がある。自院での外来

拡充を行う場合は，カウンセリン

グというソフト面でのサービスに

加えて，外来部門の内装などアメ

ニティに工夫を凝らすことも重要

である。また，ADHD（注意欠陥・

多動性障害）や摂食障害，アル

コール依存症など，増加傾向にあ

る疾患に特化することも一つの戦

略と言える。

３） 機能分化 
―入院機能の専門分化

　精神病院においても，一般病床

と同様に診療報酬上での機能別評

価が進んでくると，統合失調症の

急性期・慢性期，認知症，ストレ

スなど機能別に病棟を分ける動き

が推進されるだろう。また，増加

傾向にあるアルコール依存症や薬

物依存症の治療は，一般の精神病

棟で治療しても治療効果が低く，

病態の特殊性に合わせて専門のプ

ログラムを用意した特別な治療病

棟が必要と考えられるため，専門
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●参考　精神保健福祉法の改正について

精神保健福祉法の改正について
１　精神病院等に対する指導監督体制の見直し

１．医療内容に係るチェック体制の見直し
○精神医療審査会の委員構成の見直し（法改正）
　退院請求等を審査するために都道府県に置かれる精神医療審査会について，審査事務の増大等を踏まえ，都道府県
の裁量を拡大する観点から，合議体を構成する５名の委員を一定の条件の範囲内で定めることができるものとする。
（18年10月施行）
（現行）　　　　　　　　　　（見直し後）
精神保健指定医　３人　　　精神保健指定医　２人以上
法律家　　　　　１人　→　法律家　　　　　１人以上
その他　　　　　１人　　　その他　　　　　１人以上
○措置入院に係る定期病状報告の頻度の見直し（省令）
○医療保護入院患者の定期病状報告の様式の見直し（省令）
○隔離及び身体拘束等の行動制限について一覧性のある台帳の整備（告示）

２．改善命令等に従わない精神病院に関する公表制度等の導入（法改正）
　厚生労働大臣又は都道府県知事は，精神病院の管理者が改善命令等に従わない場合において，現行の入院医療の提
供に関する制限措置に加え，当該精神病院の名称等の情報を公表することができるものとする。また，その後入院医
療の制限を命じた場合には，その旨を公示しなければならないものとする。（18年10月施行）

２　精神障害者の適切な地域医療等の確保（救急医療体制・退院促進）

１．精神科救急医療体制の確立に向けた法的整備
○緊急時における入院等に係る診察の特例措置の導入（法改正）
　精神科救急医療体制のセンター的機能を都道府県単位で整備することに併せて，緊急時における運営面でのルール
を明確化することにより，救急体制の早期の整備に資することを目的として，一定の要件（倫理会議による事後評価
等）を満たす医療機関において，医療保護入院，応急入院等に係る診察につき，緊急やむを得ない場合において，精
神保健指定医以外の一定の要件を満たす医師の診察により，その適否を判断し，一定時間（慨ね12時間）に限り入
院等させることができる枠組みを整備する。（18年10月施行）
○措置入院の指定病院に係る指定に関する基準の見直し（告示）

２．任意入院患者の適切な処置の確保
○任意入院患者に関する病状報告制度の導入（法改正）
　任意入院患者の退院及び社会復帰を促進する観点から，都道府県知事が，条例で定めるところにより，一定の要件
を満たす任意入院患者を入院させている精神病院の管理者に対して，病状等の報告を求めることができるものとする。
（18年10月施行）
○任意入院の入院後も一定期間ごとに同意書を提出させる仕組みの導入（省令等）

３．市町村における相談体制の強化（法改正）
　市町村における相談体制を強化するため，市町村は精神障害者の福祉に関する相談等に応じなければならないもの
とするとともに，精神保健福祉に関する相談等を行う精神保健福祉相談員を置くことができるものとする。（18年１
月施行）

３　その他の改正事項

１．精神保健指定医関係の見直し
○精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化（法改正）
　精神保健指定医の指定に関する政令委任事務の明確化を図る。（18年10月施行）
○精神保健指定医の要件に係るケースレポートの対象症例の見直し（告示）

２．地方精神保健福祉審議会の必置規制の見直し（法改正）
　現在，各都道府県に必置を義務付けている地方精神保健福祉審議会について，その設置を都道府県の裁量に委ねる
とともに，指定病院の取消しの際の意見聴取機関について，同審議会が置かれない場合には医療法に規定する都道府
県医療審議会が担当するものとする等の改正を行う。（18年１月施行）

３．その他
○「精神分裂病」の「統合失調症」への呼称の変更（法改正）
　精神障害者の定義規定中の「精神分裂病」という用語について，関係学会等における呼称変更やその定着状況を踏
まえ，「統合失調症」に改める。（公布日施行）
○精神障害者保健福祉手帳への写真の貼付（省令）

第24回社会保障審議会障害者部会　資料３，2005.
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分化も進むことが予想される。

　一方で，旧来の収容中心のまま

の精神科病院も数多く残っている

が，こうした状況下での生き残り

は困難が予想される。もちろん，

難治例は長期入院が必要な場合も

あるが，長期間病院の中で生活を

しなければならないケースは減少

していくと考えられ，何らかの機

能転換を行わなければ医業収入を

維持することは困難であろう。海

外では，自宅で生活しながら通院

するスタイルに主流が移りつつあ

り，非定型薬の登場などの影響も

相まって，わが国においてもその

傾向が進むと思われる。

まとめ
　これまで，わが国の精神医療の

提供は，民間病院主導（民間病院

が精神科病院の８割を占める）で

あったと言える。ここに来てよう

やく社会復帰体制の整備や精神科

救急医療体制の確立に国が動き出

すこととなったが，十分な医療提

供体制が整備されるにはまだまだ

時間は必要だろう。しかしながら，

わが国の精神医療の提供体制は大

きく変貌を遂げようとしており，

変化に柔軟に対応していくことな

くしては，民間精神科病院の安定

継続は厳しい情勢となった。

　中堅精神科病院の生き残りには，

在院１年未満群の平均残存率と在

院１年以上群の退院率の改善が必

要である。在宅復帰の一助として

のデイ・ケアや訪問看護の仕組み

を自院で提供することで社会復帰

の体制構築を推進すると共に，外

来やデイ・ケアを通して患者との

関係を継続していくことも有効な

戦略の一つである。

　また，従前大半を占めていた統

合失調症の患者中心の体制から，

ADHDや摂食障害，アルコール依

存症など増加傾向にある疾患にシ

フトすることも一つの戦略である。

そのために，多様化する疾患ごと

に専門のプログラムを整備し受け

入れ体制を整えたい。

　今後10年間で，「受け入れ体制

が整えば退院可能な７万２千人」

の早期退院・社会復帰が推進され

ると，精神病床全体の20％は閉鎖

に追い込まれることとなる。精神

科病院にとって，経営資源を入院

機能・外来機能・社会復帰機能の

どこに注力して投入していくかの

選択を迫られることとなる。いか

に医業経営に影響を与えずに病床

数を削減し，余剰資源を新たな機

能へ振り分けることができるかが，

生き残りの鍵となるだろう。
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