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平成３０年度第１回浜松市精神保健福祉審議会会議録 

１ 開 催 日 時

平成３０年１０月３１日（水） 午後７時００分から午後９時１４分まで

２ 開 催 場 所

浜松市役所８階第３委員会室

３ 出 席 状 況

出席委員   大嶋正浩委員、髙貝就委員、山岡功一委員、西村克彦委員、

髙栁弘行委員、川嶋章記委員、仙道朋也委員

欠席委員   片山はるみ委員

事務局

【障害保健福祉課】

田中課長、榊原課長補佐、鈴木精神保健福祉担当課長、浅野主幹、爾見副主幹、

松本副主幹、金原副主幹、宮崎主任、小野主任、新村

【精神保健福祉センター】

二宮所長、鈴木副所長、入手主幹

４ 傍 聴 者 

１人 （うち記者１人）

５ 議 事 内 容

（１）第２次障がい者計画の進捗状況報告（総括）について 

（２）第４期障がい福祉実施計画の進捗状況報告（総括）について 

（３）自立支援協議会地域移行・定着専門部会報告 

（４）精神障害者の退院後支援の取組みについて 

（５）子どものこころの健康づくりの取組みについて 

６ 会議録作成者

障害保健福祉課 新村、清水

７ 記 録 の 方 法

発言者の要点記録、録音有

公開・非公開の別
■公 開 □部分公開

□非公開
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８ 会議記録

１ 開会 １９：００～

２ 議事

（１）第２次障がい者計画の進捗状況報告（総括）について

事務局（金原副主幹）

（資料に基づき説明）

山岡委員

「地域定着支援の利用件数が増加し、１年以上の入院患者数が減少した」と

因果関係があるかのようであるが、説明してほしい。

事務局（鈴木担当課長）

精神科病院からの地域移行支援、移行後の地域定着支援と段階を踏む中で、結果と

して、１年以上の長期入院患者数が減少したと認識している。

山岡委員

地域移行・地域定着支援の結果、一定期間の再入院が減少したというなら目的にか

なう。

支援が有効であるかの物差しは、１年以上入院しないということではなく、再入院

しないことが物差しではないか。

１年以上入院している人が減って、退院後の選択肢が増えた分、このサービスが増

えて来ている。

地域定着支援を行っている期間の再入院を考えるのか、それ以降の再入院を含めて

考えるのか

川嶋委員

国立精神・神経医療研究センターの研究から公表されている、静岡県西部の１年以

上の長期入院者の再入院率は 70％、一時的な数字だと言われている。３か月以内の
入院者が退院しても 40％の方が再入院してる。
地域移行・定着支援の充実と、再入院率が連動してるかというと、そうではないと

言える。

大嶋委員（会長）

再入院率と言う点では、改善の余地あり。

事務局（鈴木担当課長）

  因果関係の分析について考えていきたい。

 川嶋委員

  成年後見制度利用支援の充実の説明のところで、市長申立ての件数が少ないという
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印象を受ける。実情を説明してほしい。

 事務局（鈴木担当課長）

  親族関係の調査、本人の状況調査や、親族からの申立ての同意をとるのに時間がか

かる実情がある。時間がかかってしまう流れの中で、利用者の方が、市長申立てを選

ばなかったということが背景にあると考えられる。

  平成 30年度、現在までに、精神障害のある方からの市長申立ての相談は、障害福祉
課に５件届いており、担当が手分けして申立ての調査と準備をしている。

  速やかに調査して、時間がかかるために利用が少なくなるということにならないよ

うに努める。

大嶋委員（会長）

  ボランティアの人と出会う機会がそう多くない。ボランティア活動が活発になるほ

ど、今後の包括的な支援に役立つと思うので、どういう実態があるのか実情を教えて

もらいたい。

 事務局（二宮所長）

  精神保健福祉センターでは、ボランティア養成講座というかたちで多くのボランテ

ィアを養成してきたが、ボランティアを実践したいというよりは、精神保健福祉の入

り口をのぞいてみたいという方もいる。厳密に分け隔てをしていくと、受講者が集ま

りきらないため、いろんな方を対象に、ボランティア養成講座を続けてきた。養成し

ても実践につながっていかないという課題があったため、「知りたい人」と、「実践編」

と分けるかたちにしつつ、実践できる人を養成したいと考えている。

  自分がボランティアをしたい時に、何かの取組みをしたときは、「ここボラカード」

にスタンプを押して、実践してみようという動機を高めていくようなプログラムにし

ている。

実際に、実践をしている方は、「Ｇハンド」という団体に登録し、イベントの時等、

活動の範囲の中で参加していただく。地域の事業者より要望があれば、声かけをし

参加してらう。

事務局（鈴木副所長）

 「Ｇハンド」に、２０名程度登録している。

 今年度から、ホームページに「ここボラ掲示板」をつくった。ボランティアを求め

る掲示を出して、それを見て、応募していただくという仕組みである。

事務局（二宮所長）

 今後、「ここボラ掲示板」をアピールしていきたい。

（２）第４期障がい福祉実施計画の進捗状況報告（総括）について

事務局（松本副主幹）

 （資料に基づき説明）
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西村委員

施設入所者の地域生活への移行とあるが、入所施設とは、具体的にはどういうとこ

ろを指しているのか。

事務局（松本副主幹）

 障害持った方の入所施設である。入所者には精神障害のある方が含まれている。入

院している方は含まない。主には、知的障害のある方である。

（３）自立支援協議会地域移行・定着専門部会報告

事務局（宮崎主任）

 （資料に基づき説明）

山岡委員

  静岡県は、地域包括ケアシステム構築推進事業を今年度行っていると言っているか。

  昨年、地域包括ケアシステム構築推進事業の会議に出席したが、実態は自立支援協

議会の報告会で、これは会議の名称と中身が違うだろうと言って、今年は、会議の名

称を変えているはず。実際に、今年度第２回目の会議日程調整の文書には「地域包括

ケアシステム構築」の言葉は入っていない。

事務局（宮崎主任）

 協議会は、もともと自立支援協議会の地域移行部会というかたちでやっていた。

 県が言うには、地域移行部会を「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築

支援事業」と言うかたちでやっていた。

 山岡委員

  そもそも、「地域移行」という考えと、「精神障害者が地域で暮らす」ということは、

まったく違う概念の話である。切り離して考えるべきと私は考える。

大島委員（会長）  

  静岡県と浜松市とでは、受託した部分が違うと思う。浜松市は平成 30年度ある程度
進んでいるんだろうと思うが、地域のアドバイザーを活用してやっているのか。 

事務局（宮崎主任）

  今年度実施しているものは、地域包括ケアシステム構築支援事業というもので、予

算化して行っている事業ではない。

  平成 31年度から、地域包括ケアシステム構築推進事業に手上げをするという状況で
ある。県は、地域包括ケアシステムの構築支援事業、構築推進事業ともに行っている。

大島委員（会長）  

 平成 30年度、浜松市は事業費が全く出ていない中で受託しているか。
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事務局（宮崎主任）

地域包括ケアシステム構築支援事業に関しては、密着アドバイザーの東京等への出

張旅費、選ばれた広域アドバイザーが浜松市に来る際の旅費を払っていただけるもの

である。

大島委員（会長）

そこでの実績、進捗、地域への波及というのは、何かあったのか。

事務局（宮崎主任）

 今、地域移行・地域定着専門部会がその動きになっている。部会構成員から密着

アドバイザーを、川嶋委員と行政職員 1 名を含む２名の方に、地域包括ケアシステ
ム構築支援事業にそったかたちで進めている状況である。

大島委員（会長）

地域移行・地域定着専門部会、密着アドバイザーの動きについて、是非、見える化

してもらいたい。

静岡県とは違うかたちで、しっかり動けるようにがんばってもらいたい。

川嶋委員

  「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業」の浜松市の密着アド

バイザーを厚労省から委託され、私と三方原病院のワーカーと精神保健福祉センター

の職員が担っている。今年度、密着アドバイザーに関連して、大きくこれはと言うの

があって、聖隷三方原病院の訪問看護の方や病棟の看護師が中心になって、聖隷三方

原病院と地域の意見交換会が先月行われた。そのような意見交換会が行われたのは初

めてで、医療と福祉の意見交換ができた。やはり、総合病院の強みとして、産婦人科

の看護師は産後の鬱とか育児放棄の問題、脳外科の看護師も高次脳の問題で参加し、

幅広く意見交換ができた。この事業から波及したかどうかは見えないが、いろいろ意

見交換してく中で、そういうことが実現できたと考える。

山岡委員

精神障害のある人が、地域で安心して暮らせるために一番必要なことは何だろうか。

高齢者の地域包括ケアシステムにも医療の役割があるように、そこを外して議論でき

ないのではないか。救急医療が担保されているという事が必要なのではないか。

事務局（鈴木担当課長）

休日・夜間の精神科救急医療体制として、県西部地域では、聖隷三方原病院を常時

対応型の救急病院と言うことで、空床確保している。

静岡県と静岡市、浜松市が共同で、体制を整備しており、こういった救急体制以外

にも、24時間 365日体制で救急受診の相談を受ける精神科救急情報センターを県内１
か所設置するとともに、休日・夜間における医療相談についても、西部地域では、聖

隷三方原病院で応じている。
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大嶋委員（会長）

精神科救急医療の側の議論では、救急で入院して退院した時に、地域で福祉がしっ

かり受け止めてくれる、そして、地域の福祉と救急医療が連携するということが大事

だという議論が結構出ている。

やはり、福祉と救急が連携していかないと、退院した後、すぐに再入院になりかね

ないので、そこを福祉の方も意識して、今後一緒にやっていけるといいと思う。

事務局（二宮所長）

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの話については、目標値が地域移行に

偏り過ぎているという議論はある。ただ、地域のネットワークをつくっていくという

意味での地域包括ケアシステムや、退院した後の受け皿として地域で当事者主体で生

きていくための包括的な支援システムという意味合いがある。医療はその一部分とよ

く言われる。

 精神科の患者さんが地域で暮らすためのネットワークづくりとして進めてきたの

が、地域移行部会の取組みであって、地域移行部会の中でも、地域の支援者が病院に

入っていったり、病院の支援者が地域の様子を見に出たりというのが、地域移行部会

のこれまでの活動である。地域包括の代表の方も参加しており、支援者のネットワー

クづくりにはなってきている。

課題としては、地域移行だけではない、新たに１年以上入院となってしまう方、い

わゆる、ニューロングステイの患者さんを、どのように少なくしていくかというシス

テムに向けて、皆さん努力しているところである。

目標値自体は、地域移行ではないというところでは考え方として一致している。

 厚生労働省も考え方を改めようと、価値観は変わってきていると思う。

 ネットワークづくりというのは、地域包括ケアシステムの中で一番大きな課題とな

っている。

山岡委員

 地域のネットワークという点では、この地域は、聖隷三方原病院のお世話になりな

がら、地域包括ケアシステムにしても全国のモデルになるかたちでやってきていて、

医療側のネットワークもできている。これは、地域包括ケアシステムに入らないのか。

資料の中の、文言に出てこないのはどうしてか。救急車呼んだら３分以内に来てくれ

る、３分以内で病院へ運んでくれるということは、包括ケアの中で考えなくていいの

か。

事務局（二宮所長）

 構成する要素の中に、救急医療は必要である。入っているかということより、地域

包括ケアシステムのイメージの中できちんと医療を入れていくことは大事である。

山岡委員

 救急医療側の支援体制をつくるときに、実際は、聖隷三方原病院をどうサポートで

きるかという話である。聖隷三方原病院に患者さんがみんな集中してしまうと困ると

いうことがある。
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大嶋委員（会長）

 それと、地域移行というか、地域の支援がしっかりすることで、救急が減るという

こともすごく大事である。これもサポートである。福祉と聖隷三方原病院が連携する

ということも考えれば、双方にとってプラスになる。

西村委員

 現段階において、救急医療と福祉の連携という雰囲気はない。

 措置入院となった人をどう退院支援するか、再入院をどう予防するかを考えたうえ

で、救急側として具体的にどこへ相談したらいいかわからない。聖隷三方原病院の精

神科救急スタッフは若手が多いので、広く顔も利かない。

 連携という話は出てきてはいるが、実際にどうやったらいいかわからない。

地域包括ケアシステムで「今、患者さんへの支援に使えるものは何なのか」という

のが見えるといい。

事務局（二宮所長）

 聖隷三方原病院は救急特化型になっていて、地域の人にいかに病院の機能を伝えて

いくかよりも、その日その日の救急患者をどのようにマネジメントしていくかが役割

となっている。

西村委員

 急性期の患者さんを治療するところまではいいが、その後、地域のサポートもない

まま退院となることが現実によくあるので、その人がひと月もたたないうちに再入院

し、その後も入退院を繰り返すことになる。

事務局（二宮所長）

厚生労働省より退院後支援のガイドラインが示されて、診療報酬として取れるよう

になっている。

 退院後支援のガイドラインに沿って地域連携を図っていくのも一つである。それ以

外にも、地域移行・定着部会の活動の中で、聖隷三方原病院の職員との連携を模索し

ている。

西村委員

 先程の意見交換（聖隷三方原病院精神科領域スタッフと地域スタッフ交流会）も、

１回に留まらず、２回、３回とやりたいと看護師も言っていて、次回以降は救急隊や

警察の方にも参加してもらえるといいと言っている。

大嶋委員（会長）

 今までの話を総合すると、忙しく救急をやっていると、地域の情報が入ってこない

と中々苦しい。救急の医師としても、救急で治療し退院した患者が地域で生活してく

れた方が、再入院して戻ってくるより嬉しい。早く福祉の側からアプローチし、しっ

かり地域に定着できるような話し合いをしたらいいのではないか。
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西村委員

 精神科病棟と地域とのミーティングは、まだ始まったばかりで、身体ケア的な話は

できたが、精神科救急の話はまだ足りていない。今後は、院内で救急に係わったスタ

ッフを交えて行っていきたい。

事務局（二宮所長）

ミーティングは、相互交流的なところで必要だと思う。

地域移行・地域定着専門部会でも、事例検討を病院にお願いしているが、この部会

に絡むようになってから、熱心に取り組んでいる病院職員の方たちがいる。今後は、

部会にも声かけをし、病院職員の方たちとも、顔の見える関係になれば良いと思う。

西村委員

関係づくりはそれで良いと思うが、システムにまで繋がってくかどうか。

事務局（鈴木担当課長）

 聖隷三方原病院で行われたミーティングに出席したが、そこには救急外来、訪問看

護ステーション、障害者相談支援事業所、基幹相談支援センターの方たちが出席した。

障害者相談支援事業所や、基幹相談支援センターではどんなことができるかが紹介

された。グループワークでは、救急外来のスタッフから、退院を考えているが、どこ

に相談したらいいかわからないという意見があった。基幹相談支援センターの方から、

障害者相談支援事業所へ相談してほしいと言っていた。そういった方法も一つである。

川嶋委員

地域包括ケアシステム構築推進事業の中の、アウトリーチ事業について、再入院を

繰り返す方も対象になってくる。今後、活用できるのではと考える。

（４）精神障害者の退院後支援の取組みについて

事務局（小野主任）

（資料に基づき説明）

西村委員 

退院後支援計画同意確認者数 13人とあるが、この期間で実際にあった措置入院者は
何人か。

事務局（小野主任）

9月末までに措置入院を経て入院中の方は 14名。実際のところは 9月末までに同意
はとれずに 10月に入ってから同意がとれている方もいる。随時確認している。

西村委員

全員に確認しているのか。
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事務局（小野主任）

措置入院患者については、必ず入院直後から 10日目までには行政の職員が説明に行
っている。

西村委員

緊急措置入院になって、措置入院にならなかった方についてはどうか。

事務局（小野主任）

同意確認の対象者に含まれる。本人から同意をいただければ支援計画に基づく支援

の対象となる。今回は同意をいただいていないため支援の対象からは外れている。

西村委員

同意をいただいていないのは、確認に行っていないということか。

事務局（小野主任) 
直接本人に会って確認することはできていない。電話でその後の状態を確認したり、

ご家族から相談はいただいており、引き続き支援はしている。

西村委員

緊急措置になるけれど措置入院にならない人はかえって多いと思う。家族や地域の

支援者が困ってしまうことは多いと思うため、そういう方を上手く支援できるといい。

川嶋委員

昨年度の１回目の審議会では警察からの通報の件数や、そのうちの措置入院の件数

の報告があったが、今年度は報告しないのか。

事務局（鈴木担当課長）

平成 30 年度は 9 月末現在までに通報件数 72件、そのうち要措置が 15 件、また、
緊急措置は 7件、緊急措置のみで退院となったのは 1件。

（５）子どものこころの健康づくりの取組みについて

事務局（二宮所長）

（資料に基づき説明）

高貝委員

教職員の思春期のメンタルヘルスのリテラシー研修会に参加する先生はどれくらい

いるのか。

事務局（二宮所長）

学校の規模にもよるが、13校の 449人の先生方が参加している。1回あたり 30～40
人ぐらいの参加があった。
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高貝委員

子どものメンタルヘルスを守る立場の先生方自身の仕事が激務、生徒や親子さんに

対応する教職員のメンタルヘルスについて、支援者支援の立場でサポートができると、

最終的には子どもたちの心の健康というところにも寄与するところも多いと思う。今

後精神保健福祉センターで学校現場とタイアップしていく予定があるのか。

事務局（二宮所長）

平成 21年の学校向けの事業を始める前に、平成 19年に先生方のメンタルヘルス調
査を実施。課題点は見つかったが、先生方は、自分たちのことに目を向けるよりは、

子どもたちに目を向ける事業であれば展開できるという流れであったかと思う。基本

的には、先生たちのメンタルヘルスの知識を高めて、先生たち自身が SOSを出せるよ
うにならないと、子どもたちも SOSを出せるようにならないことは伝え続けている。
自殺対策だけではなく、地域のネットワークをつくっていく中で、ケースバイケース

ではあるが、精神保健福祉センターにも相談に来てくれる先生もいるのではないかと

思う。

仙道委員

自殺者数の推移で、中学生は平成 23から 27年度までの間に、71から 102人と増え
ている理由や背景について分かれば対策が見えてくると思うが、何かあるのか。

事務局（二宮所長）

自殺対策の中でよく言われるのは、自殺は一つの理由で起るものではない。連鎖を

しやすいため、身近なところで自殺があったり、自殺関連行動が広がると自殺を誘発

してしまうことは、先生方も恐怖感につながっているところではあると思う。その対

策は個別に予防であったり介入を進めていくことになる。学校だけではなく、家庭の

貧困等も関連しているのではないかと言われている。そういったことも含めて総合的

に対応していく必要があると思う。

仙道委員

自殺者の推移について、静岡県内や浜松市全体でも増えてきているのか。

事務局（二宮所長）

浜松市全体の自殺者数に関して、この数字とは連動はしていない。市内の小中学生

の自殺は年間でいってもそんなに多い数ではなく数例である。直近の中学生の数字に

絞って言うと、1～2人である。

仙道委員

国内で背景を調べて取りまとめたものはあるのか。

事務局（二宮所長）

国立精神・神経医療研究センターがまとめている自死遺族の調査が一番オフィシャ

ルなもの。民間団体も亡くなったご遺族のところに出向き、どういう背景で亡くなっ
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ていったか調査している。先程も言ったように、自殺には一つの要因ではなく４つ以

上の要因があって亡くなっているということが国の見解にもなっている。

３ その他

大嶋委員（会長）

全体を通しての意見・質問はあるか。

髙栁委員

地域に配慮して行われている事業が様々あることがわかった。仕事柄、病院で臨床

心理をしているが、事業の展開を病院の家族会の人は知らないかもしれない。

山岡委員

ちょうど１か月前に台風 24号が来て夜中から広い地域で停電。当初、広域災害救急
医療情報システム（以下、「EMIS」という。）への入力について、本来入力されるべき
病院以外の機関による代行入力となっていた病院が、全 34病院中 30病院あり、電子
カルテがどうだったかとか、影響がどうだったのか整理していたら教えていただきた

い。病院の電力復旧について、行政から中部電力への働きかけの状況はいかがだった

か。

事務局（爾見副主幹）

今回の災害時には危機管理課に中部電力の職員が詰めていたため、電力が復旧しな

い精神科の病院 1 つについて、当課が直接交渉をした。その中部電力の職員からも本
社へ連絡していただいたと聞いている。その後に電力が復旧したことは聞いている。

山岡委員

１日遅いと思う。EMISへの入力についてはどうだったか。

事務局（鈴木担当課長）

障害保健福祉課は災害時の精神科医療の確保を所掌しており、精神科病院の被害状

況を確認したが、当初は EMISの入力がされず、災害時医療を統括する健康医療課が、
ラインワークスというソーシャルネットワークシステムで災害時の被害情報を集め

て、当初の入力は健康医療課が行った。おそらく精神科以外の病院も同じ状況でない

かと思う。

山岡委員

EMISについて、浜松市内全 34病院中 30病院が代行入力だったことについて、ど
の病院が代行入力であったかを、当初健康医療課も把握していなかった。また、健康

医療課が促したら入力した病院もあったようだ。そのような医療機関に対して EMIS
への入力について練習してもらうことを考えていかなければいけないのではないか。

今回、診療の情報がわからなく浜松市が慌てたと聞いたが、診療の情報把握について

EMIS含めて災害対策としては広く対応できるようになってもらいたい。
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川嶋委員

福祉施設の方も次の日、障害保健福祉課の担当者から、「在宅酸素装置を利用されて

いる方に事業所の電源だけ利用させていただけないか」と問合せがあった。福祉避難

所があるにもかかわらず、できないと言われた。もう一度福祉避難所に関しても、役

割とか、緊急時こんなことやってほしい等、どこかで説明の機会をもっていただきた

い。

事務局（二宮所長）

今回の停電の際には、直接障害保健福祉課の職員が精神科病院の被害の状況を現地

調査したため、データでまとめて出せればいいと思っている。また、追加調査もやっ

てみようという話はしている。EMIS に関していうとどの点が上手くいって、どの点
がうまくいかなかったのか振り返ることは良い。EMIS の機能やあり方を考える時期
になってきたかもしれないが、現状のツールとして活用していかなければならないの

で、行政としては普及啓発に努める。

山岡委員

EMIS の入力について、市内全病院を訓練して、各病院に 1 人でも教えられる人が
いればいいのではないかという話をしていて、精神科病院協会では少しやろうかなと

話している。停電については、精神科病院は停電をすると電子錠が全部開いてしまう

ので困る。自家発電がどれだけ動くのか、持続時間も調べておく必要がある。ガソリ

ンスタンドも閉じてしまう中で、供給手段の確保についても考えておく必要がある。

４ 閉会 ２１：１４


