
東北・北海道ブロック 

平成 20年度東北・北海道精神保健福祉センター協議会報告 

平成 20年度の開催県は福島県で、畑所長をはじめとする福島県精神保健福祉センターの

みなさまの運営で以下のように、ブロックの所長会総会、職員の事業情報交換会、研    

究協議会が開催され、活発な意見交換がなされました。なお 6月 14日に発生した岩手・

宮城内陸地震のために、岩手県の黒澤所長が出席できない状況でしたが、これらの災害時

のこころのケア活動についても急遽意見交換を行いました。 

１． 所長会総会の開催 

（１） 日時 平成 20年 6月 26日（木）14:00～17:00 

（２） 場所 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 

おもな議事 
① 事業、予算等の協議 
② 障害者スポーツ大会について 
③ 自殺予防対策 
④ センターのあり方 

・ 秋田県（移転を巡っての経験から） 
・ 札幌市（大都市センターの課題） 
・ その他各センターの実状や悩み 

⑤ その他、センター業務に関わる情報交換など 
 ・岩手・宮城内陸地震の現状 

 

２． 職員事業情報交換会の開催 

（３） 日時 平成 20年 6月 26日（木）14:00～17:00 

（４） 場所 福島市三河南町 1-20コラッセふくしま 

 

３． 研究協議会の開催（別紙参照） 

（５） 日時 平成 20年 6月 2７日（金）9:00～12:00 

（６） 場所 福島市三河南町 1-20コラッセふくしま 



平成２０年度東北･北海道精神福祉センター研究協議会プログラム  

 
９：００ 開 会 
     挨 拶 福島県精神保健福祉センター長 
 

９：０５～９：４５   座 長  有海 清彦 （山形県精神保健福祉センター所長） 
Ｎｏ 演       題 所 属 発表者 

１ 
精神障害者退院促進支援事業について 
～２年間の取り組みから～ 

仙台市 平泉 武志
 

２ 
災害時こころのケアに関するアンケート調査について 

  ～大船渡市赤崎地区での調査結果から～ 
岩手県 大向  幸男 

３ 
こころの健康づくり相談事業「こころの電話」の取り組み 
～平成１６年度から４年間の実施状況～  

秋田県 湯澤 秀子
 

９：４５～９：５５ 質疑応答 
 
９：５５～１０：３５  座 長  築島 健 （札幌市精神保健福祉センター所長） 

４ 
当センターにおける青年期ひきこもりケースの精神医学的

背景について 山形県 橋本 智香子
 

５ 青年期ひきこもりグループワーク事業５年間の経過 福島県 中島  紀子 

６ 
札幌市における社会的ひきこもり支援の１０年間 
～特に広汎性発達障害者支援の視点から～ 

札幌市 藤島  和志 

１０：３５～１０：４５ 質疑応答 
 
１０：４５～１０：５５ 休 憩 
 
１０：５５～１１：３５  座 長  田辺 等    (北海道立県精神保健福祉センター所長） 

７ 
北海道の保健所における自殺関連相談支援の取り組み 

  ～過去２カ年の実績調査から～ 
北海道 志村  幸恵 

８ 
宮城県における自殺対策について 

～３年間の取り組みと今後の課題～ 
宮城県 粕谷  祐子 

９ 
青森県における自殺対策の現状と課題 

 ～平成１９年度の活動を中心に～ 
青森県 岩谷 玲子 

１１：３５～１１：４５ 質疑応答 
 
１１：４５ 閉 会 
 



【関東・信越ブロック】 

 

平成２０年度 関東信越ブロック精神保健福祉センター連絡協議会報告 

 

 

１ はじめに 

   本会は新潟県、新潟市、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉県、

千葉市、埼玉県、さいたま市、東京都（都立精神保健福祉センター、中部総合精神保健福祉センタ

ー、多摩総合精神保健福祉センター）の 16 ケ所の（総合）精神保健福祉センターで構成されてい

る。 

センター業務における技術の向上と情報交換を図り、地域精神保健福祉の推進、連携に資するこ

とを目的に年1回開催。平成20年度は千葉県精神保健福祉センターが事務局を担当した。 

   

２ 開催期日   平成20年12月11日(木)～12日(金) 

 

３ 会  場   ホテルプラザ菜の花 

 

４ プログラム 

(1) 全体会Ⅰ   

講 演 「マディソンモデル活用事業とＡＣＴ－Ｊについて」 

  講 師  国立精神・神経センター精神保健研究所 社会復帰相談部長 伊藤 順一郎 

  内 容 ・入院生活から地域中心の精神保健医療福祉を展開するために必要なものは、「適切

な居住プログラム」「就労支援」「ピアサポート」そして「生活の場に出向く医療的

関与」。生活の場での医療的関与には「生活圏への訪問型サービス（アウトリーチ）」

「ケアマネージメント」「多職種のチームないし強い連携関係」が必要。この必要

性を訴える（発信する）ことを精神保健福祉センターにはお願いしたい。 

      ･「マディソンモデル活用事業」は健康福祉千葉方式として県単事業で 3 年間実施。

ここで、ACT-J（包括型地域生活支援プログラム）の研究事業を実施。ACT-Jは訪問

看護ステーションの多職種版（包括的支援システム）と考えてよい。研究の結果か

ら入院日数が減ったという事実もあり、今後も点の支援を面の支援となるよう病院、

ACT-Jも数々のチャレンジをしていきたい。 



 

(2) 全体会Ⅱ 

報 告 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例について」 

講 師  千葉県健康福祉部障害福祉課 副参事  横山 正博 

     内 容  千葉県における条例は平成19年7月から全国で始めて施行されたが、講師からは

政策実施に向けての政策マネジメント手法についてと、条例の具体的内容について

話があった。 

 

  (3) 分科会 

第1分科会「自殺予防対策について」 

        各センターから組織、研修、相談対応、遺族支援等についての現状報告の後、センタ

ーと主管課との役割分担や取り組みの課題等について意見交換 

第2分科会「医療観察法への関わり」 

        各センターの取り組み状況を報告後、個人情報管理について、本庁とセンターの役割

分担、遠方入院への対応等について意見交換 

第3分科会「退院促進支援事業・地域生活移行支援」 

        各センター共通の課題4点（精神科病院との連携と対象者の掘り起こし、圏域・県域

を超えての支援、センターと保健所の役割、個別支援・支援体制の構築・受け皿の問

題）について意見交換 

第4分科会「災害時心のケア・被害者支援について」 

        新潟県から中越沖地震の際の取り組みについて、東京都立中部から被災地支援の取り

組みについて報告があった後、他の出席自治体からの報告もあり、そこから出た課題

について意見交換 

 

(4) 全体会Ⅲ 

   各分科会からの報告 



          【中部・近畿ブロック】 
 
平成 20 年度 第 1 回中部・近畿ブロック精神保健福祉センター長会 
                     日時 平成 20 年 9 月 26 日（金） 
                          14 時～17 時 
                       場所 愛知県精神保健福祉センター 

研修室 
 
１ 開会 
 
２ あいさつ等 

(1) 増井 恒夫 愛知県精神保健福祉センター所長 
(2) 山下 俊幸 会長（京都市こころの健康増進センター所長） 
(3) 松本 晃明 常任理事(静岡県精神保健福祉センター所長) 

 (4) 出席者自己紹介 
 
３ 議 題 

(1) 協議事項について 
 １ 中部・近畿ブロック精神保健福祉センター長会の今後の開催場所、開催方法に 

ついて                             （静岡県） 
(2) 照会事項について 
 １ 自死遺族団体への支援について                 （富山県） 
  ２ CRTの隊員募集の具体的方法について             （石川県） 
  ３ 精神障害者保健福祉手帳への偽造への対応について        （京都市） 

○ 偽造防止への取り組み事例 
○ 手帳偽造等による告発事例                 

  ４ 自立支援医療(精神通院)制度に係る独自施策について        (京都市) 
○ 独自施策の実施状況 
○ 21 年度に向けた独自施策の継続等の方向性          

  ５ 自立支援協議会における「精神保健福祉センター」の役割について （浜松市） 
○ （地域）自立支援協議会への参画 
○ 参画している場合の役割（目的） 

   ６ 措置業務担当部署について                   （浜松市） 
    法第 23 条(一般人の申請)の対応について 

○ 申請等件数 
・19 年度の法第 23 条(一般人の申請)申請の受付件数 
・受付件数のうち法第 27 条第 1 項（指定医の診察）の診察件数 
・診察件数のうち法第 29 条(措置入院)の入院件数 



○ 法第 27 条第 1 項(指定医の診察)の診察場所 
○ 法第 23 条（一般人の申請）で苦慮したケース 

  ７ 精神障害者地域移行支援特別対策事業の協議会と地域自立支援協議会との連

携及び協議会の中でのセンターの役割について          (愛知県) 
  ８ 電話相談員の養成について                   (愛知県) 

○ 電話相談員の募集 
○ 電話相談員への研修 

 
 
 

平成 20 年度 第 2 回中部・近畿ブロック精神保健福祉センター長会 
                     日時 平成 21 年１月 30 日（金） 
                          14 時 40 分～17 時 
                       場所 浜松市地域情報センター 
                          会議室 
 
１ 開会 
 
２ あいさつ  

(1) 二宮 貴至 浜松市精神保健福祉センター所長 
(2) 山下 俊幸 会長(京都市こころの健康増進センター所長) 
(3) 松本 晃明 常任理事（静岡県精神保健福祉センター所長） 

 
３ 議 題 
 (1) 協議事項について 
  １ 中部・近畿ブロック精神保健福祉センター長会のあり方について  （静岡県） 

(2）照会事項について 
 １ 各自治体の自殺対策協議会のおおよその現状と各精神保健福祉センターとの 

関係、協働等について                     (岐阜県) 
  ２ 統合失調症、アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル依存症に対する取り

組み状況について                       (静岡市) 
    ３ 地域自殺予防情報センターの実施予定について          (静岡市) 
   ４ 復職相談の取り組みについて                  （静岡市） 
   ５ 「精神保健福祉ボランティア全国のつどい」を開催する際のセンターの役割に

ついて                            (愛知県) 
    ６ 地域移行支援事業（退院促進）において、ピアサポーターがどのように活用さ

れているか                          (愛知県) 
    ７ 医療保護入院において保護者が死亡した場合の保護者変更の手続きについて 
                                   (京都府) 
    ８ 各区保健所（各区保健福祉センター等）におけるデイケア（グループワーク等） 



    の実施状況について                      (京都市) 
   ９ ひきこもり相談・支援対策の取り組みについて          （大阪市）  

10 心神喪失者等医療観察法への精神保健福祉センターの関与のあり方について 
                                  （神戸市） 
4  センターの特色や成功した事例について 

(1) 自殺予防対策、アルコール関連問題対策              (岐阜県) 
(2） ｢富士モデル事業｣－産業都市・富士市における働き盛り世代の自殺予防対策－ 
                                  (静岡県) 
(3) 中小規模事件事故に伴う危機介入について             （静岡市） 
(4）インターネットを利用した｢E メール相談｣の実施          （愛知県） 
(5) 精神障害者家族交流大会の開催、ケースワークの連携       （名古屋市） 
(6) 相談業務プロセスの見直し～「リスナー」の力とともに～       (三重県) 
(7) 滋賀県『報道と精神障害を考えるシンポジウム』について      （滋賀県） 
     ～偏在する情報と精神障害者について考える～ 
     ～Anti-prejuice(アンチ プレジュディス)のために～ 
(8) ストレス対策事業                        （富山県） 
(9) 自死遺族交流会の実施、ひきこもりの当事者グループ・家族教室等の実施、 

DV 抑止男性相談事業                      (石川県) 
  (10) ひきこもり対策事業（フリースペース開催）                    （福井県） 

(11)｢京都府こころの健康推進員｣の設置について            (京都府) 
(12）｢就労準備デイ・ケア｣                      (京都市) 

  (13)「精神障害者権利擁護システム事業」について、地域支援について、広汎性発達 
障害への取り組み、ストレス対策事業について          （大阪府） 

(14)精神科救急医療体制について                   (大阪市) 
(15)｢家庭内暴力家族の会｣について                  (兵庫県) 
(16)CRT 派遣業務について                                         (和歌山県) 

５ 講演 
   大規模災害時における「こころの支援」 
  ｢中越地震・中越沖地震における精神保健医療活動をふりかえる｣ 
    講師 新潟市こころの健康センター所長 福島 昇 
 



平成 20年度 中部ブロック精神保健福祉センター連絡協議会 

                    日 時 平成 20年７月 10日（木） 
                          14時～17時    

                          平成 20年 7月 11日（金） 
                           9時～11時 
                      場 所 浜松市精神保健福祉センター  
                            会議室２ 
                    参 加 三重県、岐阜県、福井県、 

山梨県、富山県、愛知県、 
石川県、静岡県、名古屋市、 
静岡市、浜松市 

 
１ 開会あいさつ 二宮 貴至 浜松市精神保健福祉センター所長 
 
２ 参加者自己紹介 
 
３ 議題 

(1)  協議事項について 
   １ 提出なし 

(2) 情報交換事項について 
  １ 精神医療審査会の運営要綱について               （静岡県） 
   ２ 精神医療審査会の定期の報告等審査結果が「現在の入院形態の入院が適当と認

められる」以外の結果が出された場合の通知文が定められているか (静岡県) 
  ３ 精神医療審査会について（退院請求の期間短縮、受理通知）     (三重県) 
   ４ 精神医療審査会の意見聴取時の委員の個人情報保護について   （名古屋市） 
  ５ 退院または処遇の改善請求があった場合の意見聴取後の報告書作成等について 
                                  （愛知県） 
  ６ 精神医療審査会のマニュアルにある都道府県知事の行う事後処理について 
                                   (静岡県) 
  ７ 市外に住所がある者が、本市で入院した場合の入退院届、定期病状報告等の情

報提供について                        （浜松市） 
  ８ 障害者手帳交付申請の添付書類(障害者年金証書等)不備への対応等について 
                                   (愛知県） 
   ９ 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院医療)公費負担の判定業務の

状況について                          (山梨県) 



   10 ｢自立支援医療費(精神通院医療)支給認定実施要綱｣第4の４における｢精神通院

医療を受ける指定自立支援医療機関については、医療に重複がなく、やむを得な

い事情がある場合、複数指定することを妨げない｣の運用について  (静岡県) 
  11 退院促進支援事業について                   (山梨県) 
    地域移行支援事業に伴う従来の退院促進支援事業の実施体制や事業内容からの

変更点や新たな取り組みについて                 (愛知県) 
   精神障害者地域移行支援特別事業の精神保健福祉センターの技術支援や教育研

修内容について                         (石川県) 
   12 地域移行支援事業（退院促進）におけるピアサポーターの研修の開催とその活用

について                           （愛知県）  
  13 精神保健福祉相談の日時、担当割り振りについて、医師の診察について(三重県) 
  14  聴覚障害者の来所相談への対応について              (石川県) 
  15 メールで寄せられる心の相談の対応について             (富山県) 
   16 自死遺族相談(専門窓口開設の上での相談)の開設状況について    (愛知県) 
   17 ｢自殺｣「ひきこもり」関係で、保健所等地域でネットワークを構築したい策を

検討している地域があったら、その状況について          (愛知県) 
   18 ひきこもり訪問サポーター養成の実施状況について          (愛知県) 

19 当事者活動についての精神保健福祉センターの関わりについて      (山梨県) 
   20 普及啓発のためのパンフレット、機関紙等の工夫について       (石川県) 
   21 こころの緊急支援チーム(CRT)について               (石川県) 

 22 精神科救急医療体制の実施について                (山梨県) 
  23 かかりつけ医うつ病対応力向上研修の実施状況について       (山梨県) 

   24 精神保健指定医会議の開催について                 (静岡県) 
 
4 閉会 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成２０年度 北陸ブロック精神保健福祉センター連絡会 
 

  日 時：平成２１年３月６日（金） 
                                 14：30 ～ 17：00 
                              場 所：富山県心の健康センター 
                                  ２階 会議室 
 
１ 協議事項 
１ 自殺予防に関する民間団体（いのちの電話等）との連携について    （福井県） 
 
２ 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定における指定自立支援医療機関の複数指

定について                             （石川県） 
 

２ 照会事項 
１ 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定事務における「世帯」の認定について 

（富山県） 
 

２ 脳腫瘍により「てんかん」や「高次脳機能障害」の状態になった方に対する自立支

援医療認定について                         （福井県） 
 
３ セルフヘルプグループの活動状況について                           （石川県） 
 
４ 「ひきこもり地域支援センター」の設置について                     （石川県） 
 
５ 外国人からの相談状況と対応について                               （富山県） 
 
６ 精神医療審査会に係る審査のガイドラインについて                   （富山県） 

 



平成 20年度 東海ブロック精神保健福祉センター連絡協議会 

                       日時 平成 21年 3月 6日(金) 
                                             場所 三重県こころの健康センター 
                           図書資料室 
                       参加 岐阜県、愛知県、静岡県、 
                          三重県、静岡市、浜松市、 
                          名古屋市 
 
１ 開会あいさつ 﨑山 忍 三重県こころの健康センター所長 
 
２ 参加者自己紹介 
 
３ 情報交換 
 (1） センターに勤務する職員のスキルアップを図るためのプログラムについて 
                                   (静岡県) 
 (2) 保健所等への技術・支援の体制と方針について           (静岡県) 
  (3) ひきこもり支援センターの設置状況について            (岐阜県) 
  (4)  心神喪失者等医療観察法への精神保健福祉センターの関わりの現状及び課題に

ついて                             (三重県) 
 
４ 閉会 
 



〔中国・四国ブロック〕 
 

平成２０年度中国・四国精神保健福祉センター所長及び同主管課担当者合同会議 
 

日 時：平成２０年９月２日（火）～９月３日（水） 
場 所：サンポートホール高松（香川県高松市）     

 
○第１日目 
【開会】 
挨拶  香川県健康福祉部障害福祉課長  川田 浩司氏 
    香川県精神保健福祉センター所長  藤岡 邦子氏 
 

【講演】  
  「精神保健福祉の最近の動向 

～地域生活への移行を中心に～」 
   講師  厚生労働省 社会・援護局 
       障害保健福祉部 障害福祉課 
         地域移行支援専門官  武田 牧子氏 

【分科会】 
分科会Ａ 「自殺予防対策について」 
   司会：青木所長（島根県）・河野所長（山口県） 
分科会Ｂ 「地域移行支援事業について」  
   司会：石元所長（徳島県）・山﨑所長（高知県） 
分科会 C 「審査判定業務について」 
   司会：藤岡所長（香川県）・原田所長（鳥取県） 

 
○第２日目 
【部会討議】 
   ・センター所長部会       

司会：藤岡所長（香川県）・衣笠所長（広島市） 
   ・主幹課部会             

司会：川東課長補佐（香川県）・長妻主査（広島市） 
 
【閉会】 
挨拶 藤岡所長（香川県）・次期開催市（広島市） 



１　参　加
福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県　大分県　宮崎県　鹿児島県　沖縄県　北九州市　福岡市

２　プログラム
１日目　　研究協議会　　九州ブロックセンター所長会　　　　場所：くまもと県民交流館パレア

２日目　　国立病院機構　菊地病院「ウィング６」（医療観察法に基づく病棟）　見学

３　研究協議会議題

１－１宮崎県 医療保護入院に係る保護者選任について

１－２沖縄県 医療保護入院届への「自傷他害」記載について

２－１佐賀県 自立支援医療（精神通院医療）の判定に苦慮する事例についての判定基準について

２－２北九州市 精神障害者保健福祉手帳における高次脳機能障害の診断名について

２－３鹿児島県 自立支援医療（精神通院）における高次脳機能障害の認定の範囲について

３－１鹿児島県

自殺予防九州・沖縄・山口一斉電話相談について
①H２０年度実施の成果と問題点
②H２１年度以降実施するかどうか、実施するとすれば、誰が、どのようにするか。　→　所長会議での
検討を

４－１鹿児島県
当番県を決めて、年度初めに各センターの下記情報をとりまとめるようにしたらどうか①連絡先・担当
者名　②組織・人員　③前年度実績（主要項目）

１－１佐賀県 法３４条移送による医療保護入院等の入院届の精神保健指定医署名について

１－２長崎県
重度の認知症で中核症状以外の精神症状や問題行動がないケースの審査の取り扱いについて

２－１福岡県 自立支援医療の有効期限切れの更新について

２－２宮崎県 自立支援医療におけるデイケアの追加について

３－１福岡県 自死遺族支援の取組状況について

４－１福岡県 医療観察法の地域処遇（地域ケア会議）における精神保健福祉センターの参加状況や役割等につい
て

４－２福岡県 精神障害者の就労支援に対する精神保健福祉センターの関わりについて

４－３佐賀県 センターにおける研究の取組について

３　自殺対策について

４　センターの運営について

１　精神医療審査会について

２　精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療について

４　その他の事業

（２）情報交換

１　精神医療審査会について

２　精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療について

３　自殺対策について

（１）協議事項

【九州ブロック】

平成２０年度九州ブロック精神保健福祉センター所長会及び研究協議会

日時：平成２１年２月５日（木）・６日（金）



５－１鹿児島県 各県の最新の①精神保健福祉センター設置条例、同規則　②センター運営要綱　③事務処理要領
などを提供していただきたい

５－２熊本県 各県・市精神保健福祉センターの組織機構及び人員を御教示ください

５　センターの運営について
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