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拝啓 
先日は大変お忙しい中、精神科リエゾン・チーム加算に関するアンケート調査への回答

をありがとうございました。大変遅くなりましたが結果をおくらせて頂きます。できるだ

け詳細にお伝えした方がいいと考え、生データに近い形でお知らせします。	 

頂いた結果をもとに、精神看護専門看護師がより専門的な活動ができるよう学会として

も活動していきたいと思います。	 

今後ともよろしくお願いいたします。	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 敬具	 

１．	 あなたご自身について伺います。	 

１）	 看護師の経験年数は？	 

平均 17.4 年	 

最少 9 年	 

最大 28 年	 

中央値 18 年	 

	 

２）	 精神看護専門看護師としての経験年数は？	 

平均 4.7 年	 

最少 1 年	 

最大 12 年	 

中央値 4 年	 

該当しない（1 名）	 

	 

３）	 認知症認定看護師としての経験年数は？	 

該当しない（27 名）	 

	 

４）	 身体合併症認定看護師としての経験年数は？	 

平均 4 年	 

最少 4 年	 

最大 4 年	 

中央値 4 年	 

該当しない（26 名）	 

	 

２．	 現在の職位を教えて下さい。該当するものに○をお願いします。	 

精神看護専門看護師もしくは認定看護師として独立した部署（看護部もしくは地域連

携室等）で仕事をしている。（21 名）	 

（部署）	 



看護部 11 名	 

看護部管理室 3 名	 

外来 1 名	 

看護局 1 名	 

看護部と認知症疾患医療センター兼務 1 名	 

	 

スタッフナースとして活動している。（2 名）	 

副看護師長と兼任で働いている。（1 名）	 

看護師長と兼任で働いている。	 

医局に所属して仕事をしている。	 

大学の教員と兼任で仕事をしている。（1 名）	 

その他（2 名）	 

l 看護部教育担当：所属は看護部だが教育専任者の位置づけで、そちらを主としなが
ら、週 2 日を CNS 活動日とされている）	 

l 健康管理部門に勤務し、要請があれば単価の精神科へ不定期・単発でコンサルなど
を行っている	 

	 

３．	 あなたの病院について伺います。	 

１）	 病院は何床ですか。	 

平均 684.8 床	 

最少 240 床	 

最大 1400 床	 

中央値 710 床	 

	 

２）	 診療科の数について教えて下さい。	 

平均 26.5	 

最少 1	 

最大 50	 

中央値 29.5	 

	 

３）精神科、神経精神科病棟はありますか。	 

	 あり（16 件）	 

なし（10 件）	 

無回答（1 件）	 

	 

４）リエゾン精神科医はいますか。	 

いる（16 件）	 

いない（10 件）	 

無回答（1 件）	 

	 

４．	 精神科リエゾン・チーム加算の取得状況について教えて下さい。	 

１）	 あなたの病院では、精神科リエゾン・チーム加算を取っていますか。	 

取っている（11 名）	 

取っていない（13 名）	 

取る予定で準備している（1 名）	 



無回答（2 名）	 

	 

２）	 上記１）で精神科リエゾン・チーム加算を「取っている」とお答え頂いた方にお尋ね

します。	 

（1）昨年 4 月から今年 1 月までの間で、だいたい何名の患者様を対象に、精神科リエゾン・

チームとして活動しましたか。	 

平均 182.9 名	 

最少 10 名	 

最大 530 名	 

中央値 96 名	 

	 

(2)チームは、どのような職種で活動されていますか。該当するものすべてに番号に○を

つけて下さい。	 

精神科医（11 件）	 

リエゾン精神看護専門看護師（11 件）	 

認定看護師（0 件）（領域）	 

精神保健福祉士（2 件）	 

臨床心理士（10 件）	 

栄養士（0 件）	 

薬剤師（2 件）	 

ほか（2 件）老人看護専門看護師、医療安全管理者、ＭＳＷ	 

	 

(3)どのような患者様を対象に活動されましたか。該当するものすべてに○をつけてくだ

さい。	 

（10 件）せん妄の患者様	 

（9 件）自殺企図のあった患者様	 

（10 件）ターミナルの患者様でうつ状態や不安状態が悪化している患者様	 

（11 件）身体疾患（病名をお教え下さい：	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）の患者様で一時的に、

抑うつや不安が強くなられた患者様	 

（7 件）抗がん剤治療を受けられて精神状態が不安定になられている患者様	 

（6 件）救急場面でパニックや不穏が強かった患者様	 

（10 件）医療者への不信感が強く、攻撃や不満が医療者に向けられた患者様	 

（10 件）認知症症状を呈している患者様	 

（5 件）ほか	 

（どのような患者様だったのか教えて下さい）	 

l 家族間の葛藤が強い患者	 
l 発達障害圏にあると思われる患者	 
l 精神疾患をもつ患者の周産期管理	 
l 精神科未受診で精神疾患が疑わしい患者	 
l 治療方針に迷いのあり一時的に不安が強くなられた患者	 
l 不眠を訴える患者	 
l ケアを拒否する患者	 
l 移植待機中で精神状態が不安定になられている患者	 
l 身体表現性障害の患者	 
l 患者の病状悪化についていかれないで不安定になった家族の対応	 



l 病状の進行により現状の受け入れが困難な患者	 
l 長期入院となり精神的に不安定な患者	 
l 精神疾患があり身体疾患の治療が必要な患者	 
l 操作的な患者	 
	 

(3)精神科リエゾン・チーム加算を取ることで、どのような効果がありましたか。自由に記載し

てください。	 

今まで１回きりだった患者様にも継続してフォローできるようになった	 

チーム内の各職種の役割がみえて連携しやすくなった	 

ケースカンファレンスを他職種で行うため、多角的にケースをアセスメントできる	 

定期のリエゾンカンファレンスを行っている部署では、受診までは必要としないケースに対してコ

ンサルテーションに応じたり、早めに精神科医につながるようになった	 

一般科スタッフがせん妄に関心をよせ、少し早い対応ができるようになっている	 

身体疾患を有する精神疾患患者が周手術期の治療一連を一般病棟で受けることができている。	 

精神科医だけでリエゾン活動をしていた頃より、チームになった方が細やかで安心できるという反

応をもらっている。	 

実質的に加算前よりチーム活動を行っていたので、加算をとることで特定の効果を示したとは言え

ない。チーム内でのインフォーマルな統計が、医療統計として医事課で取り扱われるようになった

ことくらいか・・・	 

あえて言うなら、お金がつくという事で病院執行部に院内リエゾンチームや精神看護専門看護師の

存在および活動内容を認識されたが、診療報酬は微々たる額なのであまり期待はされていない。（院

内活動への制約や強硬な指示はないので活動はしやすい）	 

当院では 2010 年 4 月から精神科リエゾンチームで活動を開始した。チーム加算が新設される前は、

リエゾンチームの活動が報酬に直結しないためか院内の関心は低かった（一部の診療科からの依頼

に偏っていた）。しかし、加算の算定を始めると、リエゾンチームは病院長任命の正式なチーム医療

として組織の中に位置づけられ（緩和ケアチームや褥瘡対策、NST 等と並列に扱われる）、内規も整

備された。これによって、院内の認知度が高まり、さまざまな診療科からコンサルテーションが寄

せられるようになった。他のチーム医療に比べると報酬額は低いが、チーム加算の新設は、リエゾ

ン精神医療で何が提供できるのか、ということを組織に示すきっかけになったように思う。	 

加算をとるようになったことによるメリットはまだわからないが、チームでの活動	 

を始めたことでのメリットとしては、家族への対応、薬、転院や医療サービスの導入	 

などの問題がバランスよく対応できる。対応が大変なケースの愚痴が多職種にこぼせ	 

るので、スタッフの精神衛生によい。退院後の通院や、入院中に開始した精神科薬物継続の必要性

などについてもれがなくなる、などがあげられる。	 

カンファレンスをすることで、多角的に患者の状態を把握しケアを検討することができる。	 

治療中早期に介入することで予防的な効果やアクセスのしやすさがあった（医療者にとっても）	 

「治療のサポートをするチーム」とアピールできたので、患者にとって敷居が低くなった	 

回診は精神科リエゾンチーム加算が新設される前から実施していたが、加算がとれることで、チー

ムのモチベーションも、事務方の評価も向上したように感じる。	 

情報共有と方向性の確認がしやすくなった。	 

他職種との連携がしやすくなった。	 

多職種同士で、相互の役割がみえやすくなった。	 

リエゾンナースの認知度が少しは上がった気がする。	 

患者さんのフォローアップが手厚くなった。	 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

(4)精神科リエゾン・チーム加算をとる上で、問題となったことはどのようなことですか。自由

に記載して下さい。	 

電子カルテのシステムが追いつかず、手書きで計画書作成を行い、コストも 1 回ずつ医事課に電話

連絡するなど、手間がかかる。	 

専従者を確保したが、その処遇がまだ曖昧。（医療技術部所属で精神科臨床心理士として異動したが、

未だに席が精神科にない。席の有無だけではなく・・・）	 

従来の精神科併診のやり方に「業務が増える」ことになるため、なるべく医師の負担を増やさない

ようなフローをつくり、周知することが難しかった。	 

1 週間に算定できる件数が 30 件と限られているため、年間 600 件以上のコンサルテーションを受け

ている当リエゾンチームでは件数オーバーで加算する患者/できない患者が発生している。現在は、

介入内容をもとに加算するか否かをわざわざ選定している。件数が多ければ、本来であれば加算算

定対象者であってもとることができず、不公平さが増している。	 

週 1 回の算定であるが、せん妄などは初診翌日、あるいは 2・3 日のうちに病像が変化するのでチー

ムのいずれかのスタッフがフォローアップのため訪問している。うつやそのほかの精神症状に関し

ても急性期には週 1 回以上の介入が必要であり、臨床活動からすると算定の制限は実情を反映して

いないものであり、実質的な介入評価には値しない。	 

チームを立ち上げたばかりの場合、依頼件数が少ない場合、チームメンバーが最小単位である場合

などは現行の制限で賄えると思うが、病院規模やリエゾンチームの活動状況（依頼件数）に合わせ

た設定をして頂きたい。	 

対象者選定、書類作成など煩雑な事務作業が増えているにも関わらず診療報酬額は低く専門の事務

職を置くことができず、事務処理のためチームメンバーの負担が増大した。	 

また、現在指定されている加算用書類は内容が臨床的ではなく活用できていない。対象患者が転院

する時には添付するようにとのことだが、転院先に精神科領域のスタッフがいないと書類の内容の

みでは状況把握にはつながらないため、かえって混乱を招くこともある。必要時には別途これまで

通りの診療情報提供書を作成して添付している。必要書類については再検討が必要と思われる。	 

リエゾンチームのコンサルトとしては、患者対応とともに家族への対応も多く含まれている。現在、

家族の相談に関しては算定していないが、リエゾン活動は患者・家族含めての介入・調整なども含

まれているため対象範囲を広げてほしい。	 

同じく、予防の観点からの介入も多く扱っている（主に専門看護師が中心となって対応）。現行の加

算対象者は「うつやせん妄など精神症状を呈する患者」が対象となっているため、介入しても加算



算定はできない。→医療の質向上・医療費低減のためには予防的介入も重要なケアと考え、対象に

入れてほしい。	 

現在の緩和ケア加算のように介入内容に制限がなく 1 回ずつの加算、あるいは、褥瘡加算のように

院内にリエゾンチームを置くことで加算されるようにしてほしい。	 

精神科経験のある常勤の臨床心理士や薬剤師などの専従スタッフの配置が難しいなどの理由でチー

ム加算が算定できない施設も多いと思われるが、チーム活動には必ずリエゾン医は必要なので、リ

エゾン医が専従で良いと思う。	 

精神看護専門看護師は、院内の別の活動も多く掛け持ちしているので現行のまま専任が良いと思う。	 

資格取得したリエゾン精神看護専門看護師はまだまだ少ない。専門看護師コース修了者で実質的に

活動している者も対象に入れると、もう少し範囲が広まるのではないかと思われる。	 

個別に対応するよりも対応がスムーズで、治療効果につなげやすい	 

関係部署や患者家族の介入への満足度の向上	 

精神的介入の必要性や効果の伝達	 

緩和ケアチームの精神科対応内容と内容が重複しているため、加算の大きい緩和ケアチームで加算

を取ることが多い	 

緩和ケアチームに所属している医師と精神科リエゾンチームの医師は同じなので、両チームが介入

した際に混乱が生じた	 

精神科受診への抵抗感があった患者家族で、介入は希望するが、書面にサインをすることを拒否す

るケースがあった	 

小児・歯科口腔外科・結核など、入院期間が長くなり、介入の必要性が高いケースで加算対象外と

なっているため、チーム介入を行っていても加算対象外の患者が多い	 

毎週の評価票の記載に加え、電子カルテのため、印刷、スキャナー取り込みが患者ごとに必要とな

り事務手続きの手間が多くかかるが、加算が少ないため、手間を考えると加算対象としないほうが

対応が楽に行える	 

精神科医局のマンパワーが十分ではなく、専任精神科医の確保が大変だった。結局、外来担当医が

リエゾンの専任を兼務することになり、複数の精神科医をリエゾン専任医師として登録しているが、

一部の精神科医からは業務負担に対する不満が強く聞かれた。業務負担に見合うだけの報酬額では

ないことが一因でもあった。	 

精神科経験を有するコメディカルしかチームに入れないので、構成メンバーが限られてくる。⇒精

神科リエゾン・チームとして提供できるケアが構成メンバーにより偏り、多職種で介入はしている

のだが精神科リエゾン・チームとして算定できないケースが多くある。	 

精神科受診、緩和ケアチーム、精神科リエゾン・チームと精神科医にアクセスする方法はいくつか

あるが、依頼をする現場の医師や看護師は、それらの違いが分からずどこに依頼をしたらいいのか

混乱している。	 

チームメンバーがそれぞれ精神科リエゾン・チーム以外の活動もしているため、カンファレンスや

回診などの時間を捻出するのが困難。	 

専従のコメディカルの確保	 

施設基準において心理士が専従でリエゾン看護師が専任であること。当院ではリエゾン看護師がチ

ームのコーディネーターをしているため、現実的にはリエゾン看護師が専従として働いているため。	 

計画書等の文章作成が煩雑。	 

他職種間での役割葛藤	 

記録システムや診療報酬のシステムの整備が遅く、手間取っている	 

	 

	 



	 

	 

	 

	 

３）	 次に上記１）で精神科リエゾン・チーム加算を「取っていない」とお答え頂いた方にお尋

ねします。	 

① 取れなかった理由は何ですか。該当するものすべてに○をお願いします。	 
	 	 （1件）精神科リエゾンについて5年以上の経験のある専任の精神科医がいない	 

（1件）専任の専門看護師、認定看護師がいない	 

（6件）専従の精神保健福祉士がいない	 

（6件）専従の作業療法士がいない	 

（6件）専従の薬剤師がいない	 

（6件）専従の臨床診療技術者がいない	 

（5件）ほか	 

（理由を記載下さい）	 

l 本精神看護専門看護師は非常勤であること、診療報酬として認められている老人看護専門
看護師は常勤でいるが、別の役割を取っており専任になれないこと	 

l 加算を取ることへの精神科医や医事課のモチベーションがない	 
l 精神科医のマンパワー不足	 
l 単科精神科病院のため	 
l 病院として、人数や時間をかける割に診療報酬が低いとの判断がありました。	 
l 精神科病棟開棟後から一般病棟から依頼のあった患者の診察を行い、曜日担当も決まって

スムーズに行ってきた。リエゾンナース、CP、PSWとも臨機応変に活動しており困ってい

なかった。チーム加算をとると、加算できる患者数が決まっており、点数が低いため、メ

リットがない。	 

l 専従職員を配置する人件費が診療報酬に見合わない	 
	 

４）「精神科リエゾン・チーム加算を取る予定である」とお答え下さった方にお尋ねします。い

つごろ、加算をとられる予定ですか。	 

事務側もＣＮＳも「すぐにでも加算を取りたい」一方、精神科医局は「これ以上人手は出せない」

なので、取る予定といえば取る予定だが、「いつごろ」は見えない。	 

電子カルテの整備ができたら	 

加算なしのチーム活動を開始し、概ね 1 年間の実績データを分析した上で。	 

	 

	 

	 

	 

５．	 精神科リエゾン・チーム加算について、現在感じていらっしゃること、課題、今後の希望な

ど自由に記載下さい。	 

加算の目的として、医療者の負担軽減もそのひとつとして挙げられており、患者に対する直接介入

をしないケース（コンサルテーションや調整）にもチームで積極的に関わるようにしている。しか

し、その場合、患者の同意を得ることが難しく、加算対象にはならない。	 

総合病院において、外来のみの診療をしているところは、5年以上の経験のある医師と決められる

と、厳しい面がある。また、ＰＳＷ、ＯＴ、薬剤師などの専従というのも総合病院では確保が厳し



い。しかし、対象患者は、列記してあるものすべてに対して、対応しているため、PSWはせめて専

任、または専門看護師と医師がいれば取得できるなど、改訂の余地はあるのではないかと思う。	 

患者を中心としたチーム医療のあり方として、この加算はとても意味があり重要だと思うのです

が、専従職員をおかなければいけないわりに診療報酬が低い状況なので、経営という観点から見た

場合、当院のように躊躇するところが出ると思います。専従ではなく専任にするなど自由度を上げ

るか、報酬自体を高くしてもらえると取り入れるところが増えていくと思います。	 まだ始まった

ばかりの加算なので今後の動向に期待したいと思います。	 

チームの評価をどう計り、成果をどう表すかが課題である。	 

チームの認知度は上がってきている感触があったえも、医局の体制によって、チームの活動を拡大

することは困難である（と決めつけているのがいけないのだろうが）ので、効果的かつ効率的な活

動を考えていくことが必要になる。	 

算定料が安価なので、目立たず、あまり期待されていないところがある。反面、このくらいから開

始の方が業務がいっぱいにならずにすむのかもしれない。	 

週30名の上限は、病床数などによって差をつけた方がよいでのではないか。	 

また、週1回の加算では少ない症例もある。せん妄や精神疾患患者の場合などは毎日見る必要があ

ることがある。	 

緩和ケアチームの精神科対応内容と内容が重複しているため、加算の大きい緩和ケアチームで加算

を取ることが多い	 

緩和ケアチームに所属している医師と精神科リエゾンチームの医師は同じなので、両チームが介入

した際に混乱が生じた	 

精神科受診への抵抗感があった患者家族で、介入は希望するが、書面にサインをすることを拒否す

るケースがあった	 

小児・歯科口腔外科・結核など、入院期間が長くなり、介入の必要性が高いケースで加算対象外と

なっているため、チーム介入を行っていても加算対象外の患者が多い	 

毎週の評価票の記載に加え、電子カルテのため、印刷、スキャナー取り込みが患者ごとに必要とな

り事務手続きの手間が多くかかるが、加算が少ないため、手間を考えると加算対象としないほうが

対応が楽に行える	 

精神科医が激減するなかで、リエゾンチームに「精神科リエゾンについて十分な経験のある専任の

精神科医」は全く現実的でない。しかし専任がいないから加算の実現がなされないならば、精神科

医療の充実という目的はいつまでたっても達成されない。	 

したがって、「専任」は外すことが必要。あるいは「精神CNSがいれば精神科医は兼任でも可」とい

う案が理想である。	 

「3.精神科リエゾンについて十分な経験のある専従の常勤精神保健福祉士、常勤作業療法士、常勤

薬剤師又は常勤臨床心理技術者のいずれか１人」について、いずれか1人の意味がわからない。だ

れでもよいような役割なのか？何を意図しているのか？つまり、包括的にみられる人が必要であれ

ば、精神CNSと精神科医がいれば十分である。PSWは、資源導入に長けている精神CNSが適宜依頼す

ればよいではないか？	 

上記2点をまとめると、リエゾンチーム加算には、「１．精神科医（専任の精神CNSがいれば兼任可：

その場合週1回以上は専任業務）」と「２．精神科リエゾンに係る所定の研修を修了した専任の常勤

看護師」と「３．PSW（兼任可）」の3役割が必要であり、２と３については、精神CNSがいれば３は

不要とするのが理想と考える。	 

なお、今回の日本精神保健看護学会の活動に、深く感謝いたします。ぜひとも日本の精神科医療の

底上げのため、精神CNSの役割拡大のために、よろしくお願いいたします。	 

同時に、CNS制度を作った日看協の、CNSへのバックアップの乏しさに憤慨しています。看護管理者



の意識が、未だ極度に乏しいまま（CNSについて閉鎖的）である根源は、そのアプローチの不足に

あります。日看協へのアプローチも、ぜひよろしくお願いいたします。	 

チームメンバーとなったCPやPSWは、リエゾンコンサルテーションに関する知識や経験が十分では

なく、またリエゾン専任医師もリエゾンコンサルテーションに対する考え方が多様で、チームとし

ての意思決定に難しさを感じた。十分にチーム医療が機能していないと感じることがある。	 

要件では、CPかPSWが専従となっているが、身体的側面と精神的側面を統合してアセスメントする

ことが可能な看護師の方が、リエゾンコンサルテーションのさまざまな場面で効果的なコーディネ

ーションができるように思う。	 

最近、本来リエゾンが対応しなくても済むようなケースが紹介されることがある。病棟スタッフや

医師が、一般的な精神症状のアセスメントや対応ができるようになれば解決できる部分も大きく、

今後はそれらに対する教育についてリエゾンチームでも検討していくことが現在の課題。	 

必要な時間やマンパワーに比して、点数がそれほど高くないという印象があり、病院組織としても

精神科としても「何が何でも加算を」という動きにつながりにくい。他にもっと効率よく点数につ

ながるものがたくさんあるので、優先順位が低くなってしまう。	 

一般病院では精神保健福祉士はもちろんのこと、精神科の経験のあるあるいは関心のある	 

作業療法士も薬剤師もいません。当院は臨床心理士もおりません。こうした職種の人がいたとして

もとても専従になれるほど業務量が安定しているとは思えません。たとえば臨床心理士の場合、３

次救急を担いかつがんセンターも併せ持つ当院のような急性期病院ではしゃべることができない

患者も多く、心理面接ができる患者ばかりが精神科リエゾンを必要としているわけではありませ

ん。同様に精神科リエゾンに関わる作業療法士のかかわりが必要な状態の人はあまりいません。大

きな総合病院で精神科もあるようなところでしか実際には請求できないと思います。でも設問４―

２）にあるような患者やそれ以外の患者に対して日々活動はしています。	 

加算の概算上、専従のソーシャル・ワーカー、心理士を雇うだけの収入にならないため、士気があ

がらない。	 

リエゾンチームの運営に意欲的な精神科医がいない（多忙を理由にチームラウンドはできない、カ

ンファレンスの時間調整に協力的でない）。	 

リエゾンCNSは他の活動もいろいろあるので、専任という現在の配置要件のままがよい。	 

他のコメディカルが専従という要件なので、そのハードルが高いと思う。また、夫々の役割は違う

のに、いずれかのコメディカルが1人いればいいという要件は現場の動きにあっていないと思われ

る。	 

精神看護専門看護師としては、精神科受診を拒否したり、精神科受診にかかるまでもないが精神的

に不安定な患者さん、対人関係に困難を抱えている患者さんを対象に、精神状態の悪化を防止した

り、危機的状況からの回復できるよう介入したり、適切な医療につながるよう調整しており、精神

科リエゾン・チームの活動では十分救えない患者さんのケアを担当している。そのため、精神科リ

エゾン・チームの活動では、精神看護専門看護師の介入のエビデンスが活かされている算定にはな

っていないように思います。介入の件数ではなく、精神科専門看護師が病院に存在することが条件

の算定になることを望みます。そうすると病院で精神看護専門看護師を雇用することに積極的にな

るのではないでしょうか。	 

精神科兼科との棲み分けを身体化が判断するのが難しいが、全てチームで請け負おうとなるとマン

パワーがない（現在最少人数の３名で活動している）	 

コメディカルが専従の要件は厳しい	 

患者に加算を取ることは認められた感じがして嬉しいが、リエゾン介入は患者からよりも医療者の

ニーズが高い場合もある	 

少ない精神科医で多くの患者をフォローできる仕組みとしてチームを構成することは非常に意味



があると感じている。加算はチープであるが、チームを構成し、淡々と算定していくことがリエゾ

ン看護師の立場では重要であると考えている。チームのコーディネーターはリエゾン看護師でも心

理士でもＰＳＷでもよいと思うが、施設基準において看護師は専任・他は専従という条件はおかし

いと思う。	 

当院では、診療報酬が改定された際に、この加算について検討されましたが、精神一般、精神療養

病棟では対象外であると認識されました。病院としては職種もそろっていますので、対応できます

が、残念です。	 

精神科医師たちの中で、リエゾンに対するモチベーション、考え方に相当開きがある。	 

すでに院内に種々のチーム（急性重症のせん妄、老年認知症、緩和等）が存在する場合、リエゾン

チームの意味、意義が（精神科医師も含め）理解されないと協働、棲み分けが難しいように思う。	 

私は精神看護専門看護師となる以前、精神科認定看護師でもあったが、チームの立ち上げや活動を

通じとなり改めてカリキュラムの差を感じる（精神科認定看護師のカリキュラムにはリエゾンに関

するカリキュラムや実習はない）。	 

リエゾン精神看護専門看護師がもっと増えることで、より多くの病棟に支援ができると思う。	 

臨床心理士とのすみわけが難しい。施設によってもその特性は異なると思うので、相互に協働・連

携しながら、各施設で編み出していくものなのかなと思う。	 

算定要件である専従の職種がコメディカルであるため、ハードルが高いように思います。看護師が

専従で、コメディカルが専任であった方が算定拡大につながるのではないかと思います。	 

多職種で構成しているチームであるのに、診療報酬加算が200点/週という点数の低さが、算定申請

を積極的に進められない要因としても大きいと思います。専従要件であるコメディカルが揃わない

から雇うと考えても、その人件費にも満たないです。必要性はわかっていても、採算を考えた時に

二の足を踏むのではないでしょうか。点数が上がることを期待します。また、診療報酬加算を飛躍

的に伸ばせないにしても、安全管理・医療費削減の視点から、暫定的な期間を設けたとしても、い

ずれ、設置していない場合の減算の措置が必要なぐらい患者の生命や治癒に関してリスクが高いの

が、現場の状況であることを理解して戴きたいと思っています。	 

日本総合病院精神医学会であった報告の1つに、専任となる看護師の要件が厳しく加算が取れない

要因という指摘がありました。総合病院にいるリエゾンCNSだけを見ても、専任になれる要件は満

たしているのに加算が取れていない現状があり、看護師の要件が厳しいというだけではないと思い

ました。	 

算定要件を満たした施設が、どのような病院(大学病院か、総合病院か、有床か無床か)で、どのよ

うな職種で構成されているのか、実際にどの程度の病院が加算を取れているのかという実態を知る

ことがなかなかできません。他施設での状況を参考にできれば、加算申請に難渋している時に役立

つように思います。	 

せん妄対策が問題になっていたので、平成23年度	 厚生労働省の「チーム医療実証事業報告書(案)」

のせん妄チーム、「身体疾患を有する精神疾患患者等の救急医療について	 一般病棟における合併

症患者について」等を参考にして、安全管理の視点からリエゾンチーム加算につなげる取り組みを

している最中です。	 

規模の大きな病院の場合、患者数に上限を設定しないでほしい。	 

日本精神科看護協会で取得した認定看護師のカリキュラムと、日本看護協会で取得した認定看護師

のカリキュラムを同等と位置づけていいのかかなり疑問。	 

「最初に箱ありき」でチームを作ってしまった病院の問題点を聞いていると、これでチーム医療と

言っていいのかかなり疑問を感じる。精神科医療・看護の質の向上を全体で行っていく必要がある

と思う。	 

一般病床には常時癌のターミナル患者が入院しており、緩和ケアカンファレンスを毎週開催してい



るにも関わらず、人員配置を行うほどのメリットがないため加算申請を行っていない状況です。精

神科病院の中の一般病床への適応を想定していない加算のため、日本精神病院協会としても算定は

難しいという見解であるそうですが、かなりの労力がかかっていますので、評価してもらえるよう

算定要件を緩和していただければと思います。	 
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