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精神科医療における身体合併症の
対応策と医療連携のあり方
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近年の高齢化や、疾病構造の変化で、精神疾患の患者数は増加の一途を辿っている。それに伴い、身体疾患を合併する
救急患者も増加している。
その一方で、単科精神病院では施設数、精神病床数共に減少傾向にあり、さらに総合病院
（ここでは、一般病棟と精神病
棟を持った病院を総合病院と言う。以下、同様）
でも精神病床を有する医療施設は顕著に減少している。このような現状
により、
平成28年度診療報酬改定では、
「身体合併症を有する精神疾患患者の受け入れ体制の確保」
対策が講じられた。
今回のセミナーでは、精神医療に携わる先生をお招きし、身体合併症への対応や医療連携の現状と課題などについて
語っていただいた。
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演

有床総合病院精神科の今後の役割
─主として身体合併症救急について─

・国家公務員共済組合連合会立川病院精神神経科 部長
・一般社団法人日本総合病院精神医学会 理事 

先生

おり、大きな分野となっている。そのなかで、身体合併

精神科救急システムの必要性

症について理解することが必要ではないかと思う。

精神科救急はいま、日本精神科救急学会が発足して

図１

桑原 達郎

精神科救急は、比較的新しいシステムで、1990 年

精神科病院の変遷と問題点
昭和30年代〜昭和50年代

精神科病院大増設の時代

・設備整備費と運営費に莫大な公費補助を導入したことで、
精神科病院が大幅に増加。
昭和30年：4万4,000床⇒昭和45年：25万床（約5倍に増加）

・措置入院も低所得者の‘経済措置’として幅広く適用。

昭和45年には措置患者は7万6,000人（現在の約10倍）

・ある時期までは、救急の需要に対しても精神科病院数の増加が吸収していたと考えられる。
昭和60年代〜現在

精神科病院の成熟化

・社会的入院患者が増加し、精神科病院といいながら、
徐々に居住
（介護）
施設的性格を強めてきた。
・一部の急性期病院を除いて、新規入院患者を受け入れなくても、
ベッドが空くことはない。
・その結果、新規の入院患者の行き場が徐々に逼迫してきた。

➡
従来の精神科病院の問題点
（1）大規模精神科病院が多い

・収容型精神医療が前提。つまり、社会的入院の受け皿として当初から期待されていた。
ほとんどが100〜500床。
・病床数に比して人的配置が少なく、全病床を治療病棟として運営し得ない。
・収容型前提で入院の診療報酬が低く抑えられたことが大きな要因。

（2）治療機能が未分化

・病院内に、急性期、慢性期、社会復帰期の患者が混在。

・患者の治療段階に伴う診療報酬の差がない。したがって、
重症患者を受け入れたり病床回転率をあげようとするインセンティブが乏しくなる。
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代半ば以降から必要性が問われている。それまでは、

精神医療の地域格差が大きくなった。スーパー救急の

精神科救急という概念はなかった。なぜ、そのように

ない地域に対して、今後どのように精神医療をサポー

なっていたのかは、
【図１】の通りである。

トしていくのかが課題である。

【図２】は、単科精神病院の平均的な入院患者構成を

精神科救急システムの問題点
（私見）

示したものである。日本精神科救急学会が発足し、単
科精神病院では、それぞれの患者さんを病期ごとに区

東京都では、夜間休日の救急システムの充実度に比

分けし、役割分担して医療を行っていくことが必要で

べ、日中の救急システムが貧弱であるなどの問題を抱

はないかという動きが出てきた。

えている。他県においても様々な問題があると聞いて
いる。
私見ではあるが、“①司法との連携が不十分

平成12年に精神科入院基本料が新設

地域格差が大きい

平成12年診療報酬改定により、単科精神病院の機能

②

③身体合併症に対し、対応が難し

い”の３点が原因であると思われる。

分化を進めようという動きが出てきた。この改定で

本日のテーマである身体合併症への対応であるが、

は、長期入院させると診療報酬が下がり、看護師を手

スーパー救急は元々単科精神病院の改革として始

厚く配置すれば診療報酬が上がるというものであっ

まっているため、精神疾患以外を想定していない。そ

た。しかしながら、
「単科精神病院では看護師を確保す

のため、精神科救急として入院した場合、身体合併症

ることが出来ない」、「長期化が予測される重症患者

を併発しているのか不明な状況で搬送される。重度な

や、社会背景の複雑な患者を入院させなくなる」など

身体合併症が判明すると治療が遅れてしまう問題が

の問題が発生した。また、経営危機に直面する病院が

生じ、
システム上処遇困難となる。

続出するなど、結果的にうまくいかなかった改定で

精神障害者の身体合併症の課題

あった。

精神障害者の身体合併症は、それ自体救急搬送困難

精神科救急入院料算定病棟
（いわゆるスーパー救急）
の登場

例である。あるアンケート調査によると、精神障害者

平成14年度診療報酬改定では、3,000点/日を超える

を持つ家族への質問で、「精神障害者が医療を受ける

大盤振る舞いの診療報酬が新設されたが、極めて施設

にあたって最も困る状況は？」
の問いに対して、
「身体

基準が厳しいため、開設の出足が鈍かった。その後、緩

疾患を合併した場合」
が第1位となっている。また、救

和措置がとられ、現在では 120 軒以上の病院が算定し

急隊員への質問で、
「搬送先に困る患者は？」の問いに

ている。精神科救急という臨床形態の定着にこの制度

対して、
「精神障害者が身体疾患を併発した場合」が第

は大きく貢献した。

3 位となっている。様々な地域や自治体で同様のアン

スーパー救急の設立によって、単科精神病院の機能

ケートを実施しているが、この結果は常にトップ３内

分化が進んだと言える。急性期医療を志向しない病院

である。このような問題は、個別の努力ではなく管理

は慢性期療養病院へ転換したり、実質的施設化が著し

できるシステムを構築する必要がある。
精神障害者の身体合併症で一番の問題は、偶発的な

かった病院は、実際に施設に転換したりする一方で、

身体合併症である。例えば、虫垂炎のことは精神科の

閉院するケースも散見された。
スーパー救急は、政策的に均等に整備されたわけで

教科書をみても記載されていない。しかし、臨床の現

はないため、多くの医療機関が民間病院であり、また、

場では統合失調症の患者で虫垂炎を発症することは

スーパー救急がある地域とない地域が存在するなど、

一般的に起こりうる。偶発的に起こった症状に精神科

図２

単科精神病院の平均的な入院患者構成

治療群（30%）

急性期、亜急性期治療の対象になりうる患者さんに対しては、
コストをかけてでも社会復帰を進める。

精神科急性期・
救急病院へ

社会的入院群
（60%）

治療の対象とならないが、介護・介助・生活支援が必要で、地域
で暮らすことが難しい患者さんに対しては、病院以外の施設
で生活を支えるようにする。

授産施設・
グループホームへ

慢性期群（10%）

精神症状が改善しない患者さんや医療管理が必要な患者さん
に対しては、病院での生活を継続する。

慢性期
療養病院へ
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メディカル精神医学は、精神科身体合併症病棟

医が面食らうことなく、処置対応するための分野が必

（MPU）を持つことが最大の特徴である。MPU におい

要であると考える。

ては、身体合併症症例でも精神科医が診療責任を持つ

身体合併症に対する精神科からの戦略

ため、責任が重くなる。この点が、コンサルタントに徹
するリエゾン精神医学とは一線を画する。

精神身体合併症への対応として、①②がある。
①コンサルテーション・リエゾン精神医学⇒身体各科

日本におけるメディカル精神医学

受診者（身体疾患患者）の精神医学的問題について、

日本におけるメディカル精神医学の導入は、昭和56

身体各科の医師が精神科医に対応を依頼する方法

年４月にスタートした東京都の「精神科患者身体合

論
②メディカル精神医学⇒精神科医の側から、精神障害

併症医療事業」がきっかけとなっている。精神病床で

者の身体医療に対し、他科との連携を行い、精神科

生じた身体合併症患者の転院依頼を東京都の精神保

医が診療責任をもつ方法論

健医療課が仲介して合併症指定病院に転院させる制
度である
【図４】
。この指定病院に立川病院が入ってい

【図３】をみると、Type１〜Type３であれば、従来

る。しかし、行政主導の制度が大きく広がることはな

の精神科医療システムで対応することができる。例え

く、
むしろ縮小される傾向となり、
現在に至っている。

ば、Type２の場合、精神病棟がなくても一般病棟で

平成14年までは、後方輪番病院
（単科精神病院）に警

診るコンサルテーション・リエゾン精神医学で対応が

察・救急隊・患者から直接アクセスすることはなく、都

可能である。

立総合病院精神科を介して後方輪番病院へ転院させ
ていた。少ない例だが、身体合併症を併発した場合は、

しかし、Type4の場合は、精神・身体共に重症である
と、隔離（拘束）施設などの専用病棟を持ちながら身体

合併症指定病院へ転院させるケースもあった【図５】。

合併症治療を行う必要がある。いわゆるメディカル精

その後、このシステムは変わり、警察・救急隊・患者
からのアクセスや単科精神病院からのアクセスを、大

神医学である。

図３

精神科身体合併症医療対象の類型

精神的重症度

精神症状重度＋身体症状軽度
⇒精神科病院合併症病棟
Type3

精神症状重度＋身体症状重度
⇒メディカル精神医学病棟
（MPU）
Type4

精神症状軽度＋身体症状軽度
⇒単科精神病院、一般病棟など
Type1

精神症状軽度＋身体症状重度
⇒一般病棟
（リエゾン精神医学）
Type2
身体的重症度



図４

（出典：金子晃一他、
「機能圏域」と「医療連携」−総合病院精神科における2つの圏域−、精神神経学雑誌99巻11号、1997）一部改編

昭和56年当時の東京都における身体合併症患者の転院の流れ

患者転院
仲介

（立川病院を含む５病院） 
合併症指定病院

東京都

精神保健病床
（精神科病院など）

身体合併症例の
転院依頼
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きく４つに区分をした【図６】。しかし、１型医療機関

同様で夜間休日の整備にのみ集中し、日中の対応が手

では身体合併症患者が救急搬送されてくるケースは

つかずになっていることである。通常、身体合併症救

ほぼなく、搬送先の病院が決まらず、単科精神病院に

急症例が生じた場合は、一般救急として扱われ、精神

ダイレクトに搬送されてしまうことがあった。

科的介入の遅延、もしくは精神医療からの疎外が生じ
うる。夜間においては、一般病院の二次救急となるか、

東京ルール

精神科救急となるかは救急隊や家族の判断となって
いるため、搬送先が一定しないという問題が生じてい

東京都ではこのような問題を解消するために平成

る。

21 年 8 月 31 日から「救急医療の東京ルール」を導入し、

一般病院に搬送されれば、精神医療から疎外され、

医療圏ごと「地域救急医療センター」を設置し、医療圏
内で救急受け入れ調整を行うようになった。また、東

単科精神病院に搬送された場合は身体医療から疎外

京消防庁に「救急患者受入コーディネーター」が配置

されるため、身体合併症救急症例からみるとよい制度

された。明示されてはいないが、搬送困難例のほとん

ではない。

どが精神障害者の身体合併症救急症例だと思われる。

そこで、東京都では身体合併症救急症例問題を解決

しかし、身体合併症体制の問題は、救急システムと

するために、一般救急と精神科救急の間に東京ルール

図５

東京都の身体合併症制度（〜平成14年）

（単科精神病院）
後方輪番病院

警察・救急隊・患者
からのアクセス

都立総合病院精神科
原則として直近の平日朝まで入院


合併症指定病院

図６

東京都の身体合併症制度（平成14年〜）
警察・救急隊・
患者からのアクセス

1型医療機関

（夜間休日のみ）

（役割）
・休日夜間の身体合併症救急
・総合病院

4型医療機関
（役割）
・合併症治療後の精神医療継続
・精神科病院

精神科病院

2型医療機関
（役割）
緊急の
身体合併症治療
3型医療機関
（役割）
緊急でない
身体合併症治療
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を取り入れることになった【図７】。患者を搬送する前

トを持っていなければならない。極めて重装備の身体

に、専門家が介入しトリアージして一般救急か精神科

合併症病棟である。このような病棟があれば、一般救

救急かを判断する。そうすることで、問題が解決する

急と精神科救急の窓口を一本化することが出来る。総

と思われる。しかし、専門家とはいえ当直の医師が判

合病院に精神科身体合併症病棟（MPU）を作ることに

断しており、立ち往生するケースがある。また、トリ

より、精神身体合併症患者の搬送先
（一般救急・精神科

アージするにも人材が足りない問題もある。

救急）
を、救急隊や家族にトリアージさせることなく、
一般救急と精神科救急を総合病院の救急外来で一括

精神科救急システムの今後の展望

して受け入れる体制をつくることで、その病棟が機能
するようになるはずである。

このような問題の解決方法は単純であり、一般救急
と精神科救急を分けていることが原因であるため、一

理想なシステム
（私見）

本化するようなシステムを構築することである。
このようなシステムをサポートするために、平成20

総合病院で一般救急と精神科救急を区別せずに、一

年度診療報酬改定で「精神科身体合併症管理加算」や

度患者を受け入れた後に医師とコ・メディカルのチー
ムでトリアージし、救命救急病棟や精神科救急合併症

「精神科救急合併症入院料」が新設された。

病棟に入院させるのかを決めることが最善である。そ

精神科救急合併症入院料を算定するには、その病
院に救命救急センターと精神病棟単位で合併症ユ

の後、精神疾患や身体疾患などがクリアになれば、一

ニットというICUに近い形の身体管理ができるユニッ

般病棟や精神病棟で入院させたり、単科精神病院に転

図７

トリアージ（東京ルール）

図8

トリアージ
（東京ルール）

精神身体合併症
（救急症例を含む）

一般病院

精神科病院

理想的なシステム（私見）
総合病院機能
一般病棟
（リエゾン）

救命救急病棟

救急窓口

トリアージ

精神科救急合併症病棟

精神病棟
（精神科病院）
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院をさせることもありうる。少なくとも救急窓口をひ

要件である※。身体合併症の問題があると、早期に地

とつにしなければいつまで経っても解決することは

域
（在宅）
移行できないケースが多くある。転院を認

ないと思っている【図８】。

めない限りは３ヶ月以内での退院は無理である。

現在、精神科救急合併症入院料を算定している病院

平成26年度診療報酬改定で、単科精神病院に入院し

は全国で９軒であり、地域も偏っている【図９】
。

ている身体合併症患者を精神科救急合併症病棟で受

私見だが、増えない理由として

け入れが出来るようになった。これで、ひとつ緩和さ

①精神科救急合併症入院料算定対象患者が、措置入院

れたが、さらにこの制度が整備されてくると、おそら

患者、緊急措置入院患者又は応急入院患者などに限

く救急窓口を一本化すべき時代がくるのではないか

定されているため、身体合併症に軸足を置くために

と考えている。
また、
そのようになること希望する。

は、ある程度の緩和が必要ではないかと考えてい

※精神科救急入院料２、精神科救急合併症入院料
措置入院患者、鑑定入院患者及び医療観察法を除いた新規入院患者
のうち４割以上が入院日から起算して３月以内に退院し、在宅へ移
行すること。
（精神科救急入院料１では６割以上）

る。
②地 域（在宅）移行の比率が精神科救急入院料と同じ

図9

精神科救急合併症入院料算定病院（2015年11月現在）

№
（認可順）

都道府県

9

北海道

1

千葉

2

病院名

設立主体

取得年月

市立札幌病院

自

2013年4月

成田赤十字病院

公

2008年9月

神奈川

済生会横浜市東部病院

公

2008年9月

4

神奈川

横浜市立みなと赤十字病院

公

2010年1月

6

大阪

大阪府立急性期・総合医療センター

自

2010年5月

8

大阪

大阪市立総合医療センター

自

2012年7月

7

奈良

奈良県立医科大学附属病院精神医療センター

自

2011年4月

3

徳島

徳島県立中央病院

自

2008年11月

5

宮崎県

県立宮崎病院

自

2010年4月

（出典：日本精神科救急学会ホームページ）

コラム

平成28年度診療報酬改定から見た
「精神科医療の今後の動向」


株式会社イニシア 代表取締役

藤田 満穂

氏

平成28年度診療報酬改定では、①機能連携②地域

を地域で支える医療のあり方」
「多様な精神疾患等に

移行対策③身体合併症の促進策が打たれた。さらに、

対応できる医療体制の在り方」について、精神医療と

平成28年９月30日に、
「これからの精神保健医療福祉

一般医療の連携、精神医療と地域資源との連携など

のあり方に関する検討会」
が開催され、「新たな地域

を含めて、精神障害者も地域包括ケアシステムの中

精神保健医療体制のあり方分科会における論点」

での対応することが示された。精神病床の機能分化

（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000138405.

では、「重度かつ慢性」の定義などの明確化などを軸

html）
が整理された。そのポイントは、
「精神障害者

に条件設定がされる見込みである。
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Discussion
木内 健二郎

座長

医療法人社団成仁 成仁病院 副院長

回答

国家公務員共済組合連合会立川病院精神神経科 部長
一般社団法人日本総合病院精神医学会 理事

先生

桑原 達郎

木内：単科精神病院では、偶発的に身体合

先生

おくことが重要である。

併症を併発した患者さんの救急搬送

木内：地域毎に病院・診療所が連携してい

が進まない現状がありますが、その

くことが大事なことですね。

背景や改善すべきことなどがあれば

桑原：さらに言うと、顔の見える（face to

教えていただけますでしょうか？

face）関係を地域で作ることが大事

桑原：一般科医に、精神医療を理解してい

である。

ただくことが苦労する点である。特

木内：精神科医と一般科医の間で身体合併

に、総合病院では精神病棟に入院し

症に対する診立ての違いがあります

ている患者に対して、一般科医と協

が、桑原先生のご経験からどのよう

働して診察を行っているが、一般科

なお考えでしょうか？

医が通常の診察だけではなく、精神

桑原：難しい問題ですね。精神科身体合併

疾患を有している患者と精神医療に

症病棟
（MPU）
を有していても、救急

対して理解していただくことが重要

を要さない外来レベルの身体合併

であると思っている。

症患者でも入院させている。精神科

また、単科精神病院では身体合併症

医からすると社会的入院となるが、

を有した患者さんに対して、近隣の

それに対していつも疑問を抱いてい

医療機関の身体医療の現状を把握し

る。

連携していかなければ、地域医療は

前述のように、双方の理解を得るに

成り立たない。

は、一般科医に精神病棟に来ていた

木内：一般科医との理解を深めるための工

だくことや、受け入れ体制をルール

夫していることや取り組みなどがあ

化し、
敷居のない関係性を作り、実体

れば、教えていただけますでしょう

験し、
体感することが重要である。
木内：最後に、精神科医が身体合併症に対

か？
桑原：精 神科医を主治医としている場合

して、治療をできるようなスキルや

は、一般科医に精神病棟に来ていた

理解は必要でしょうか？

だくことが重要である。ある病院で

桑原：個人的な意見だが、精神科医が身体

は、主治医を精神科医ではなく、
担当

医療のスキルを高める必要はないと

の一般科医とし、精神病棟へ定期的

思っている。
研修医に対しても、身体

に来ていただくような環境作りを

医療は精神科分野の応用問題であ

行っている。

る。まずは、精神医療を理解し、全体

単科精神病院で、一般病院からの救

像がある程度掴めるようになってか

急要請があった際、身体合併症を有

ら向き合うべきであると伝えてい

していることを理由に単に断るので

る。
木内：本日は、様々なご意見や示唆に富ん

はなく、受け入れ体制に対して双方
に話し合いを行い、ルールを決めて

だ話をありがとうございました。
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〔過去のWebセミナー〕
開催日

回

Webセミナー
テーマ

講演テーマ

所属

出演者

脳卒中地域連携の展望と豊能地域 独立行政法人国立循環器病研究セン
長束 一行 先生
における脳卒中地域連携の経緯
ター 脳神経内科 部長
2014年
2月20日

回復期リハビリテーション病院の 関西リハビリテーション病院 看護部
久米 早苗 先生
平成 26 年度診療報 前方連携
部長
第１回 酬改定後の脳卒中地
在宅における脳卒中後の患者受け
域連携の展望
医療法人藤田医院 院長
藤田 泰彦 先生
入れと多職種連携の実際
在宅のチーム医療における薬剤師 豊中市薬剤師会 副会長
の役割
株式会社グリーンメディック

2014年
5月29日

多田 耕三 先生

京都市立病院協会 会長代行
京都における「在宅療養あんしん
京都療養病床協会
（京都府慢性期医療
久野 成人 先生
病院登録システム」の仕組みと現
協会）
副会長
状
医療法人社団育成会久野病院 理事長
これからの地域包括
を活用した多職
ケアと多職種連携 「電子連絡ノート」
一般社団法人京都府薬剤師会 理事
神林 純二 先生
第２回 ～平成 26 年度診療 種間の情報共有による京丹波町地
ゆう薬局グループ
報酬改定後の方向性 域の高齢者ケアモデル事業
は～
「在宅療養あんしん病院登録シス 公益社団法人京都府介護支援専門員
テム」におけるケアマネジャー等    会 会長
井上 基 先生
在宅チームの位置づけとケアマネ 医 療 法 人 三 幸 会 生 活 サ ポ ー ト セ ン
ター
ジメントのポイント

地域における医師会・薬剤師会の
一般社団法人中野区医師会 副会長
新たな連携事例
地 域 に お け る 医 師 ～フィジカルアセスメント研修の 医療法人社団渡辺会大場診療所 副院 渡辺 仁 先生
長
会・薬剤師会の新た 意義と薬剤師への期待～
な連携事例
2014年
帝京平成大学で共催した中野区医
第３回
～共同でのフィジカ
11月20日
師会・中野区薬剤師会実地研修会 一般社団法人中野区薬剤師会 副会長 小川 達也 先生
ルアセスメント研修
の概要
への取り組み～
中野区における医師会・薬剤師会
一般社団法人中野区薬剤師会 副会長 髙松 登 先生
の連携について
平成 27 年度介護報酬改定の薬局 一般社団法人全国薬剤師・在宅療養支
大澤 光司 先生
への影響
援連絡会 会長
2015年
3月12日

昭和薬科大学医薬情報評価教育串田
介護報酬改定後の在
在宅医療推進における今後の薬
研究室
串田 一樹 先生
第４回 宅医療の展望と薬剤
局・薬剤師への評価のあり方
HIP研究会 会長
師会の将来を考える
居宅療養管理指導を活用した薬剤
一般社団法人日本在宅薬学会 理事長 狭間 研至 先生
師の新たな職能
一般社団法人蒲田医師会 会長
京浜病院 院長
日本慢性期医療協会 常任理事

脳卒中と地域包括ケア

熊谷 賴佳 先生

脳卒中地域連携の現
総合脳卒中センターの取り組みと 東京都保険医療公社荏原病院
2015年
土居 浩 先生
第５回 状と地域包括ケアへ
地域連携の現状
総合脳卒中センター脳神経外科 部長
10月29日
の対応
一般社団法人蒲田医師会 理事
（座長）
医療法人社団至髙会たかせクリニッ 髙瀬 義昌 先生
ク 理事長
（ご所属は開催日当時）

第1回〜第6回Webセミナーの動画は、
「sawai
沢井製薬 医療関係者向け情報サイト

medical site」にて、ご視聴いただけます。

http://scr.sawai.co.jp/med/topics/seminar/  または
検索

沢井製薬 Webセミナー

でアクセスしてください。
8

沢井webセミナー6_cs3.indd 8

2016年12月作成
ES−079

CMY K

16.12.7 11:50:52 AM

