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研究要旨
【目的】本研究では、高い水準で推移する自殺の防止対策の推進や、大規模災害や
犯罪被害者における PTSD への対応、地域移行・地域定着のための支援、未治療・
治療中断者等への訪問による支援、ひきこもり等の新たに対応すべき課題や複雑困
難なケースへの対応について、精神保健福祉センター、保健所、市町村がどのよう
な役割を果たし、連携が求められているかについてより明確化し、精神保健及び精
神障害者福祉の様々な相談に対して、より適切に対応できる体制を確立することを
目的とする。
【方法】１）平成 20 年度障害保健福祉推進事業「精神障害者の円滑な地域移行のた
めの地域体制整備に関する調査研究事業」報告書について検討する。２）衛生行政
報告例や精神保健福祉センター広報資料を基に、研究者の所属する県・市における
相談体制と相談状況を調査する。３）精神保健福祉センター、保健所における相談
の役割と連携のあり方について、関係団体との意見交換を行い検討課題を明らかに
する。４）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課からの調査協
力依頼を受け、地域精神保健業務等のあり方の検討の基礎資料とするため、
「精神保
健福祉センターの現状と今後の取組に関する調査」を実施する。
【結果】１）様々な相談に対し、より適切に対応できる体制を確保するため、以下
のような点も踏まえながら、市町村、保健所、精神保健福祉センターが、密接な連
携の下に、精神保健福祉に関する相談を担えるよう、その体制の具体化を図ること
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が重要である。①市町村については、精神保健に関する相談指導の役割も担うこと。
②保健所・精神保健福祉センターについては、医療に関する相談等、複雑困難なケ
ースへの対応等において市町村への支援を行う役割を担うこと。③ひきこもり、自
殺対策等の新たに対応すべき課題への対応について、関係機関の役割を明確化する
こと。２）精神保健福祉センターにおける、精神保健福祉相談員等のあり方、相談
機能・診療機能のあり方、保健所・市町村・関係機関との役割分担等について検討
する必要がある。地域移行、自殺対策、認知症対策、精神科救急システム、実地指
導等について、保健所との役割分担と連携について検討する必要がある。３）日本
精神保健福祉士協会及び全国精神保健福祉相談員会から、精神保健福祉センターに
は、自殺対策等新たな課題への取組、早期支援や再発時への対応のための研修や保
健所、市町村への技術援助等が期待された。保健所には受診支援や地域移行におけ
る個別事例へのより積極的な支援が求められていた。今後の役割分担と連携につい
ては、障害者自立支援法施行後の法制度を含めた検討が必要である。４）について
は、現在調査実施中であり、22 年度に報告予定である。
【考察、結論】①市町村における身近な福祉サービスと精神保健福祉センター、保
健所における広域の保健医療サービスとの役割分担と連携②統合失調症等の早期支
援等における研修の重要性③精神保健福祉相談員や精神保健福祉士など専門職の配
置のあり方④行政機関の相談と関係機関の相談との連携⑤法律や通知の改正などを
通した相談機関の役割の明確化⑥地域移行における精神保健福祉センター等の役割
の明確化⑦受診支援における保健所の役割の重要性⑧医療観察法の地域処遇におけ
る精神保健福祉センターや保健所のより積極的な関わり⑨精神保健福祉センター、
保健所における事業実施と相談機能等のあり方⑩自殺対策など精神保健の新たな課
題に対する精神保健福祉センターの重要な役割等の検討課題が示されたと考えてい
る。これらの課題について、平成 22 年度において検討する。
Ａ．研究目的

町村における相談支援体制が整備されつ

精神保健福祉法第 47 条に基づき、精神

つある一方、ひきこもり、うつ対策、自

保健福祉センター、保健所、市町村にお

殺未遂者や自死遺族支援、犯罪被害者支

いて、精神保健及び精神障害者福祉に関

援等の精神保健分野の新たな課題に対応

する相談が実施されている。これまでは、

することが求められている。

統合失調症を中心に受療支援、社会復帰、

平成 20 年度障害保健福祉推進事業「精

日常生活支援等に関する相談が多く行わ

神障害者の円滑な地域移行のための地域

れてきた。最近では、障害者自立支援法

体制整備に関する調査研究事業」
（主任研

の施行により、障害者福祉に関しては市

究員

全国保健所長会

岡部英男）にお
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いて、「今後の検討される方向性につい
て」下記の通り示された。
「精神障害者からの様々な相談に対し、

○また、近年では、高い水準で推移する
自殺の防止対策の推進や、大規模災害
や犯罪被害者における PTSD への対応

より適切に対応できる体制を確保するた

等、心の健康づくりに関するニーズは

め、市町村の状況や、以下のような点も

多様化しており、保健所、精神保健福

踏まえながら、市町村、保健所、精神保

祉センター等が、地域における関係機

健福祉センターが、密接な連携の下に、

関のネットワークの中で十分に機能す

精神保健福祉に関する相談を担えるよう、

ることが重要である。

その体制の具体化を図ることが重要であ

特に自殺防止対策においては、保健所、

る。①市町村については、相談に一体的

精神保健福祉センター等が自ら精神保

に対応できるよう、精神障害者福祉に加

健活動を担うことに加え、産業保健や

え、精神保健に関する相談指導の役割も

雇用、児童福祉、地域福祉、学校教育

担うこと。②保健所・精神保健福祉セン

等の領域の多様な主体との連携を確保

ターについては、従前の役割のほか、医

することが求められる。

療に関する相談、家庭内暴力や地域・近

（地域における精神保健体制の強化）

隣での他害・迷惑行為といった複雑困難

○精神障害者やその家族等からの様々な

なケースへの対応等において市町村への

相談に対し、身近な地域において、よ

支援を行う役割を担うこと。③ひきこも

り適切に対応できる体制を確保するた

り、自殺対策等の新たに対応すべき課題

め、精神保健に関する相談への対応や、

への対応について、関係機関の役割を明

医療に関する相談や複雑困難なケース

確化すること。
」

への対応等も含めて、市町村、保健所、

また、平成 21 年 9 月 24 日「精神保健

精神保健福祉センターが、適切な役割

医療福祉の更なる改革に向けて」
（今後の

分担と密接な連携の下で、精神保健福

精神保健医療福祉のあり方等に関する検

祉に関する相談に応じ、適切な支援を

討会報告書）において、下記のように示

行えるよう、地域の連携体制の明確化

された。

とその充実を図るべきである。

（地域における精神保健体制について）

○さらに、精神保健福祉相談、地域移行・

○さらに、都道府県等に設置される精神

地域定着のための支援、未治療・治療

保健福祉センターにおいては、精神保

中断者等への訪問による支援等の質を

健福祉に関する知識の普及や調査研究、

向上し、地域精神保健の機能の底上げ

複雑困難な精神保健福祉相談を行うと

を図る観点から、地域精神保健を担う

ともに、保健所及び市町村による精神

行政機関である市町村、保健所、精神

保健福祉業務に対する技術指導・援助

保健福祉センターのそれぞれの機能の

を実施することとされている。

あり方とその強化等について検討すべ
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きである。
○自殺防止対策の観点も踏まえて、地域
精神保健の機能の充実を図るため、保

いて
・精神医療審査会の機能を発揮できるた
めの方策について

健所、精神保健福祉センター等と、メ

・情報公開の推進も含めた隔離・身体拘

ンタルヘルス対策支援センターやハロ

束の最小化を図るための取組について

ーワーク、児童相談所等との地域レベ
ルでの連携の強化を図るべきである。
（未治療・治療中断者等に対する支援体
制の強化について）

・ 地域精神保健における市町村、保健所、
精神保健福祉センター等の行政機関の
役割のあり方について
以上が、
「今後の精神保健医療福祉の

○未受診者や治療中断者等が強制入院を

あり方等に関する検討会報告書」から

要する状態に至らないよう、在宅の患

の引用である。このように精神保健及

者への訪問診療、家族への支援等を行

び精神障害者福祉の様々な相談に対し

う支援体制を強化すべきである。

て、より適切に対応できる体制を確保

○このため、保健所、精神保健福祉セン

し、精神保健福祉センター、保健所、

ター等の行政機関が機能を一層発揮す

市町村が適切な役割分担と密接な連携

るほか、重点的・包括的な訪問診療・

の下で、精神保健福祉に関する相談に

支援を行う医療機関・訪問看護ステー

適確に対応できることが求められてい

ションとの連携を図り、多職種チーム

る。しかし、その役割分担は必ずしも

による危機介入等の支援体制について、

明確ではなく、連携のあり方も一様で

モデル的な事業の実施・検証を経て、

はない。そこで、本研究では、高い水

整備を進めるべきである。

準で推移する自殺の防止対策の推進や、

○改革ビジョンの後期 5 か年の重点施策

大規模災害や犯罪被害者における

群の策定時期との関係で、本検討会に

PTSD への対応、地域移行・地域定着

おいて精神保健福祉法の見直しに関す

のための支援、未治療・治療中断者等

る意見の集約を行うことは困難であっ

への訪問による支援、ひきこもり等の

たが、以下の点をはじめとする精神保

新たに対応すべき課題や複雑困難なケ

健福祉法の課題に関する検討の場を設

ースへの対応について、精神保健福祉

け、検討に着手すべきである。

センター、保健所、市町村がどのよう

・家族の同意による入院制度のあり方に
ついて
・医療保護入院への同意も含めた保護者
制度のあり方について
・未治療・治療中断者等への医療的介入

な役割を果たし、連携が求められてい
るかについてより明確化し、精神保健
及び精神障害者福祉の様々な相談に対
して、より適切に対応できる体制を確
立することを目的とする。

のあり方や、通院医療の位置付けにつ
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Ｂ．研究方法

行っているものの、「疾患の診断や対

１）平成 20 年度障害保健福祉推進事業

応」、「医療の継続・中断」といった相

「精神障害者の円滑な地域移行のための

談を受けたり、
「心の健康づくり」、
「治

地域体制整備に関する調査研究事業」報

療継続支援」など、精神保健の分野に

告書（主任研究員 全国保健所長会

関する支援についても一定程度、対応

岡

部英男）について検討し、精神保健福祉

していると考えられる。

センター、保健所、市町村における相談

○保健所においては、治療継続支援、受

内容と相互の連携の現状と今後の課題を

療支援など医療に関する支援を多く行

明らかにする。

っており、複雑困難な事例に関する相

２）衛生行政報告例や精神保健福祉セン

談へも多く対応している。

ター広報資料を基に、研究者の所属する

○精神保健福祉センターにおいては、相

県・市における相談体制と相談状況を調

談内容としては、
「社会復帰」、
「日常生

査し、現状と今後の課題を明らかにする。

活支援」、「疾患の診断や対応」などが

３）精神保健福祉センター、保健所にお

多く、
「ひきこもり」についても、他機

ける相談の役割と連携のあり方について、

関と比較すると、割合が高かった。支

関係団体（日本精神保健福祉士協会、全

援内容については、
「デイケア」の割合

国精神保健福祉相談員会）との意見交換

が他機関と比較すると顕著に高い。
「治

を行い今後の検討課題を明らかにする。

療継続支援」、「医学的判断（診断）や

４）厚生労働省社会・援護局障害保健福

助言」など医療に関するものが多い一

祉部精神・障害保健課からの調査協力依

方で、「心の健康づくり」、「就労支援」

頼を受け、地域精神保健業務等のあり方

などもみられた。

の今後の検討の基礎資料とするため、
「精

また、精神保健福祉センター、保健所、

神保健福祉センターの現状と今後の取組

市町村相互の連携について、以下のこと

に関する調査」を実施する。

が明らかとなった。
○各行政機関での連携については、市町

Ｃ．研究結果

村、保健所、精神保健福祉センターの

１）平成 20 年度障害保健福祉推進事業

いずれにおいても、精神保健と精神障

「精神障害者の円滑な地域移行のための

害者の福祉に関する相談に対応しつつ

地域体制整備に関する調査研究事業」
（主

も、その内容によって連携を図ること

任研究員 全国保健所長会

岡部英男）

を通じて、対応が図られていた。他の

報告書によれば、相談内容について以下

行政機関から市町村に対しては、
「福祉

のことが明らかとなった。

サービスの利用支援」など福祉に関す

○市町村においては、
「福祉サービスの利

る支援や「訪問指導」が多く紹介され、

用支援」など福祉に関する支援を多く

保健所には医療に関するものや複雑困
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難な事例が多く紹介されている傾向が

査し、現状と今後の課題を明らかにした

みられ、精神保健福祉センターには、

(表 1)。

「ひきこもり」や「社会復帰」が多く

(1) 精神保健福祉センターでは、ひきこ

紹介され、「治療継続支援」「心の健康

もり、思春期関連、依存症（アルコール、

づくり」
「デイケア」など保健医療に関

薬物、ギャンブル）関連、自殺関連の相

する支援が求められていた。

談など、新たな課題や専門的な課題に取

その結果、
「今後の検討される方向性に

り組んでいる。

ついて」以下の通り示された。
「精神障害

(2) 精神保健福祉センターでは、セカン

者からの様々な相談に対し、より適切に

ドオピニオン的な相談を多く受けている

対応できる体制を確保するため、財政規

ところもある。

模等市町村の状況や、以下のような点も

(3) 統合失調症等の受診支援や危機介入

踏まえながら、市町村、保健所、精神保

は保健所を中心に実施され、精神保健福

健福祉センターが、密接な連携の下に、

祉センターと役割分担している。

精神保健福祉に関する相談を担えるよう、 (4) 精神保健福祉相談員の位置づけは自
その体制の具体化を図ることが重要であ

治体によって様々である。精神保健福祉

る。①市町村については、精神保健及び

相談員のあり方について検討すべきでは

精神障害者福祉に関する相談に一体的に

ないか。

対応できるよう、保健所・精神保健福祉

(5) 精神保健福祉相談員の資格取得講習

センターとともに、精神障害者福祉に加

会はあまり開催されなくなっているが、

え、精神保健に関する相談指導の役割も

そのあり方（内容、時間数等）は今のま

担うこと。②保健所・精神保健福祉セン

までよいか。

ターについては、従前のとおり精神保健

(6) 電話相談は、件数の増加に加えて、

及び精神障害者福祉に関する相談指導を

長時間にわたる相談、リピーターへの対

自ら担う役割のほか、医療に関する相談、

応、担当職員が対応に苦慮する発言など

家庭内暴力や地域・近隣での他害・迷惑

いくつかの課題がある。電話相談のあり

行為といった複雑困難なケースへの対応

方について、検討すべきではないか。

等において市町村への支援を行う役割を

(7) 精神保健福祉センターは人材育成、

担うこと。③ひきこもり、自殺対策等の

技術援助、関係機関連携等の役割も大き

新たに対応すべき課題への対応について、 い。さまざまなセンター機能の中で、相
関係機関の役割を明確化すること。」

談機能はどうあるべきか。また、診療機
能を有するセンターは約半数にとどまる

２）衛生行政報告例や精神保健福祉セン

が、診療機能についてどう考えるか。

ター広報資料を基に、研究者の所属する

(8) 精神保健福祉センター、保健所、市

県・市における相談体制と相談状況を調

町村の役割と連携は重層化する部分と分
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担する部分があるのではないか。

３）精神保健福祉センター、保健所にお

(9) 各県市の保健所長会に精神保健福祉

ける相談の役割と連携のあり方について、

センターが参加し、より連携していくべ

平成 22 年 1 月 17 日（日）、東京八重洲ホ

きではないか（保健所は健康部局、精神

ールにおいて、関係団体（社団法人日本

保健福祉センターは福祉部局と分かれて

精神保健福祉士協会（大塚淳子常務理事）、

いるところが多い）。

全国精神保健福祉相談員会(塙和徳前会

(10) 発達障害関連の相談が多い精神保

長、佐々木英司精神保健福祉相談員)との

健福祉センターもあり、発達障害者支援

意見交換を行った。以下のような意見が

センターとの役割分担が必要ではないか。 出され、研究班としてとりまとめた(文責
(11) 指定都市においては、本庁、精神保

は研究班にある)。

健福祉センター、保健所との役割分担は

（１）日本精神保健福祉士協会から

様々であり、必ずしも一律には考えられ

○精神保健福祉士の活動範囲が、医療観

ないのではないか。

察法、刑務所等矯正施設からの社会復

(12) ひきこもり支援については民間団

帰支援、スクールソーシャルワーク等

体との連携についても検討が必要ではな

に広がってきている。その一方で、精

いか。

神保健福祉士の社会的認知度はまだ十

(13) 保健所では、精神保健福祉相談を、

分に高くない、知っていても統合失調

市町村、精神保健福祉センター、精神科

症等狭義の精神疾患の患者の支援に限

医療機関と連携して行っている。今後は

定して理解されている、などの現状が

精神科医療に繋げるだけでなく、入院患

ある。

者の円滑な地域移行についても市町村や

○行政に採用されている精神保健福祉士

関係団体と協力して支援していく。

は増えているが、必ずしも精神保健福

(14) 精神保健福祉センター、保健所では、

祉士として採用されているわけではな

自殺対策が課題となっている。保健所で

く、別の部局に異動するなどにより、

は認知症も課題である。

モチベーションが続かないこともある。

(15) 保健所では、精神科救急について、

○移行措置があったため精神保健福祉士

精神科医療機関や関係機関との連携が円

の有資格者は約 4 万人いるが、精神保

滑に行えるよう協議している。

健福祉士として働いている人は 2 万人

(16) 保健所では、精神科病院の立入検査、

ぐらいと推計している。直近の平成 22

実地指導、実地審査について、より実態

年 1 月現在の日本精神保健福祉協会会

にそった内容にすること、病院機能評価

員数は、7,234 人であるが、医療機関

との整合性についても関係機関と協議し

に所属する人が 5 割を切ったのが経年

ている。

推移でみた近年の大きな変化である。
精神保健福祉センター所属が 66 人、保
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健所・保健センター所属が 135 人、市

っているのか。実態について調べてほ

町村職員も含めると行政職は 5％超で

しい。通報業務の実態、分析、課題整

ある。

理など精神保健医療部分の法制度の実

○障害者自立支援法において、精神保健

態などについて知りたい。入院者の予

福祉士の業務の中心である、相談、連

後調査を行ってはどうか。行政機関と

携、調整支援が報酬等で十分には評価

してできることではないか。

されていない。相談支援という機能を

○地域移行体制整備コーディネーターは、

担保すべく改正法案に盛り込まれてい

相談支援事業者が行っているところと、

たものも廃案となった。相談連携の要

保健所が行っているところがある。今

は質を伴う人材配置の保障だと考える。

は過渡期かもしれないが、今後は、保

○身体障害、知的障害領域においては、

健所から相談支援事業者に移行すべき

セルフケアマネジメントを重視する意

ではないか。保健所の場合、退院促進

見があり、ケアマネジメントについて

よりも地域づくりに力点が途中で移っ

は専門職主導では必ずしも進まない状

てしまう保健所の取り組みもあるとも

況があり、当事者本位の生活支援に資

聞く。地域移行における保健所の役割

するケアマネジメントが再確認されて

は、地域移行への取組を多くの医療機

きている。

関に促すことではないか。退院可能者

○障害者自立支援法により、精神障害に

数の把握は行政の役割と思うが、数字

ついても市町村が窓口となったため保

だけでなく顔が浮かぶかどうかという

健所や精神保健福祉センターは一歩引

ことも大切ではないか。

いた感じとなり、その役割が見えにく
くなっているのではないか。

○地域関係者から精神保健福祉センター、
保健所が見えにくくなっていると聞く。

○保健所の受療援助において、丁寧な訪

県の出先として、自殺対策、地域移行

問活動や医療機関への同行支援が尐な

の会議、研修などの事業に追われてい

くなっているのではないか。受診相談

る様である。個別障害当事者の事例に

についても、家族への医療機関の情報

おける協働が減っている。

提供に留まるなど、後退しているので
はないか。
○相談支援事業者が尐しずつ力をつけて

○精神保健福祉センター、保健所は、県
型と市型によって役割の違いもあるの
ではないか。

きている中で、改めて保健所等の役割

○発達障害者支援センター、認知症疾患

を考える必要がある。地域診断、計画

医療センター、地域包括支援センター

策定への関与、提言などが、保健所、

等の相談機関が増加しているが、保健

精神保健福祉センターの役割ではない

所や精神保健福祉センターとの役割分

か。例を挙げると、移送制度はどうな

担や連携がどうなっているかわからず、
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どこに紹介してよいかわからないこと

と各種行政計画への反映

⑥管内の精

がある。たらいまわしにならないよう

神科医療機関の実情把握

⑦保健所の

にする必要がある。

紹介で医療導入した人の予後調査

○医療観察法のケア会議に精神保健福祉

○精神保健福祉センターには、市町村や

センターが入っていない、県が全例を

保健所の担当者だけでは解決が難しい

把握していないことがある。保護観察

課題をもついわゆる困難事例について、

所に任せるのではなく、精神保健福祉

広域支援の立場から積極的な関与がで

センターに牽引してほしい部分もある。

きるような仕組みが必要である。精神

○精神保健福祉センター、保健所に専任

保健福祉センターでは、先駆的な事例

で精神保健福祉相談員をおいてほしい。

の取組についての技術援助が重要であ

いるといないでは動き方が違う。

る。

○障害者自立支援法の施行を踏まえて、
精神保健福祉センター、保健所、市町

（２）全国精神保健福祉相談員会から

村は、業務とその役割が整理できてい

○人口 31 万の県型保健所に勤務してい

ないのが現状。信頼されるためには、

るが、日常的にはセンターとはあまり

関係機関に説明できる役割の明確化が

関わりなく、市町村、相談支援事業者

必要である。

との関わりが中心である。

○障害福祉サービス事業者等、福祉関係

○保健所は 800 ヶ所が 500 ヶ所に減って

者は保健と福祉の役割分担という発想

いて、広域化している。来年度から保

が悪く言えば乏しい、線引きをあまり

健所の再編統合が予定されている。

せず生活支援に必要ならば全ておこな

○相談支援において、保健所、市町村、

ってしまうこともある。行政機関の使

委託事業者との役割分担と連携につい

命としては、目前のことに追われるだ

て検討が必要と考えるが、地域ごとに

けでなく、3～5 年後の動向や情勢を見

異なる実情がある。共通部分と地域特

据えた保健事業を行う必要がある。

性の部分にわけて考えることも必要。

○精神保健福祉センター、保健所、市町

○保健所のマンパワーが減尐傾向にある

村の使命は、採算のとれない仕事や先

上、多くの事業をかかえている。相談

駆的実践に関する業務をすること。①

員は 2 名で、感染症と同じセクション

措置入院、医療観察法の対象者やその

である。その中で相談のやりにくさや

予備軍に対する支援

②先駆的な事例

相談に乗りたいけどできない現状があ

に対する支援 ③各種福祉計画の実現

る。市町村、事業所との役割分担の問

に向けたコミュニティワーク

④緊急

題もある。保健所は保健領域、事業所

⑤個

は福祉領域となっていて、共有が難し

時（危機状況）への適切な関与

別相談事例を通じたニーズの吸い上げ

い。
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○業務運営要領はあるが、障害者自立支
援法以後の変化を踏まえて、もう一歩

るのではないか。行政機関の役割分担
は制度に基づいて行われるべき。

進めたものが必要ではないか。入院の

○福祉は身近な市町村で、保健医療は広

必要な人は保健所、地域生活支援は市

域でというのが基本的な考え方ではな

町村となっていて、一緒にと思うがで

いか。精神保健福祉センターは研修が

きない。

重要課題、その場合、対象者はどこま

○地域移行支援における、本庁、センタ

でか考える必要がある。すぐに結果は

ー、保健所、市町村の役割分担も課題

出ないが、長期的には効果がある。

である。また、人が異動しても継続し

○早期支援を進めるためには、精神保健

ていくことが重要である。
○自殺対策や地域移行など目立つところ
が先行してしまい、必要なことがおろ

以外の他分野で把握したときに介入で
きるかが重要で、職員の専門性の向上
が求められている。

そかになるのではないか。また重層的

○精神保健福祉センターにおいては、事

に取り組むと言っても、行政内部でど

務職中心の事務処理型と専門職中心の

う説明するかむずかしい、任せたらよ

相談型があるのではないか、したがっ

いと言われることもある。実際には必

て組織体制により相談体制も変わる。

要であることは理解している。

○実地指導の資料は有効である。担当者

○相談業務については、行政と民間の違

の力量にもよるが、地域移行の資料作

いがある。それは組織体制で、専門職

成も可能、使える資料はあるがまとめ

か行政職か、人事異動は集中型か基礎

る時間がないのが現状、目的外使用の

型か分散型かである。市町村の場合、

問題もある。

所属が保健部門か、福祉部門かで位置

○政策医療を考えるべき、法律に基づい

づけが異なる。相談は保健センターが

たものがベースになる、新たな通知も

ベースになる、福祉部門の場合は委託

必要である。

が多い。市町村福祉は、個別の相談と

○入院させる業務と退院させる業務を一

言うよりも制度説明や事業実施が中心

緒にやるのは酷、身を裂かれる経験を

である。

してきた。保健所はどうしたらよい形

○相談業務の中で、法律による業務は措

で医療につなげるか真剣に考えるべき。

置入院関連業務ぐらいではないか。そ

○研究班では、今後の方向を考えるのか、

れ以外は、相談の質（いかにニーズを

現在を前提にするのか。機関の役割か、

把握するか）、業務の中身が問われてく

人の役割か、制度改正も視野に入れる

る。

のか。5 年先ぐらいを見据えて、理念

○国の通知に基づいて行われている、精
神科救急システムに人員が割かれてい

や方向性を検討してはどうか。
○今は退院後の支援サービスは保健所に
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なく市町村にあり、市町村と障害福祉

に関する調査」を実施した。調査対象は、

サービスはつながっているが保健所は

全国 67 精神保健福祉センターで、郵送に

つながっていない。個別の退院支援を

より実施した。同時に、全国精神保健福

求められても、保健所はできない。受

祉センター長会の協力を得て、メーリン

診支援に重点置くべきではないか。

グリストを通して、調査協力依頼を行っ

○医療観察法において裁判所、検察庁、

た。調査内容は、表 2 の通りである。な

保護観察所は個別事例ごとに判断する

お、平成 22 年 1 月 31 日現在、調査実施

傾向が強く、全国的にという話はしに

中であり（調査票回収期限平成 22 年 2

くい。地域処遇においても実情は様々

月 10 日）、結果は平成 22 年度に報告予定

である。

である。

○医療観察法の対象者も地域支援は同じ
はず。地域から悪くなったらどうする

Ｄ．考察及びＥ．結論

んだと言われることがある。障害福祉

精神保健福祉センターを中心に、相談

サービス事業者も精神医学について学

機関の役割と連携について検討し、現状

んでおくべき。そうでないと連携が取

と課題を明らかにした。①障害者自立支

れない。いきなり保健所といわれても

援法施行後、障害福祉サービスの相談窓

すぐに動けるとは限らない。

口が市町村に移行したため、精神保健福

○福祉は市町村が担うことになる。その

祉センター、保健所の役割が見えにくく

ときに保健所、精神保健福祉センター

なっているのではないか。市町村におけ

はどうするのか。総合福祉法ができる

る身近な福祉サービスと精神保健福祉セ

のであれば、もう一度精神保健法とす

ンター、保健所における広域の保健医療

べきではないか。

サービスとの役割分担と連携が求められ

○指定都市市長は保護者であり、措置権

ている。②統合失調症等の早期支援や再

者でもあるのはおかしいのではないか。 発の場合の支援について、市町村相談窓
措置権と精神医療審査会も同様である。 口や相談支援事業者が適切に対応するた
○研究班としては、県型をモデルとしつ

めには、精神保健・医療についても一定

つ市型も加えて、あり方をまとめるほ

の知識が必要であり、精神保健福祉セン

うがよいのではないか。

ターの行う研修が重要である。③精神保
健福祉相談員や精神保健福祉士が配属さ

４）厚生労働省社会・援護局障害保健福

れていない保健所や精神保健福祉士が配

祉部精神・障害保健課からの調査協力依

属されていない精神保健福祉センターが

頼を受け、地域精神保健業務等のあり方

あるが、専門職の配置が必要ではないか。

の今後の検討の基礎資料とするため、
「精

精神保健福祉相談員のあり方（資格など）

神保健福祉センターの現状と今後の取組

や配置について検討する必要がある。④
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発達障害者支援センターをはじめとして、 別継続支援ができにくい状況にあり、加
様々な相談窓口が開設されている。どこ

えて保健所数は減尐傾向にある。事業実

で相談すればよいかわかりにくいことが

施と相談機能、診療機能の今後のあり方

あり、結果的にたらいまわしになること

を検討する必要がある。⑩精神保健福祉

がある。精神保健福祉センター、保健所、

センターは、自殺対策など精神保健の新

市町村の相談と関係機関の相談との連携

たな課題については、今後も重要な役割

について検討する必要がある。⑤行政機

を果たすべきである。⑪電話相談のあり

関の相談については、今後の法律や通知

方について標準的なものを示すべきでは

の改正などを通して明確化する必要があ

ないか。要約すると以上のような検討課

る。⑥地域移行について、精神保健福祉

題が示された。これらの課題について、

センター、保健所、市町村の役割を明確

平成 21 年度実施の調査結果を踏まえて、

化する必要がある。精神科救急システム

22 年度において検討することとしたい。

における連携や精神科病院への実地指導
の結果等の活用について、検討が必要で

Ｆ．健康危険情報

なし

はないか。⑦初診時に精神科医療にどの
ようにつながるかは、その後のことを考

Ｇ．研究発表

えても需要である。保健所は、受診支援

１．論文発表

なし

についてもっと積極的に関与する必要が

２．学会発表

なし

ある。⑧医療観察法の地域処遇について
は、必ずしも県の業務として位置づけら

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定

れているとはいえない。しかし継続的な

を含む）

地域支援を考えると、精神保健福祉セン

１．特許取得

なし

ターや保健所のより積極的な関わりが求

２．実用新案登録

なし

められるのではないか。⑨精神保健福祉

３．その他

なし

センター、保健所は事業に追われて、個
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表 1 平成 20 年度衛生行政報告例
精神保健
福祉ｾﾝﾀｰ

電話相談

面接相談

面接相談

訪問

訪問

人口(万人)

実人員

延人員

実人員

延人員

H20.10.1

Ａ県

1,427

148

1,275

0

0

118

Ｂ県

5,850

495

2,932

44

64

214

Ｃ県

1,026

95

217

0

0

101

Ｄ県

462

177

591

0

0

79

Ｅ市

2,158

355

486

5

12

81

Ｆ市

1,077

60

157

0

0

81

Ｇ市

2,927

244

950

20

72

147

Ｈ市

2,473

268

386

0

0

144

表 2 調査内容
１．精神保健福祉センター（以下「センター」という。）の基本情報
２．精神保健福祉施策の企画立案について
３．技術指導・技術援助について
４．人材育成について
５．普及啓発活動について（平成 21 年度の状況、実施予定を含む）
６．調査研究について
７．精神保健福祉相談について
８．精神疾患（統合失調症等）の早期発見・早期対応について
９．センターの位置づけについて
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