
本調査の趣旨
本調査は、以下を調査目的として、毎年6月30日時点の精神保健医療福祉の実態を把握するものであ
り、「医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための研究」（研究代表者：国立
精神・神経医療研究センター山之内芳雄）の研究班が、調査の企画・実施・集計・公表を担っていま
す。

調査目的1: 
精神保健医療福祉の実態を把握し、精神保健医療福祉施策推進のための
基礎資料を得ること

調査目的2:
医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支援）計画等に活用すること
精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築等

毎年、本調査にご協力いただきありがとうございます。

く調査内容・入力方法の問い合わせ先＞

630調査事務局（研究班）

国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神医療政策研究部山之内、臼杵、臼田、古野、岡山、赤羽

E-mail: 630@ncnp.go.jp 

調査全体の流れ図
調査票の受取り（ダウンロード）と提出（アッ::toード）は、 「630調査医療機関・訪看ST用Web」を介して行われます。

↓ ↑ 
.rt 

630調査 自治体用Web

①調査のうジ
／⑥調査票の提出

ヽ ※調査票の提出は、 47都道府県が政令市分もまとめて行います。
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精神科もしくは心療内科を楓榜している、すべての医療機関
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ご担当者様へ

この調査票は、令和元年 (2019年） 630調査 精神病床を持たない医療機関用調査票です。

・精神科もしくは心療内科を標榜している、 すべての医療機関が対象です。

・調査票1、2、3、8を順にご回答ください。

※集計の都合上、調査票番号や項目番号が飛んでいる箇所がありますが、

調査票の不具合ではないのでご了承ください（精神病床ありの機関と項目が一部共通のため）。

・都道府県・政令市の主管課は、提出された管内データを医療計画ならびに障害福祉計画の

立案推進等のため閲覧することもあります。

ご記入が終わりましたら、最後に下記について、ご確認をお願いいたします。

口医療機関番号は正しく記入されていますか？

口医療機関名は各調査票にそれぞれ記入されていますか？

口調査票 1~3の回答欄に空欄が残っていませんか？

（数字を記入する欄は、 0人の場合、空欄ではなぐO"と記入をお願いします。）

口調査票8の「 1. 「精神科訪問看護・指導料」または「精神科退院前訪問指導料」を算定して

いる施設ですか。」に、

「している」と回答した場合は、すべての回答欄に記入をお願いいたします。

「していない」と回答した場合は、調査票8の2.以降の質問項目は空欄で構いません。

▼ 上記についてご確認が終わりましたら、本調査票を自治体宛にお送りください。
自治体への送付については、自治体から指定された方法に従ってください。



調査票1~餌属性、職員数について

-E 

謳●●●名 電話書号 戸＝＝ーI声—=-~·
●遍膚鳳●号 (01-47の2桁） 璽舅 (1桁）演記入不憂です．

1 

璽憲櫨●書号 (7桁）

響遭膚鳳 市区町村 胄区町村以麟

医療機関番号を入力してください
（都道府県番号(2ffi)+点数表区分(I桁 ：医
科は!)+医療機関番号(7桁））

例：北澤遍： 01-1-0000000 

※最後の7桁は各医療機関固有のレセブトの番
号です．

以下、令和元年(2019年）6月30日時点の、あなたの医療機関の墓本的な情報について教えてください。

- -- .. • • ~ 

鋼纏艦 國

100床以上を持つ病院

1. 医憲機関全体で綱床はいくつありますか 20~99床を持つ病院

0-19床を持つ診療所

2. [碑.~且重雙ム摂、璽摂」璽墨し ＆ヽこ刃赳Jの舎ての科が
内科、外科．葦蝿人科.II!科、耳鼻いんこ刃斗の全ての科がある

萎りまをた （佐塞Q社エ~~.~這 杢ヱ豆!Il 全ての科I以tい

外来診療烈テっている

外来診療を行っていない

3蕊住民を対象とし叫冑神科外来機能をお持ちですか 専ら自社職員やその家族等を診療対象としている

専ら字生や学校職員等を診療対象としている

専上記以外舷邑珀た集団を診療対象としている

※休床しているものも含む．

※治験目的研如埠＜．

※ここは精神病床だけでなく一般病床等を含めすぺて計上してください．

以下、令和元年(2019年）6月30日時点でコ回答ください。 こベーご に 方 が 、暇 こ‘ い

（数字を記入してください。） .. .. 鸞・（注1) 葬U(富•一人）（注l)

9, 精神科医師数 （注2) 人 人

10. 精神科医師数のうち、精神保匿指定医数 人 人

11. 精神科医師数のうち、特定医師数
人 人

※特定医頷とは、精神保健福祉法21条に規定される特定医師を指します．

12. 精神科でない医師数

※主な診療科が精神科以外の全ての医師数。 人 人
※精神科へのかかわりの有無は、問いません．

13. すべての薬剤師数
人 人

※精神科へのかかわりの有無は、問いません。

14. 精神科I~射又る看護職員（暑護邸・准雹護邸） ＊看護助手1註合< 人 人

16. 精神科に関わるIll零療法士数 人 人

18. 精神科四関わ引恒胆見去士数 人 人

20. 精神科に関わる精神保健渭祉士数 人 人

22. 精神科四関わる公認心理師、臨床心理技術者数 人 人

（注1)各施設の規定や雇用契約●l.:J: り、そl!J8IJli隅動か非常勁かを判断してばさい．判断□甚5.111合は、 一后的な墓準（週32時間以上が常動）を参考に判翫して<l'-2い．
（注2)藁務の半分以上がIC0-10のFコ-1'1こ含まれ否戻患の診療である場合は、心憲内科その他の科口所属している医邸でも、精神科医として扱って<l'..2い・

，，非冑．虹の胄●綱胃方議

(1週間の動務時間/1週間の常動職員の規定勤務時間）

※月に1日等の、 1週間単位で考えstLtl:い動務形態については．月単位で (1か月の動務時間/1週間の常動鵬員の規定動務時間x4週）と考えてくだ訊し

例）1週間の常動職員の規定動務鰐間が40時間．非常動羅員Bさ/v1Jl週間の動務時閤が8時間だ北場合 8時間/40時間=0.2

→同澤務形郷り人が4人し屯場合 0.2x4人=0.8

14,-22, の.員数の零え方や計算方法については下記をご•照ください。

※14. 以疇の項目の「精神科に関わる」とは、精神科主科の患者への関わりと零えてください。

※'11神科主科の患者への関わり＂の割合は、週宜医震機関でご囀断ください。

Tit胃方諏

鸞••員 糟神輯・置 真ム塁を霞嘗

割 薗勤鶉で■II 囀糟精宇和鳴奮～糧llll:!"9漕l舎奮11-ltた名のを國冨
（実人数x霜神科主科の患者への関わ00割合）

例渇神で全体の2割の霙墨をした常動・員が10人し屯場合 10人x0.2=2

非寓．．員 精神輯専紅 常•綱"1,I'.名のを園蒼
(1週間の勤務開間/1週間の常勤•員の規定重直時間）

例）1週間の常勤璽員の規定動務時間が40峙闇．貶んのll!IIIIの動務時間が8時間だった場合 8時間/4磯閣=0.2
→同頃獨形葱の人加人しる場合 0.2x4人=0.8

葬寓．． 員 菖戴の輯で■II 賞•糟ltl,T, 111神科字科の皇●への＂わか のII會書かけた名のを醐冨
例）上記む以All週間の勤務時間(8時Ill)のうち、精神科で5割勤務した場合 0.2x0.5=0.1
→同頃様舅形懇の人が10人しも場合 O.lxlO人=1.0



調査票2届出について

令和元年(2019年）6月30日時点でお答えください。
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匿憲櫨●名

各＇剛置出
届出の有撫

とちらかに (0をつけてください。）

1. 認知療法・認知行動療法の届出の有無 有 禦

3. 依存症集団療法の届出の有無 有 無

4. 摂食障害入院医療管理加算の届出の有無 有 無



調査票3病院機能等
当該綱院情輯

［ 匿●●●名

※該当すぷ測彦の受講有無に関しては直接、医局
会等でお問い合わせてください．

研鯵奮畳けた・員敷について（令和元年(2019年）6月30日鴫点）
匹叡 ※医療機関が診療報酬を算定できる施設として届

※真人敷を薮字で記入してください。 け出ていなくても、研修を受けた職員について記入し

＼ 
てください．

1. 診療報酬で算定される精神科専門療法「認知療法・認知行動療法」の施設基準に定められている研修を
人 ・研修とは、地方厚生局に届け出る際に伎用する様

受けた医師 式440)3(認知療法・認知行動療法l~初）施設

基準に係る届出●）の、様式“の6(救急患者精

2. 診療報酬で算定される精神科専門療法「認知療法・認知行動療法」の施設基準に定められている研修を
神科継続支援料の栖粗畢準に係る届出・添付●

人 類）、様式“の7(依牒に対”集団憲去に係る
受けた看護師

遇切な研修）に該当する研修を想定しています。

人
・該当すぶ研修の受講有無に関しては直接、医局

3. 診療報酬で算定され祖青神科専門療法「依存症集団療法」の施設墓準に定められている研修を受けた医師 会等でお問い合わせてください．

・非常勤の方も対象となります．

4. 救急患者精神科継続支援料の施設基準に定められた研修を受けた職員
人

（医師、常勤看護師、常勤作業療法士、常動精神保健福祉士、常勤臨床、因里技術者、常勤社会福祉士）

訪属鯵讀の賽篇について（令和元年(2019年）6月1か月聞）
賽篇の青撫

どちらかに (0をつけてください。）

5. 訪問診療の実施の有無＊ 有 禦

＊在宅で療量を行っている患者であって通院が困難なものに対して、
その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行う;:t

(6月の1か月間で1回でも訪問診療を実施した場合、有としてください）



調査票8訪問暑謹について
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●●●●名
「l.「精神科訪fl!J●璽•指導料ほ北は「環神科退院前訪問指導料」を算定
してい00虹 4か．」の質問に`

「しているJと苔えた諮設は、以下の賃問にもお答え守よい．
「してし屯いJ頃刃凜覆は、以下の質爾1窄える必妻は観）ません．空編のま
までご捷出いただいて綱いません．

1. 「精神科訪問看謹・指導料」または「精神科退院前訪問指導料」を算定している施設ですか。

●定の青薫

とちらかに (0をつけてください．）

している I l, てし屯い

A※畔する人的なし鴻釦”を記入してぽさし、 1 A※逗ぺふ血ませ/,,. I 
例）1人0呻者に6月1か月間に1ぽ這膝りした珊合→1人ば双てばさし'-

うち、主たる・綱名に

會和元年(201~)6月 1か月●に、糟神素患で以下を●定した舅精屠●戴について 真人 欝＂會葦れる書

の人戴

2. 「精神科訪問看謹・指導料（医療保険）」を算定しrcft神疾患の実利用者数 人 人

3. 「精神科退院前訪問指導料」を算定した精神疾患の実利用者数 人 人

●出の膏霞
令元(201碑）6月30日鴫卓、以下の篇鱈墓攀の■lllll>Waについて

とちらかに (0をつけてください．）

4, 指定自立支援医療機関の指定の有無 有 薫

5-1. 精神科在宅患者支援管理料の施設届出の有無 有 薫

5-2. 精神陪望観謂屑勲闊馳邸Iい週含、 有 鑽
選す砿問看謹ステーションの有無

會和元隼(2019年）6月1か月●に行った鑢算翼定の青璽について
●定の青薫

どゥうかに (Oをつけてく后さい。）

6. 精神科緊急訪問看護加算の算定の有無 有 無

7, 夜間・早朝訪問看護加算の算定の有無 青 慧

8. 精神科在宅患者支援管理料（イロ）＼のいずれか）の算定の有無 有 慧

會元(2019隼）6月30日鵬点、 「精神科訪闊●謹・指壽綱」による訪11ll●IIに調わっている・員艶を記入してください．

「精神科退院前訪問指導料Jによる訪問看護（退院前訪問）だけを行っている朧員数は除いてください．

（除外される例） 病棟に所属する看順師が、退院前訪問だけを行う場合

9. 看護節 13. 公認心理師
15. その他

（保健師・准看護師 10. 作集療法士 11. 理学療法士 12. 精神伐健福祉士 14. 事務職
（言語聴寛士を含む）

を含む） 臨床心理技術者

常動 人 人 人 人 人 人 人

非常勤（常動換算） 人 人 人 人 人 人 人

*「精神科訪問看護指導料」を6月1か月間に1回でも実施したことがある職員の数を記入して下さい．

（他部門との兼任や精神科以外の訪問丘豆行っている場合でも、 6月中に精神科訪問看護指導料の訪問を行っていれば1人とカウントして下さい．非常勧鴫＂の場合には常勧褐算して 下さい，）

・サ旺クの資格を持つ職員については、 主に使用している資格を一つだけ選んで、お答えください．

▼非常動職員の常動換算方法

(1週間の動務時間/1週間の常動臓員の規定動務時間）

※月に1日等の、 1週間単位で考えられない動務形態については 月単位で (1か月の勤務時間/1週間の常動臓員の規定動務時間x4週）と考えてください．

例）1週間の常動職員の規定動務時間が40時間．非常勤職員Bさんの1週間の動務時間が8時間だった場合 8時間/40時闇=0.2

→同じ動務形態の人が4人いる湯合 0.2x4人=0.8例1)常動職員の動務時間の規定が40時間の場合、週16時間動務の非常動職員は0.4人と数える．

お忙しいところ、本調査にご協力いただき、誠にありがとうごさいました。

ご記入が終わりましたら、調奮畢1、2、3、8のみを、胃童依頼が送られてきた自治体へお送りください。



1111い合わせ糧鶏

・躙爾今＂について

スクジュール

調査対象施設

・「躙董璽1」について

1. 病床

9. 精神科医師の定義

11. 特定医師とは

9-23. 職員数の計算

・「調董璽3」について

1-4. 研修を受けた

職員数について

闊=~孟゚19年）ll 630躙董星讀躙9↑らのよくある問い合わせ-
回蒼

調査票の提出締め切りはいつですか。 令和元年(2019年）11月中旬頃を予定しています。

令和元年(2019年）度の集計結果の公表時期はいつですか． 令和2年(2020年）度3-5月中を予定しています。

病床が無い・外来診療のみの病院は、調査対象ですか。 対象です。

心身医学科（精神科に相当）を標榜しているが、常勤医は不在で精神科病棟は設置されて 対象です。ただし、「精神病床を持たない医療機関用調査票」を使用して回答をお願いいたしま

いない医療施設は、調査対象ですか． す。

常動医はおらず、週に1度程度精神科の非常動医が来院し、外来診療のみ予約詞で行ってい
対象です。

る医療施設は、調査対象ですか．

令和元年(2019年）6月30日時点で休止中、休診中、廃止さ1てしる病院や診療所は、調査 届け出が出ている等、休止中、休診中、廃止されていることが明確であが舅合は対象外となりま

対象ですか。 す。都道府県、または、政令市のコ旦当者にご運絡をお願いします。

精神科や、心療内科を標榜しているが、診療対象が一般病床の患者さんのみの場合は、調査対
対象です。「精神病床を持たない医療機関用調査票Jへの入力が必要です。もし、「精神病床を

象ですか。
持つ医療機関用入力票」をお使しゆ場合は、もう一度ダウ:,0ー~ージの質問にお答えいただ

き、適切な調査票をダウンロードしてください。

みなし指定の医療機関は、調査対象ですか。 対象外です。

刑務所は、調査対象ですか。 対象外です。

神経内科は、調査対象ですか。
対魯冴です。ただし、 2008年以前から神経科を標榜している施設については対象となる場合が

ありますのでご注意く応さい。

大学内の健康管理センター、老人ホームの医務室、会社内の診療所は、調査対象ですか。
医療機関登録してし屯場合は対象です．医療機関番号の入力方法については、医療機関番号

の入力欄の下を参照してください。

医療機関全体の病床数は、精神病床でない病床も数えますか。
般病床、精神病床の区別なく、保有しているすべての許可病床(~、 介護医療院は除き

ます）の数です．

休床中の病床も数えますか． ここでは、保有しているすべての病床数を聞いているので、休床中の病床も数えてください。

、心療内科医も精神科医に含めますか．
業務の半分以上がICD-10のF.Jー図源還iを扱ってしる場合は、所属している科に関わらず、精

神科医師として炊注い．

精神科2年を含む4年の臨床経験があり、精神科保健指定医が複数常勤しているなどの一定の

特定医師とは何ですか．
条件を満たしてしる特定病院に勤めている医師を指します。特定医師は都道府県知事に特定

医師実務経験証明書租配廿し認定を受ける必要があります。（精神保健福祉法第21条に規

定）

令和元年(2019年）6月30日時点での育休産休取得中の職員を含めますか。 含めます．休職中であっても在職中の職員数を記載してください．

職員数の計算がわかりません。 調査票1の職員数の計算の説明を参照してください。

医師や看護師等の研修受講の有無9こ）いてはどのように調べたらkいか。
医師等本人へ確認してな笠い。

常動、非常動にかかわらず実人数でカウントしてください。

5. 訪問診療の実施 I医療機関力窟凛瑾甜りを算定できる施設として届けていなしI(])ですが、回答の必要がありますか. I算定していなくても研修を受けた職員数を書いてください。

について
訪問診療実施の有無に？いて、精神科q病院全体のとち~指しますか． 精神科のみです。

・「調董璽8」について

算定していない場合は、それより下の解答欄I胡粗見尺~よし10)ですか。 はい、以下の回答欄は空欄のままで構いません．

独立した部門がなくても、「精神科訪問看護・指導料」か「精神科退院前訪問指導料」の算定を

1. 「精神科訪問看護・
「訪問看護部門」について、病院内に訪問看護部門がない場合も入力が必要ですか。 してしれば、「している」を選択して、それ以下の質問に回答してく危さい。とちらも算定をしていなけ

指導料」甜こは「精神科
れば、「していない」を選択し、それ以下の質問は空欄のままでで構いません．

退院前訪問指導料」を
訪問看護部門を持ってしる病院と、同一法人で別に訪問看護ステーションを持ってし屯場合は、

算定している施設 訪問看護部門を持っている病院と、同一法人で別に訪問看護ステーションを持っている場合は`
施設ごとの報告（例えば、病院は医療機関用、訪問看護ステーションは訪問看護ステーション

擁ごとの報告でしにか．
用）となります。なお訪問看護部門をもってしる場合はすべての欄に回答して仕注い．訪問看

護部門を持っていない施設の方は 1の質問に「していない」を選択して、以下の質問Ii!翌欄のま

まで構いません。


