
 

 

インタビュー）2022 年 診療報酬改定 
〜精神科系医療機関に及ぼす重要改正ポイントの検証と、 

その対応策を探る〜  
株式会社リンクアップ・ラボ 代表取締役 酒井⿇由美先⽣ 

（聞き⼿︓医療ジャーナリスト︓冨井 淑夫） 
インタビュー⽇︓2022 年 2 ⽉ 14 ⽇ 

精神科医療における救急・急性期の報酬が⼤きく再編 
――診療報酬本体では全体で僅か 0.43％のプラスという、令和 4 年改定の内容が

明らかになりました。精神科医療に関連する改正ポイント全般の印象からお話し

下さい。 

酒井：正直、精神科や心療内科系の医療機関には、殆ど追い風の吹かない改定とな

りました。もう少し新機軸が出てくると思ったのですが、肩透かしを食らった印象

です。 

ただ、一部の精神科病院が恩恵を受ける報酬項目もあり、それは精神科救急医療

体制を整備している病院です。今改定では現行の「精神科救急入院料」が「精神科

救急急性期医療入院料」（以下、同入院料に略）に名称変更し、入院期間に応じて

3 区分の評価に再編されました。現行は入院期間が「30 日以内」か「31 日以上」

で差が付けられていたのが、今改定からは「61 日以上 90 日以内」との新区分を設

け、入院日数に応じて 3 段階に傾斜配分される仕組みをつくり、60 日内にて退院

する患者が多い病院はプラスになります。一方、常勤精神保健指定医の配置要件は

現行の「5 名以上から 4 名以上」に緩和。ハードルが下がり算定し易くなったのは、

プラス要素と言えます。ただ、同入院料の診療報酬は従来よりも低く設定されてい

ます（図 1）。 



 

 

出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

酒井：今改定より「精神科急性期医師配置加算」（以下、同加算）の１及び 3 の要

件において、従来は「精神科急性期治療病棟入院料１」届出病棟でしか算定出来な

かったのが、前出・同入院料を算定する病棟にも対象が拡大されました 

同入院料と同加算はセットであり、同加算を取らないと同入院料（旧・精神科救

急入院料）は点数が下がる仕組みを導入したわけです。もう一つ、同入院料病棟に

おいて、地域の役割に応じた精神科救急医療体制がきちんと整備されている場合、

入院日から起算して 90 日を限度に算定可能な「精神科救急医療体制加算 1～3」が

新設されました。 

当該加算は精神科救急医療の実績や、常勤精神保健指定医が 5 名以上、やむを

得ない事情があると認められる場合を除き、「同入院料病棟に占める病床数が 120

床以下」等の施設基準を満たさねばなりません。同入院料単体の報酬点数は下がっ

たとは言え、常勤精神保健指定医のマンパワーを充実し、「精神科救急医療体制の

質」向上等に注力してきた病院は、これらの加算を算定することで、現行よりも診

療収入のアップが期待出来るわけです。 

一方、令和 4 年 3 月末までを経過措置とし、精神科病床が 300 床以上の病院の

場合、同入院料病棟は「2 割以下」に制限されていました。それが、今改定より「同

入院料または精神科急性期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が300床以下」
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と全体の病院規模とは関係なく、急性期の病床数そのものを抑制する見直しが同

時に行なわれたのです（図 2）。 

 

出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働省）
（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

――精神科救急・急性期医療の先鋭化を進めると同時に、当該病床を絞り込もうと

の発想ですね。 

酒井：その点に関しては、一般病院急性期と同じで、「疑似精神科急性期」は評

価しない方針です。既存の「精神科急性期治療病棟入院料 1・2」も同入院料と同

じで入院期間に応じて 3 区分に傾斜配分、入院が長期に及ぶ程、点数の下がるス

キームで、同治療病棟の病床数も従来の「2 割以下」から、「130 床以下」に制限。

「精神科救急・合併症入院料」も同様に入院期間に応じた 3 区分に見直されまし

た。前出・同入院料でも「データ提出加算」届出や、時間外・休日または深夜の入

院件数実績、常時の精神科救急外来体制の整備等、新たな施設基準が追加されハー

ドルが上がりました。精神科救急・急性期病床を有する病院は、「救急・急性期の

質」による選別化が進み、今改定の影響で現ベッド数の維持が厳しくなる施設も増

えると予想されます。この他にも「急性期の治療を要する精神疾患患者に診療を行

える充実した体制を整備している精神科を標榜する病院」に対して「精神科充実体

制加算」が新設されました。「急性期一般入院料 1 算定病院だけが算定可能」な新

設「急性期充実体制加算」と表裏一体にある加算ですが、それと比較すると「精神
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科充実体制加算」の点数は 30 点と高い評価ではありません。ただ、高度かつ専門

的な精神科急性期医療を評価する流れを象徴する新設加算と言えそうです。 

社会的孤⽴・孤独や分断が進む中で社会政策とリンクした診療報酬を拡充 
――新機軸に乏しい今改定で特に目立つのは、「自殺防止対策」や引きこもりの方

の支援の充実等、社会政策に係る診療報酬の新設や拡充が行なわれたこと。もとも

と、日本はＧ７各国の中で自殺死亡率の最も高い国で、新型コロナ感染拡大の影響

等により職を失う人も増えました。社会的孤立や孤独化が進み、特に 2020 年は女

性の自殺の急増が報道され、中医協においても、医療機関の自殺防止対策への取り

組みについて議論されました。 

酒井：その象徴的な診療報酬として「こころの連携指導料Ⅰ・Ⅱ」の新設が注目さ

れます（図 3）。（Ⅰ）は精神科・心療内科等との連携体制を構築している「かかり

つけ医」等、精神科・心療内科以外の医療機関の取り組みを評価するもの。不安を

持つ患者は、いきなり精神科等を受診されるケースは多くないと思われるので、一

般内科の先生等による「気づき」で精神科・心療内科のドクターに繋いでいただく

のを目指したものです。 

 
出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働

省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 l 

（Ⅱ）は、当該内科医等に紹介された心療内科・精神科の医療機関が診療や療養上

の指導等を行って、患者の同意の上で紹介先の医師に、診療情報の文書による提供

等を行った場合に算定出来ます。初回算定日から 1 年間を限度に患者 1 人につき

図３ かかりつけ医等及び精神科医等が連携した精神疾患を有する者等の診療に係る評価の新設 



 

月 1 回算定する要件はⅠもⅡも同じです。Ⅰでは、当該診療を担う医師は自殺等

に関する適切な研修を受講していること。Ⅱでは、精神保健福祉士「1 名以上の配

置」が求められます。 

Ⅰ・Ⅱの何れも高評価ですが、既設の「救急患者精神科継続支援料」も点数が倍

額以上にアップ。入院中及び退院後の患者の算定要件は、現行の「月 1 回」から

「週 1 回」に見直され、計 6 回が計 24 回と算定可能回数が増加しました。そこで、

精神保健福祉士の配置が必須とされました（図 4）。 

 

出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働
省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

――行政機関からの依頼に応じて精神科医が定期的な訪問診療を行った場合の対

象患者に、引きこもり状態にある方等が追加されました。 

酒井：既設の「精神科在宅患者支援管理料」に対し、新たに「引きこもり状態にあ

る患者や精神科の未受診、受診中断者、保健師等の行政職員による家庭訪問の対象

者」が追加されました。対象患者は「ＧＡＦ尺度判定 40 以下の者」とあるように

精神科医等の当該患者への早期からの介入・治療を目指したものです（図 5）。 
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出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働
省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

 
出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働

省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

この他、「児童思春期精神科専門管理加算」の対象となる「16 歳未満患者の通院・

在宅精神療法」が、現行要件「2 年間」超に長引くケースの多いことから、「2 年以

上」でも評価する新たな区分を設けられました（図 6）。 

――国が政策として、これら診療報酬を強化する狙いはどこにあるのでしょう

か？ 

酒井：全体を俯瞰すると、今改定の着目点は「全世代型社会保障」の実現にあると
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考えます。1965 年には、65 歳以上の高齢者を支える「20 歳から 64 歳」の“働き

手”世代は高齢者 1 人当たり 9.1 人、2012 年には 2.4 人だったのが、2025 年には

1.2 人に半減すると推計されています（図 7）。将来、更に加速する少子高齢化・人

口減少に備えて、今後は「支える人をいかに増やすか」に着目した制度づくりが肝

要です。精神科とは離れますが、今改定で不妊治療の診療報酬が新設され保険適用

が実現しました。目指すのは出生数を増やし人口増に繋げること。精神科のフィー

ルドとしては、前出「精神科在宅患者支援管理料」に集約されるように、引きこも

りや精神科の未受診者・未治療者等を受診に導き改善へと繋げ、社会に出て「支え

られる側から支える側」に回ってもらうための医療支援を強化するのが狙いです。

前出・自殺防止対策に関しても、自殺者の増加は稼働所得を低下させ、社会的な損

失は計り知れません。 

 
出典︓「今後の⾼齢者⼈⼝の⾒通しについて」（厚⽣労働省）

（https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf）を加⼯
して作成 

 

――国立人口問題研究所の報告では、自殺者が 3 万人超に急増した 1998 年～2000

年の社会全体の逸失利益は 2 兆 5480 億円と推計していました。 

酒井：「支えられる側が支える側に回っていただく」のを促す一丁目一番地が、2018

年改定から導入された「療養・就労両立支援指導料」です。現行では算定の対象患

者は、がん、脳血管障害、肝疾患に限定されましたが、今改定から新たに「心疾患、

糖尿病、更に若年性認知症」が追加されたのは重要な改正点と考えます（図 8）。 
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出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働
省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

――若年性認知症が入ってきたのは画期的で、精神科系医療機関に着目して頂き

たいと思います。それに伴い「相談支援加算」の対象職種に現行の看護師または社

会福祉士に加え、「精神保健福祉士または公認心理師」が追加されました。もとも

と、当該心理職はがん患者等のメンタル・サポートやカウンセリングに関与してき

た人も多く、現在は「両立支援コーディネーター」基礎研修を受講した人も数多く、

活躍しています。当該心理職の人たちが、若年性認知症の方の就労相談支援に係わ

り、社会復帰のサポートを担うのは望ましいことと感じます。 

地域医療構想とリンクした地域医療体制の整備 
2024 年ダブル改定がメルクマールに︕ 
――2020 年改定からギャンブル依存症の集団療法が診療報酬で位置付けられまし

たが、今回もアディクションに関連する新たな評価が目立ちました。 

酒井：既設の「重度アルコール依存症入院医療管理加算」について、薬物依存症は

有用な入院治療のプログラムがなかったため対象外でしたが、新たに有効な治療

プログラムが開発されたことから今改定で追加され、「依存症入院医療管理加算」

として集約・再編されました。逆に外来の「依存症集団療法」について、薬物依存

症・ギャンブル依存症に限られたのが、今回から「アルコール依存症」の評価が新

設されました（図 9）。 
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出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働

省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

――アルコール・薬物依存症の何れも、従来は欠落していた各々、外来・入院の報

酬を補強した訳ですね。もともと依存症の患者は年々、増加傾向で推移してきた一

方、薬物依存症の診療を行う医療機関数は増えていませんでした。 

酒井：これら強化すべき精神科医療は、2013 年の第 6 次地域医療計画で精神疾患が

追加され 5 疾病 5 事業（第 8 次医療計画からは 5 疾病 6 事業＋在宅医療）となり、

2018 年度からの第 7 次医療計画では 14 の精神疾患毎に医療機能の明確化を行って

いく対応方針が示されました。当該 14 疾患には前述「依存症」や「統合失調症」、

「認知症」更に「自殺未遂」等も含まれます（図 10）。特に 14 疾患にある「精神科

救急」及び、精神病床は、地域医療構想の実現を踏まえて各地域の必要救急件数・

病床数が既に設定されています。 
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出典︓「第 4 回これからの精神保健医療福祉のあり⽅に関する検討会」資料１－（２）（厚⽣労働省）

（ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000142681.html）を加⼯して作成 

――今改定の内容からも、地域医療構想とリンクした診療報酬設計が進められて

いくのは、精神科医療も例外ではないのですね。ところで認知症に関し、認知症疾

患医療センターの「認知症専門診断管理料２」では「基幹型・地域型」とは別建て

に診療所の「連携型」が算定対象になった以外に、新機軸と言えるものは見当たり

ません（図 11）。 

多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築に向けた医療機能の明確化について 図 10  



 

 
出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働

省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

酒井：認知症に関しては、本当に目新しい新設項目は何もなかった今改定となりま

した。私の考えですが、今後の改定で認知症に関連する評価は介護報酬にシフトさ

れ、診療報酬政策で新たに対応することは殆どなくなると思います。厚生労働省は

2016 年診療報酬改定から「認知症ケア加算」を導入し、精神科以外の病棟にも「認

知症を発症した患者を支える」ための受け皿づくりを進めました。「認知症ケア加

算」が一般病棟等にも幅広く行き渡ったことで、これから先の認知症の方の入院対

応は、「介護医療院」を中心とする介護施設が担っていくと想定されます。 

――認知症が新たに診療報酬で評価される可能性は乏しいとの見方ですね。老人

性認知症疾患療養病棟の患者も精神病床に入院していますが、介護保険へと収斂

されつつあります。やはり、厚生労働省の進める道筋としては、2024 年に予定さ

れる診療報酬・介護報酬のダブル改定がメルクマールになるだろうと思いますが、

いかがでしょうか。 

酒井：精神科の療養機能等についても、厚生労働省では介護医療院での対応を認め

るかどうか等の議論が始まる可能性がありますが、現時点では具体的には分かり

ません。 

――本日は精神科診療報酬の多岐に亘る改正項目に言及して頂きましたが、精神

科系医療機関の今後の対応や、戦略等を中心とする“まとめ”に入りたいと思いま

す。 
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酒井：精神病床の稼働率が年々低下していく中では精神科外来・在宅医療の強化、

更には介護保険事業に活路を見い出していくのが必要と考えます。今改定でも精

神保健指定医による「通院・在宅精神療法」の報酬が 30 分未満の場合を除いてア

ップしましたが、地域移行に向けて「質の高い」外来・在宅医療を提供する精神科

系医療機関は診療報酬で、それなりに評価されていくでしょう（図 12）。これまで

医療保険だけで運営してきた精神科の先生方は、介護保険事業との連携を本格的

に考えていく時期に来ています。そのためには、まず介護保険制度のことをより深

く知って頂くことが大事です。前述したように、国は今後、認知症の方を支えるの

は「介護」領域と捉えているので、それを支える機能を整備していく。一つの例と

して、病棟を住宅等に転換して介護保険事業を展開する等の対応も、検討の余地は

あるでしょう。今改定を踏まえると、引きこもりの方の支援や、自傷行為や自殺の

予防、アディクション等、社会的に孤立し易いメンタル面の不安を抱えた方々の支

援に、明確な方針を持って対応して頂くことも大切です。 

 

出典︓「令和４年度診療報酬改定説明資料等について「１３ 令和４年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅳ（精神医療）」」（厚⽣労働
省）（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html）を加⼯して作成 

――最後に中医協における診療報酬改定の議論を振り返ると、今年 1 月からは「地

域移行機能強化病棟入院料」に関する言及が殆どなく、個別改定項目の説明におい

ても触れられていません。 

酒井：同病棟入院料については、2024 年 3 月末での廃止が決定しているにも関わ

らず、全く言及がされていなかったのは、確かに不自然な印象でした。見方を変え

ると、2024 年改定では精神科の入院医療に、今まで予想もしなかった大きなメス

が入るかもしれない。 

例えば、一般病院で運営される地域包括ケア病棟のように、精神科病院を退院し

介護サービス事業所への移行を促す新たな病棟機能が、精神科系病院にも導入さ

れる可能性も全くないとは言えない。今回は無風だった精神科に限らず、2024 年
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のダブル改定は「何が起こるのか分からない」改定と捉えて早めに情報収集し、準

備して頂く必要があると考えます。 
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