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ま え が き 
 
 私たちの生活が新型コロナウイルス感染症の影響により様々な変化や制約

を受け続けてからもう３年目となります。ウイルス感染そのものへの不安に

加え、生活スタイルの変化、学業・仕事や将来の見通しについて心配をして

いる方も多いと思われます。 
 また、ロシアによるウクライナ侵攻は、近隣諸国のみならず、全世界の安

全保障に深刻な影響を及ぼしており、日本における将来にも一層の不安を与

える要素となっています。 
 未だ終わりの見えない新型コロナウイルス感染拡大や動揺する国内外の情

勢など、社会の不安定さが続いている中で、人とのつながりが持てずに孤立

する人や自殺される人の数が増加することも懸念されています。これらに対

しては、相談支援をはじめ様々な関係機関がより一層連携し、心の健康維持

や心のケアに対する理解の促進を図り、安心して暮らせる社会を築いていく

ことが何よりも重要です。 
 ここに、令和元年度からインターネット上での公開となりました「心の健康Ｎｏ．

５１」をお届けします。 
 第４２回となる「大分県精神保健福祉大会」は、令和３年１２月８日（水）

に、大分市のホルトホールにて、２年ぶりに開催されました。本大会におい

て、１６名の方が大分県精神保健福祉協会長表彰を受賞されました。受賞さ

れた皆様の日頃のご尽力と精神保健福祉向上への貢献に対しまして、あらた

めて感謝申し上げます。 
また、本大会の記念講演として「日本の超高齢社会と認知症施策」と題し

て記念講演を行いました。併せて、精神障がい者の皆様の発表の場として「障

がい者作品展」を同会場にて開催いたしました。これらの講演に関する資料、

また、作品展の概要についても掲載しておりますので、ぜひご覧いただきたいと存

じます。 
併せて、一般社団法人大分県公認心理師協会の矢島副会長から「新型コロナウイ

ルス感染症への大分県公認心理師協会の取り組み－こころとからだの相談支援セ

ンターとの連携－」、また、大分下郡病院の葛城里美様から「ひきこもり状態の評

価と支援について」と題した資料を、御厚意によりご提供いただいております。 
 本協会は、今後も行政や医療機関、支援団体等と連携し、精神障がいにつ

いての正しい知識の普及を図り、県民の心の健康づくりと精神障がい者が地

域で安心して暮らせる社会を目指して活動していきたいと考えております。 
引き続き皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 
   令和４年３月 
                 大分県精神保健福祉協会 
                 会 長  渕 野 勝 弘 
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敬称略

お名前

河村　郁男

お名前あいうえお順、敬称略

お名前 所　属 職　種

荒金　安代 大分下郡病院 准看護師

安東　朝枝 白川病院 看護師

宇佐　三知代 リバーサイド病院 看護補助者

太田　由美子 山本病院 看護師（師長）

定平　恵子 向井病院 調理師

佐藤　理恵 衛藤病院 看護師

髙木　久美 千嶋病院 看護師

髙﨑　律子 鶴見台病院 看護助手

田仲　正典 大貞病院 精神保健福祉士

仲宗根　玄洋 仲宗根病院 事務部（施設長）

中村　美榮子 緑ヶ丘保養園 准看護師

橋本　恵美子 帆秋病院 看護師（病棟副師長）

廣瀬　恵子 佐伯保養院 管理部長兼栄養士

藤沢　久美子 渕野病院 看護師

古川　タエ子 加藤病院 准看護師

渡邉　小百合 上野公園病院 看護師

令和３年大分県精神保健福祉協会長表彰受賞者

受　賞　者　名　簿

河村クリニック院長

令和３年度公益社団法人日本精神保健福祉連盟会長表彰受賞者

所　　　属 ・ 職
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表 彰 選 定 基 準 
 
【 協 会 長 表 彰 】 
協会長表彰選定基準 
１ 精神保健福祉事業に精励した者 
          精神保健福祉業務従事年数が、令和３年４月１日現在２０年を超え、

かつ、年齢５２歳以上の者とし、現に業務に携わっている者とする。 
（注） 
従事年数…平成１３年３月３１日以前から従事している者(継続勤務の場合) 
年  齢…昭和４４年４月１日以前に生まれた者 

          ただし、過去において叙勲又は精神保健福祉事業に関する功績により

賞を受けた者を除く。 
２ 精神障害者に対する医療、保護及び社会復帰に努力した者   
３ 精神保健福祉のために有益な研究を行った者 
４ その他、協会において適当と認めた者 
                                                             
    ※ 被表彰者の推薦は１所属当たり１名までとする。  
     ※ 被表彰者は、選考委員会の選考を経て決定する。 
       ※  被表彰者には、協会長の表彰状及び記念品を贈る。 
 
【 知 事 感 謝 状 】 
知事感謝状贈呈要領 
１ 趣旨 
    永年にわたり精神保健福祉事業の発展に貢献し、その功績が特に顕著と

認められる者に対し、大分県精神保健福祉大会において大分県知事の感謝

状を贈呈する。 
      永年の功績に対し感謝するとともに、精神保健福祉事業の今後一層の進

展を図る。 
 ２ 対象者 
        次の各号の一に該当して特に顕著な実績のある者（団体を含む。） 
 （１）精神保健福祉に関し、啓蒙普及活動その他活動を５年以上行った者 
  （２）職親又は社会復帰訓練事業の指導員として３年以上精神障害者の社会復

帰促進に貢献した者 
 （３）前２号に掲げる者のほか、功績が著しく特に感謝する必要のある者 
 （４）原則として、過去に知事、厚生（厚生労働）大臣の表彰、感謝状を受け

た者でないこと。 
       なお、対象者は、贈呈するにふさわしい者でなければならないが、特に、

罪を犯した者、社会的に不道徳な者は除く。 
３ 感謝状を受ける者の決定 

福祉保健部で選考し、知事が決定する。 
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第５１回『心の健康』寄稿資料 

 

 

 

「日本の超高齢社会と認知症施策」 

  一般社団法人大分県精神科病院協会 

      会 長  渕野 勝弘 氏 

          

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症への大分県公認心理師協会の 

取り組み－こころとからだの相談支援センターとの連携－」 

  一般社団法人大分県公認心理師協会副会長 

  別府大学文学部教授  矢島 潤平 氏 

          

 

 

 

 「ひきこもり状態の評価と支援について」 

    大分下郡病院 

     葛城 里美 氏     
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令和３年12月8日(水）
(一社）大分県精神科病院協会 会長

渕 野 勝 弘

第42回大分県精神保健福祉大会

（ホルトホール大分）

公益社団法人 日本精神科病院協会

利益相反（ＣＯＩ）開示

発表者名  渕野 勝弘

演題発表に関連し、開示すべきＣＯＩ関係にある
企業などはありません。

1
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2040年を見据えた社会保障の将来見通し （平成30年5月）

○ 社会保障給付費の対GDP比は、2018年度の21.5%（名目額121.3兆円）から、2025年度に21.7～21.8%
（同140.2～140.6兆円）となる。その後15年間で2.1～2.2%ポイント上昇し、2040年度には23.8～24.0%（同

188.2～190.0兆円）となる。

G D P
保険料負担
公費負担
（対GDP比）

＜社会保障給付費の将来見通し＞

年 金

医 療

介 護

子ども・子育て

その他

56.7
（10.1%）

59.9
（9.3%）

73.2
（9.3%）

39.2
（7.0%）

①：47.8
（7.4%）
②：47.4
（7.3%）

①：66.7
（8.4%）
②：68.5
（8.7%）10.7（1.9%）

7.9（1.4%）
6.7（1.2%） 15.3

（2.4%）

25.8
（3.3%）

10.0（1.5%）

13.1（1.7%）

7.7（1.2%）

9.4（1.2%）

121.3
（21.5%）

140.2～140.6
（21.7～21.8%）

188.2～190.0
（23.8～24.0%）

単位：兆円
（ ）内は対GDP比

（計画ベース） （計画ベース）（年度）

564.3兆円
12.4%
8.3%

645.6兆円
12.6%
9.0%

790.6兆円
13.4～13.5%
10.1～10.2%

（経済ベースラインケース）

（注）医療については、単価の伸び率の仮定を２通り設定しており、給付費も２通り（①と②）示している。

（計画ベース）

「2040年から考える社会保障」厚生労働省(2019.8.23)
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少子高齢化による働き世代の負担増

１９６５年
（昭和４０年）

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

9.1人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

9.1人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

2.0人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

2.0人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

1.3人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

1.3人

２０１７年
（平成２９年）

２０５０年
（令和３２年）

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

3.0人

65歳以上1人に対して、
20～64歳は

3.0人

２００５年
（平成１７年）

出典 財務省主計局「社会保障の現状について」
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2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題

823万人
<12.5%>

医療・福祉

  

（万人）

5,650万人程度

1. 現役世代の人口が急減する中
での社会の活力維持向上

⇒多様な就労・社会参加の促進
⇒健康寿命の延伸

2. 労働力の制約が強まる中での医
療・介護サービスの確保

⇒テクノロジーの活用等による医
療・福祉サービスの改革

《2040年までの人口構造の変化》

《新たな局面に対応した政策課題》

6,350万人程度

6,580万人

901

《就業者数の推移》

（万人）

人口構造の推移を見ると、2025年以降、
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という
新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8%
+6.6%

8,638

▲17.0% ▲16.6%

高齢者人口
の急増

高齢者人口
の増加が
緩やかに

生産年齢
人口の減少が

加速15歳 64歳

65歳 74歳

75歳以上

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

＜65歳以上人口＞

＜15歳 64歳人口＞

2,239

7,170

（万人）

5,978

6,000

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

2,204

これまで進めてきた給付と負
担の見直し等による社会保障
の持続可能性の確保も図りつ
つ、
以下の新たな局面に対応した
政策課題を踏まえて、総合的
に改革を推進。

25年間 15年間

25年間 15年間

「2040年から考える社会保障」厚生労働省(2019.8.23)

○ 「日本の将来推計人口（平成29年推計）」によると、2060年の総人口は約
9,300万人まで減少。

○ 仮に、合計特殊出生率が2030年に1.8程度、2040年に2.07程度（2020年に
は1.6程度）まで上昇すると、2060年の人口は約1億200万人となり、長期的に
は9,000万人程度で概ね安定的に推移。

出生率が上昇した場合の人口の見通し

（注１）実績は、総務省統計局「国勢調査」等による（各年10月1日現在の人口）。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」は出生中位（死亡中位）
の仮定による。2110～2160年の点線は2110年までの仮定等をもとに、まち・ひと・しごと創生本部事務局において機械的に延長したものである。

（注２）「合計特殊出生率が上昇した場合」は、経済財政諮問会議専門調査会「選択する未来」委員会における人口の将来推計を参考にしながら、合計特殊出生率が2030年に1.8
程度、2040年に2.07程度（ 2020年には1.6程度 ）となった場合について、まち・ひと・しごと創生本部事務局において推計を行ったものである。

12,808万人（ピーク）

8,992万人

10,204万人

5,343万人

9,284万人

「2040年から考える社会保障」厚生労働省(2019.8.23)
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合計特殊出生率比較

出典 経済協力開発機構（OECD）の主要統計より「合計特殊出生率」（2020年度 ※一部の国は2019年度のデータを使用）

「外国人雇用状況」の届出まとめ（令和2年10月末現在）
厚生労働省
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23.6

13.1

9.7

7.6

8.0

10.4

12.2

13.6

15.3

18.7

23.7

29.9

38.4

48.4

63.5

78.5

92.6

104.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～

（歳）

40～64 0.5

3.7

7.7

17.8

41.3

83.6

145.3

214.2

0 50 100 150 200

80～84

85～89

90～94

250 （万円）

65～69

70～74

75～79

95～

（歳）

年齢階級別１人当たり医療・介護費について

年齢階級別１人当たり国民医療費
（2014年）

年齢階級別１人当たり介護費
（2014年）

（出所）厚生労働省「国民医療費の概況」、「介護給付費実態調査」 等

（万円）

平均 55.4
万円

平均 90.7
万円

平均 5.5
万円

平均 53.2
万円

うち国庫負担
7.8万円

うち国庫負担
35.6万円

約５倍約1.6倍

うち国庫負担
1.5万円

うち国庫負担
14.5万円

約10倍

平均 18.0
万円

うち国庫負担
2.5万円

厚労省資料

２０００年度
２００１年度
２００２年度
２００３年度
２００４年度
２００５年度
２００６年度
２００７年度
２００８年度
２００９年度
２０１０年度
２０１１年度
２０１２年度
２０１３年度
２０１４年度
２０１５年度
２０１６年度
２０１７年度

2,911円
(全国平均)
3,293円

(全国平均)
4,090円

(全国平均)

事業運営期間 給付(総費用額)事業計画 保険料

3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

○ 市町村は３年を１期(２００５年度までは５年を１期)とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。
保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。

○ 高齢化の進展により、保険料が2020年には6,771円、2025年には8,165円に上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステムの構
築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。

4,160円
(全国平均)

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円

6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円

7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円

8.8兆円
9.2兆円
9.6兆円

4,972円
(全国平均)

第

一

期 第

二

期

２０２５年度

介護報酬の
改定率

H15年度改定
▲2.3％

H17年度改定
▲1.9％

H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％

第
六
期

第
六
期

10.1兆円
10.4兆円
10. 8兆円

H27年度改定
▲2.27％5,514円

(全国平均)

※2014年度までは実績であり、2015～2017年度は当初予算である。
※2020年度及び2025年度の保険料は全国の保険者が作成した第6期介護保険事業計画における推計値。

8,165円(全国平均)
6,771円(全国平均)２０２０年度・・・

H29年度改定
＋1.14％

介護給付と保険料の推移

12



地域別に見る人口減少について

国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口指数（H30年推計）【表Ⅱ-1 都道府県別総人口と指数】
※指数とは、H27（2015）年の総人口を100としたときの総人口の値のこと。

15
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人口構成の状況

17
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ⅰ）「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（2014年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業、

九州大学 二宮教授）による速報値
ⅱ）「DEMENTIA」A PUBLIC HEALTH PRIORITY

（2012 World Health Organization）

2030年 2050年

日本 ⅰ） 787万 907万

世界 ⅱ） 6,570万 1億1,540万

（単位：人）

認知症高齢者の推計人数

19
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13％ 12％ 9％ 7％ 7％ 8％ 8％ 7％ 6％ 5％ 5％

38％

49％

35％

53％

36％

55％

34％

58％

27％

65％

25％

67％

27％

65％

30％

64％

29％

65％

24％

70％

22％

73％

各年齢層の認知症有病率が 定と仮定し、国 社会保障・  問題研究所「 本の将来推計  （平成29年推計）・
出生中位（死亡中位）推計」を用いて算出した。

 暦（年）

有
病
者
数
（×

1,

00
0
）

認知症高齢者数の将来推計と年齢階級別構成割合

21

16



わが国の認知症対策の経緯

昭和38年 老人福祉法の制定

昭和48年 老人医療費無料化

昭和57年 老人保健法成立

昭和61年 痴呆性老人対策推進本部の設置

昭和63年 老人性痴呆疾患治療病棟の新設、
重度痴呆患者デイ・ケアの新設

平成 元年 老人性痴呆疾患センターの創設

平成 元年 高齢者保健福祉促進10か年戦略
（ゴールドプラン）の策定  平成11年まで

平成 6年 ゴールドプランの全面的見直しをし、
新ゴールドプランの策定  平成11年まで

平成11年 介護サービス基盤の整備を含む総合的な
プラン（ゴールドプラン２１）の策定

平成12年 介護保険制度の施行 , 成年後見制度の施行

平成12年 痴呆高齢者グループホーム創設

平成15年 老健局内に高齢者介護研究会設置
「2015年の高齢者介護 -高齢者の尊厳を
支えるケアの確立に向けて-」報告される

平成17年 介護保険法改正
「痴呆」から「認知症」へ用語を改める。

老人性痴呆疾患センター事業廃止

平成18年 地域包括支援センターの創設、
高齢者虐待防止法の施行

平成20年 認知症疾患医療センター事業実施
「認知症の医療と質を高める緊急プロジェクト」
報告書公表

平成21年 介護報酬改定

平成24年 介護報酬改定
「今後の認知症施策の方向性について」
「認知症施策推進５か年計画」
（オレンジプラン）策定

平成27年 介護報酬マイナス改定
「認知症施策推進総合戦略」
（新オレンジプラン）策定

平成30年 診療報酬・介護報酬同時改定

令和 元年 認知症施策推進大綱

令和 3年 介護報酬改定

22

認知症施策推進大綱（令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定）（概要）

23
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認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

25
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認知症初期集中支援チーム

認知症疾患医療センター運営事業
〇 認知症疾患に関する鑑別診断や医療相談を行うほか、地域での認知症医療提供体制の構築を図る事業（H20年度創設）
〇 本人や家族に対し今後の生活等に関する不安が軽減されるよう行う「診断後等支援」や、都道府県・指定都市が行う地域連携

体制の推進等を支援する「事業の着実な実施に向けた取組」なども実施
〇 実施主体：都道府県・指定都市（病院または診療所を指定）
〇 設置数：全国に４８６カ所（令和３年８月現在）

基幹型 地域型 連携型

主な医療機関 総合病院、大学病院等 精神科病院、一般病院 診療所、一般病院

設置数（令和3年8月現在） １７カ所 ３８２カ所 ８７カ所

基本的活動圏域 都道府県圏域 二次医療圏域

専
門
的
医
療
機
能

鑑別診断等 認知症の鑑別診断及び専門医療相談

人員配置 ・専門医又は鑑別診断等の専門医療を
主たる業務とした5年以上の臨床経
験を有する医師 （1名以上）

・臨床心理技術者 （1名以上）
・精神保健福祉士又は保健師等

（2名以上）

・専門医又は鑑別診断等の専門医療を
主たる業務とした5年以上の臨床経験
を有する医師 （1名以上）

・臨床心理技術者（1名以上）
・精神保健福祉士又は保健師等

（2名以上）

・専門医又は鑑別診断等の専門医療を
主たる業務とした5年以上の臨床経験
を有する医師（1名以上）

・看護師、保健師、精神保健福祉士、
臨床心理技術者（1名以上）

検査体制
（※他の医療機関との
連携で可）

・CT
・MRI
・SPECT（※）

・CT
・MRI（※）
・SPECT（※）

・CT（※）
・MRI（※）
・SPECT（※）

BPSD・身体合併症
対応

救急医療機関として空床を確保
※急性期入院治療を行える他の医療

機関との連携で可
急性期入院治療を行える他の医療機関との連携で可

医療相談室の設置 必須

地域連携機能
・認知症サポート医、かかりつけ医や地域包括支援センター等に対する研修の実施
・地域での連携体制強化のための「認知症疾患医療センター地域連携会議」の組織化 等

診断後等支援機能 ・診断後等の認知症の人や家族に対する相談支援や当事者等によるピア活動や交流会の開催

事業の着実な実施に向けた
取組の推進

都道府県・指定都市が行う取組への
積極的な関与

※基幹型が存在しない場合、地域型・連携型が連携することにより実施

27
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認知症地域包括ケアパス概念図

20



ADの神経病理学的所見

神経原線維変化

（neuro brillary tangle ; NFT）

老人斑

（senile plaque ; SP）
30μm

アルツハイマー病における病理形成過程と臨床の相関

自覚的・他覚的に正常

軽度認知機能障害

（ＭＣＩ）

アルツハイマー病
認知症

早期診断・予防
タウ、神経原線維変化

神経細胞脱落

アミロイド

年齢 50 60 70 80 （歳）

21



一般名 ドネペジル ガランタミン リバスチグミン メマンチン

使用可能と
なった年

１９９９年 ２０１１年 ２０１１年 ２０１１年

適応症 軽度～高度 軽度～中等度 軽度～中等度 中等度～高度

剤型 内服 内服 貼付剤 内服

投与回数 1日1回 1日2回 1日1回 1日1回

作用機序
アセチルコリンを

増加させる
左と同じ 左と同じ

NMDA受容体
アンタゴニスト

効能・効果
（使用上の注意）

認知症における認知症症状の進行抑制
認知症の病態そのものの進行を抑制するという成績は得られていない

アルツハイマー型認知症及びレ
ビー小体型認知症以外の認知
症性疾患において本剤の有効
性は確認されていない

アルツハイマー型認知症以外の
認知症性疾患において、本剤の
有効性は確認されていない

左と同じ 左と同じ

副作用

QT延長、心室頻拍、
錐体外路障害、横紋筋融解症
急性腎障害、興奮・不穏
嘔気・嘔吐等

徐脈、心ブロック
失神、悪心、嘔吐、食欲不振
横紋筋融解症 等

そう痒感、接触性皮膚炎
嘔吐・悪心、食欲減退
狭心症、徐脈、ケイレン発作
等

ケイレン、失神、激越
攻撃性、めまい
食欲不振、血圧上昇
血糖値上昇 等

副作用への対応 原因薬剤の中止

抗認知症薬

32

33

● 疾患修飾薬とは

疾患の進行そのものに働きかけることができる薬

● 従来薬は神経機能を補う効果があるのみで、一時的に進行を遅らせるだけ

● FDA（アメリカ食品医薬品局）に承認された初のアルツハイマー病疾患

修飾薬である

この20年間に治験に進んだ約150の新薬候補の開発が中止されている

● アデュカヌマブは抗体療法であり、早い時期に使う

アミロイドPET、高額な検査、高額な薬剤費

アルツハイマー病の疾患修飾薬アデュカヌマブについて

22



34

重度認知症と抗認知症薬の使用について
（諸外国の状況）

 英国
2011年、NICE（National Institute for Health and Care Excellence）による
抗認知症薬のガイドラインでは、診断と最初の処方は専門医（精神科医、神経
科医）でなければならない。
重症度指標にMMSEが紹介され、10点未満を重度(高度）認知症と定めている。
（MMSEだけで重症度を決定しないよう注意喚起もされている）

 カナダ
GDS（Global Deterioration Scale）で重症認知症を規定している。
GDSのstage7で抗認知症薬治療の継続を考えるべきだと言われている。

 アメリカ
FAST（Functional Assessment Staging）で重症度を規定している。
FAST7で、抗認知症薬治療の継続を考えるべきだと言われている。

 フランス
2018年6月、抗認知症薬による効果が十分に得られないという事で、医療保険
の適応外薬品に決定した。

35

日本における重度認知症と抗認知症薬の使用について

重度認知症（CDR3以上、FAST6以上、GDS6以上のいずれかの段階、
MMSE10点未満 等）の段階における抗認知症薬の継続を考える。

１）重篤な副作用が出現した場合。

２）治療開始3ヶ月後に効果が認められない場合や治療継続から

得られる利益が望めないような場合。（GDS stage7）

３）治療により認知機能、生活機能、行動面が治療前より低下

した場合。

４）FAST6e以上の緩和ケア患者の場合。

１） ４）の場合は、抗認知症薬の使用は適切ではない。

平成30年度 老人保健健康増進等事業
日本精神科病院協会
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「成年後見制度（現行の制度は平成12年4月1日施行）」

精神上の疾患・障害により判断能力が低下した者に関し、本人に
代わって法律行為や財産管理を行なったり、本人の財産上の行為に対
し、同意を与えたり、取り消したりする後見人等を選ぶことで、本人
の判断を助け、本人の利益保護を図る制度である。

法定後見（３つの類型）

・後見開始（自己の財産を管理、処分することができない者）

・保佐開始（自己の財産を管理、処分するには、常に援助が必要な者）

・補助開始（自己の財産を管理、処分するには、援助が必要な場合がある者）

＜成年後見制度の対象＞

・認知症の高齢者 ・知的障害者 ・精神障害者等

36

「成年後見制度利用促進基本計画」を策定

（平成29年3月24日 閣議決定）

＜成年後見制度利用促進法（平成28年）＞

＜基本的な考え方＞

・ノーマライゼーション
（個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい生活を保障する）

・自己決定権の尊重（意思決定支援の重視と自発的思想の尊重）

・財産管理のみならず、身上保護も重視。

＜施策の目標＞

・利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善。

・権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築を図る。

・後見人等による横領等の不正防止を徹底する。

・成年被後見人等の権利制度に係る措置（欠落事項）の見直し。

37
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「意思決定の支援の在り方についての指針」
（成年後見制度利用促進計画において）

〇 平成29年3月

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」

〇 平成30年3月 改訂

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

〇 平成30年6月

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」

〇 平成31年3月

「身元保証」がない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援

に関するガイドライン

厚生労働省が作成したガイドライン

38

●支援の対象者

①家族や親族がいない又は連絡がつかない状況にある方

②家族の支援が得られない方

●「身元保証」の機能・役割

①緊急の連絡先 ②入院計画書の署名 ③入院中に必要な物品の準備

④入院費などの支払い ⑤退院支援

⑥（死亡時の）遺体・遺品の引き取り、葬儀など

「身元保証」がない人の入院及び医療に係る
意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

医療行為の同意の権限は「身元保証人等」には与えられていない

本人の判断能力が不十分な場合

１）成年後見制度を利用している場合の成年後見人など

（・治療契約の代理権を持ったため、内容の確認を行うことができる。）

２）成年後見制度を利用していない場合、家族がいない場合

・診療録にその旨を記載する。

・市町村、福祉事務所、地域包括支援センター等へ相談する。

※マニュアル作成、倫理委員会の設置。

（平成31年3月）
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認知症に対する精神科医の役割

① 早期診断、鑑別診断を行う。
・治療可能な認知症を見過ごさない。

② MCIや認知症の初期より関りを持つ。
・家族教育、専門的薬物療法、非薬物療法
・精神療法、心理療法、認知症デイケア、身体合併症治療

③ BPSDの 発現予防、認知症進行予防（三次予防）。
④ 意思決定支援、家族の心理的苦痛への配慮。ACPの活用。
⑤ 認知症の中期、後期、さらに認知症緩和ケア(終末期）への対応。
⑥ 介護保険の制度を理解し、介護サービス等、ケアマネジャーとの連携をとる。
⑦ 主治医意見書の作成及び成年後見制度の利用促進を行う。
⑧ 重度認知症（CDR3以上、FAST6以上、GDS6以上のいずれか）の段階における

抗認知症薬の継続・中止を考える。
⑨ 認知症の人の意思を尊重し、尊厳のある生活をサポートする。

ご清聴ありがとうございました。
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新型コロナウィルス感染症への
大分県公認心理師協会の取り組み

ーこころとからだの相談支援センターとの連携ー

矢島潤平
別府大学文学部人間関係学科

別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻
別府大学臨床心理相談室

（一社）大分県公認心理師協会
大分県臨床心理士会

2022/1/18
大分県こころとからだの相談支援センター

Zoom

演題発表に関連し，開示すべき利益相反関

係にある企業などはありません

利益相反 開示
演者氏名：矢島潤平
所 属：別府大学大学院文学研究科臨床心理学専攻
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自己紹介

桜島の基で育った

研究テーマ：ストレス，PTSD，支援者支援

大分県：DPAT及びCRTの運営委員など

Covid-19：保健医療領域への心理教育，発生

場所でのこころのケア，面接

特技：アメフトの審判

Covid-19の支援者として

発生地域（場所）でのメンタルヘルス活動

教育現場，医療現場

支援者，濃厚接触者及び周辺者への心理教育

偏見，差別をなくす
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はじめに
Covid-19に遭遇して，もうすぐ2年経ちます

私の生活スタイルも変わりました

公共交通機関に2年間1回も乗っていない

大学の講義はZoomが普通になっている，学生対応が大変かわっている

学会などの外部への出張が減って，オンライン会議が普通になっている

メンタルヘルスに関する講演が増えた

飲み会に行っていない

参加している皆さん方も色々と変化が求められていると思います

１人で困難な状況を抱え込まず，周囲と協力しながらです

最初に知っておいて欲しいことは，困ったときに，相談する場所があり，みん
なサポートするということです

本日の内容

1. 医療機関での面接
2. 教育機関への心理教育
3. ホテルでの面接
4. DVD作成
5. 小学校中学校に不安に対しての心理教育用リーフレットを作成配

布
6. SNS相談の実施
7. 一般公開サイトでの感染症拡大に対する対処法の情報提供
8. 会員サイトでの感染症関連の情報提示
9. 医療保健領域を中心とした心理士同士の情報交換会の開催

大分県公認心理師協会が支援に関わった事例を報告して，そこからの課題
や今後の取り組みについて議論するきっかけになればと思います
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医療機関での面接

支援内容：covid-19の患者対応で疲弊している医療従
事者への個別面接

こころとからだの相談支援センター：事前打ち合わせ（丁
寧な事前調査の実施），情報共有，アレンジ

場所：県内の医療機関

対象：医療従事者

面接：心理職＋こころとからだの相談支援センターのス
タッフの2名体制

→この組み合わせが機能的で良い

1

事例

要支援者：看護師など
相談内容：疲れている，コロナ対応をしているということで偏

見や差別をうけている，同僚が陽性者になったため仕事が
多くて休めない

実際の声，
「あの人は，コロナ発生した病院に勤務しているから近づくな」
「あんたは，コロナ病院で働いているんだから散歩とかしては

いけない」
「こどもを学校に行かせないで，みんなが迷惑するだろう」
「いつもなら，外出して気分転換するのにできない」
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支援内容

要支援者の勤務内容を支持する（認める）＋正
しいことをしていると伝える

私をはじめ多くの人は，要支援者を差別や偏見
としてとらえていない，リスペクトしているし味
方であると伝える

心ない人たちの声に注目するのは仕方がないが，
私たちの声にも注目してほしい

通常のメンタルヘルス支援と異なり，こころの健康をあつかうよりも，
まずは要支援者の考え方に焦点をあてる

上司とのミーティング

面接の内容について：メンタルヘルスの状況の
みを伝える（疲労がおおい，医療につなげる必
要があるなど），面接の具体的な中身は伝え
ない（守秘義務を厳守）

部下をねぎらうよう

外部の人間として意見した方がいいことは伝え
る

耳の痛いことも伝える
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まとめ

covid-19に関する相談

割り切って勤務している方もいる

職業意識の高い方もいる

それ以外の相談

組織に対する不満，人間関係の不満

ハラスメントに関する相談

教育機関への心理教育

支援内容：クラスターが発生して，一時休校とな
り，学校再開に向けての支援

こころとからだの相談支援センター：事前打ち合
わせ（丁寧な事前調査の実施），情報共有，ア
レンジ，車での送迎

場所：県内の学校

対象：教職員，教育委員会など

2
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具体的な支援

司会：現地の保健師

顔合わせ：幹部職員との打ち合わせ

情報共有：学校の状況，covid-19について

教職員への説明

概要等の説明，心理教育，質疑応答

今後の対応

事例：どうしていいのかわからない

相談内容：クラスターが発生して，休校となっ
た，明日から学校が再開される，子どもにどう
接すればいいのか，不安が高い

掃除を徹底的にした，アルコールも設置した，マ
スクやフェイスシールドもしている，生徒の使
用する水道などには密にならないよう順番の
ラインをひいた，これ以上何をしたらいいのだ
ろう

33



支援内容

Covid-19について，正しい情報提供をおこなう

（次のスライド）

今実施している対策で十分であることを伝える

工夫した場所等を一緒に確認して，お墨付きを

困ったときはいつでも連絡をしてほしい

基本的な考え方
このような反応は，強いストレスを受けた時や実態のわかり

にくい病気など対する時に，『どなたにでも起こりうる，正
常な反応』です。

つまり，病気ではありません，自然な反応です。

通常，時間の経過で自然と回復することも多いのですが，
気持ちを信頼できる人に話したり，相談したりすることで，
つらさが和らぐことがあります。

専門家の利用：ご自分の心配なことを相談してください。ご
自分の状態が継続的に相談をした方がよいのか，精神
科などでの治療が必要かなどについてもご相談頂けます。
相談することは，特別なことではありません，積極的に利
用されてください。

34



心理教育の進め方

• 配付資料を用いて説明する

• 不安軽減を目的に実施する

（ex異常な反応ではなく普通の反

応，誰かに相談してください，簡単な
セルフチェック）

• 参加者ができそうなことを中心に
話す

• ねぎらうという態度

（ex生徒や地域住民のために時間
を削って頑張っている）

日常生活で気をつけて頂きたいこと（抜粋）

セルフケア
①睡眠と休息

短時間でも横になって休む時間を設けるよう
にしましょう

②意識して少し身体を動かしましょう

少し身体を動かすと，身体の緊張がほぐれ，
血行がよくなります。深呼吸をする，身体を伸
ばすなどしてみましょう。入浴も効果的です。

③気分転換をしましょう

好きな時間を過ごして，気分転換をしましょ
う。同僚が働いているから，真面目に過ごさ
ないと考える必要はありません，体を回復させ
ることが大切なことです。

家族や同僚からのサポート
④一人で抱え込まずに，家族友人等で信

頼できる人に話を聞いてもらいましょう

信頼できる人に話す時間をもち，孤立し

ないようにしましょう。

⑤必要な治療を受ける

つらいときは，我慢をしないで，相談機関

や専門機関を利用しましょう
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心理教育の進め方2

Covid-19についての科学的根拠に基づいた資
料を提示する

covid-19の現状，リラクセーション効果

Covid-19が医療従事者に及ぼす影響（Marvaldiら，
2021）

Covid-19前に比べて，

不安状態：300％上昇，うつ症状：311％上昇

急性ストレス障害：56％上昇，PTSD：20.2％上昇，

何らかの睡眠障害：44%上昇

→特に看護師への対応が急務，医療従事者の負担増によ

る精神状態（気分など)の悪化がみられる

世界中の看護師の少なくとも1/3以上がメンタルヘルス

の悪化を訴えている（Maqbal，2021）

メンタルヘルスが悪化するのは自然なことです
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リラックス介入は効果がある（Pincerら，2021）

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ストレス反応 不安状態 バーンアウト

介入前後の気分の変化

介入前 後 介入なし前 介入なし後

対象者：covid-19で勤務して
いる看護師

介入前後の変化を検証

リラクセーション法を実施し
たところ，ストレス反応，不
安状態，バーンアウト（燃え
尽き症候群）はいずれも有意
に下がった

簡単なリラクセーション法が
気分の変化に役立つ

Covid-19で効果的な対応（Heathら，2020）

セルフケア

運動，睡眠，ソーシャルサポート

組織として取り組むべきこと

グループワーク→話し合い，情報交換など

傾聴中心のカウンセリング
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セルフケア

心のケアは，体調管理から

食事，飲み物，定期的な休憩が基本です

緊張状態の高い仕事が続いたら→少し休憩をとる（10
分でも）

周囲とのコミュニケーションをとる

→何でもいいから話す

一人で塞ぎ込んでいる人

→声をかける，話をきく，（ラインケア）

→異動してきた人，新人には特に配慮

コロナウイルス感染症に関する特設窓口

支援内容：クラスターが発生した地域での3日間
限定での電話相談

こころとからだの相談支援センター：事前打ち合
わせ，情報共有，アレンジ，車での送迎

場所：県内の教育委員会

対象：地域住民
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意義

私が電話対応したのは，1件のみ

事例は口頭で簡単に紹介します

クラスター直後に開設したという社会的責任

相談できる場所があるという安心感

裏テーマ：対応されている方々のケア

ホテル療養者への面接

支援内容：ホテル療養者のメンタルヘルス相談

場所：県内のホテル

時間：14時～16時（2時間）

内容：こころと体の相談支援センター(ホテルでの対応経験あ
り) と一緒に実施，ロジスティックスから，滞在中の方にス
カイプで面談の希望を確認し，希望者に面接を行う

記録：CRT等で使用する記録用紙を用いる

療養者の個人情報は当日資料にて確認

面接後の対応：終結，継続，病院へ繋ぐのいずれか。病院へ
繋ぐ際は，常駐の看護師との協議

3
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当日の動き

心理師から直接電話をかける
（「こころと体の相談支援センターの者です」と電話）

心構え：話すだけでもストレス発散になるかもという
思い

内容：「窓が開かない閉塞感を訴えられた方」，「環
境のストレス」，「退所日に納得がいかない」など

終了後：記録を書き，看護師に申し送り
保健師や看護師：「事前に情報を得ていただけてあ

りがたい」，忙しくて，一人一人と話す時間はとれ
ない

帰国者のサポートの必要性

ホテル療養者は，一定期間の同じ場所に居るた
めストレスが多くなる

帰国者が同様の扱いになっている

オミクロンの拡大でこの需要が増えると想像する
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事例

対象者：大学教授

背景：ヨーロッパに出張して12月に帰国

出国前：72時間前に現地の病院でPCR検査

トランジット：防護服の人に案内（怖いor安心）

福岡空港着：検査して，Aホテルへ輸送

Aホテル：タオル，歯ブラシ，水など完備していた

陽性患者でもないのに，他者に感染させるのでは，
常に居場所を報告するストレス（アンコントロール
な状況）

帰国してからのストレス大

犯罪者のような感覚に陥っている

13歳以上は家族でも離される

ママのサポートが必要
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配布されたプリント

PCR陰性：3日間のホテル待機

14日間の待機中：健康報告，位置報告，居所
報告，アプリ（MySOS）

ストレッチ（運動）をすすめる

食事：8時30分，12時，18時に配布

相談先のプリント

つながりにくい状態
大分県のSNS相談などを紹介したらいい
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DVD作成

医療従事者を対象とした
DVDを作成して配布

そろそろ，バージョン2を

作成しないといけないか
も

心理教育，呼吸法，連絡
先，まとめで構成

4

仕事について気をつけて頂きたいこと

①仕事中やシフトの合間にできる限りの休息を確保しましょう

食べたくないときや時間がないときには，少量に分けて食べましょう。水分補給にも気をつけてください。

周囲の人と話し，時には愚痴を言い合うのも大切なストレス発散の方法です。

話すことで気持ちが楽になったり，心配や焦りが解消したりすることがあります。

②自分の働きを褒めましょう＆自分や他人を責めないようにしましょう

困っている人のケアやリハビリなど，立派な仕事をあなたが果たしていることを思い出してください。

周囲の人と互いに褒め合いましょう。自分のことを卑下したり，他人の行動を批判しないようにしましょう。

③過去に大きなストレスを感じながら乗り越えた体験を思い出しましょう

そのような経験は，過度な心配や焦りを防ぎ，今回の状況を乗り越えるのに役立つ可能性があります。

④ねぎらいの気持ち

同僚や部下に対して「よくやっている」「ありがとう」「私たちは頑張っている」と部署全体でフォローしてください
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リラクゼーションのための呼吸法
１．鼻からゆっくり息を吸ってください   ひとつ，ふたつ，みっつ  

肺からお腹まで，気持ちよく空気で満たします。

２．静かにやさしく，「私のからだは穏やかに満たされています」と

自分に語りかけましょう。

今度は口からゆっくり息をはきます   ひとつ，ふたつ，みっつ  

肺からお腹まで，すっかり息をはききりましょう。

３．静かにやさしく，「私のからだはほぐれていきます」と自分に語りかけます。

４．ゆったりとした気持ちで，5 回繰り返しましょう。

５．必要に応じて，日中に何度でも繰り返してください。

(災害時のこころのケア サイコロジカル・ファーストエイドの実施の手引き より)

「＊自宅など安全が確保された状況で行ってください。」

県民の方へのメッセージ
地域で感染した人を支援している介護・保健医療従事者に敬意を払いましょう

命を救い，あなたやあなたの愛する人の健康を守るため，最前線で頑張っている介護・保健医療
従事者が果たしている役割に敬意を払い，感謝の気持ちをもちましょう。

家族の皆さん，いつもと同じ関係を保ってください

特別に気を使う必要はありません，普段通り接してください，それが一番の安心につながります。

大分県こころとからだの
相談支援センター

大分県臨床心理士会
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おわりに
新型コロナウィルス感染症に関わる方へのメンタルヘルスに関することを紹介しました

大事なポイントをまとめました

・不安などの心理的反応は，どなたでも起こうる，正常な反応です

・反応がきついときや困ったときは，相談してください。相談することは普通のことです

信頼のおける人に頼ってください。専門家も近くにいますので頼ってください

097-541-6290（大分県こころとからだの相談支援センター）

・セルフケア：睡眠，食事，体を動かしてください

・ねぎらいの気持ちを持ってください，自分を責めずに褒めてください

大分県こころとからだの
相談支援センター

心理教育用のリーフレット作成

研究助成に公募し採択さ
れた事業の一環として作
成し配布

5
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SNS相談の実施

大分県からの委託事業

毎週水曜日，金曜日の19
時から22時まで

コロナに関する相談も受
け付けている

チャットでのやりとり

6

会員サイトでの情報提供
7
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資料を集めて，だれもが
見られるように整理してま
とめている

クリックすると詳細な内容
を確認できる

一例
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会員サイトでの感染症関連の
情報提示

WEB上で情報提供

8

情報交換会の実施
（イメージ）

9

前提として，covid-19発生当初の会議内容です

1．病院によってかなり対応が違っており，外来での検温やサーモグラフィーでの検温の
チェック，検温の体温の状況によっては別室での診療，電話診療を導入するなど
対応していた。

2．心理士の動きとしては，場合によってはオンライン診療を導入している病院もある
が，基本的には今までのやり方から大きく変えず，アクリルボードやフェイスシールド
を使用し面接を行う，マスク着用を徹底など，一般的な感染対策を行い，可能な
限り今までと変わらないような対応をしている状況であった。

3．基本的な日常的な心理臨床は変わらず，心理面接は不要不急ではないというとこ
ろの意識がでた。心理臨床は変わらないんだという意識を持ち続けることと同時
に患者さんや家族，院内の環境，地域の環境がどんな風に変化しているのか，
ニーズがどのように動いているのかということに対する想像力や変化への意識を
持つことが変わらないといけないことではないかということを確認した。
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まとめ

いくつかの取り組みを紹介しました

大分県こころとからだの相談支援センターをは
じめ，多くの組織との連携で支援が行えてい
る

日頃の関係性やつながりが重要ということを認
識している

差別や偏見への対応も必要である

偏見，差別，傷つけられたときの対応

残念ながら，平気で人を傷つける発言をされる方がいます。医療従事
者が周囲から偏見や差別を受けたという体験を面接等で聞いてます

周囲をみてください，あなたのことを信頼している仲間がいます，私や
保健所も皆さん方の最前線で頑張っていることに敬意を払い，感謝の
気持ちをもっています。信頼できる人たちにその内容を話してください。
一人で抱えるよりもみんなでシェアした方がきっと楽になります

家族の皆さん，いつもと同じ関係を保ってください

特別に気を使う必要はありません，普段通り接してください，それが一
番の安心につながります。
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通常のメンタルヘルス対応と変わらず：
仕事仲間で支え合う

1. ストレス症状が強く出ている

2. 声を掛け合う

3. 酒を飲みすぎている

4. 自暴自棄な行動：無謀な運転，やけ食い

5. 集中力や記憶力の低下，単純なミスの繰り返し

専門家への相談

職場の支援

休んでも大丈夫という環境作り

復帰するときの環境つくり（戻る場所があるとい
うことを必ず伝える）
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ねぎらう

まわりの人が活動を肯定する，認める
→ 行動そのものをポジティブに評価

ありがとう
→ 感謝されることが，メンタルヘルスを向上

家族
→ ×子どものことをほったらかしにして

〇子どもがあなたのことを誇りに思っているよ

お互いに良いことを言って，支え合う

まとめにかえて

こころの健康状態の改善

コロナ禍によって＋

→要支援者の考え方や行動を支持する

→差別や偏見への対応

コロナ後

→私の分野ではまだわからない

→大分県こころとからだの相談支援センターと連携
する

→今日つながった皆さんと連携する
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最後に

Covid-19の支援はまだ続きそうです

新たな取り組みも必要かと考えます

ご自身のケアを忘れずに取り組んでいただければと思
います

大分県公認心理師協会は，大分県こころとからだの相
談支援センターをはじめ色々な機関と連携しなが
ら，メンタルヘルス関連の支援を組織として取り組
んでいます
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ひきこもり状態の評価と
支援について

大分下郡病院

葛城里美

ひきこもりガイドライン
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ひきこもりガイドライン

• 厚労省ホームページ

「ひきこもり ガイドライン 厚労省」で検索

・ 平成19年～21年度 厚生労働科学研究

ひきこもりの定義

• ガイドラインにおける定義

－様々な要因の結果として社会参加を回避

－社会参加：就学、非常勤を含む就労、家庭外での交流etc.

－他者と交わらない形での外出をしてもよい

－原則として統合失調症の陽性症状・陰性症状に基づくひきこもり状態とは一

線を画す非精神病性の現象（実際には確定診断前の統合失調症が含ま

れる可能性は低くないことに留意が必要）

※社会参加していない子どもや青年のすべてが社会支援や治療を必要とする

わけではない
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どのくらいいるのか

• 平成16年から3年間の調査（厚労省科研の一環）

• 全国7市町村、20～49歳、1660名、直接面接

－「6か月以上自宅にひきこもり、家族以外の対人接触なし」

－ひきこもり経験あり：1.2％

－平均開始年齢：22.3歳

－調査時点でひきこもり状態の子どものいる家庭：0.5％

20歳代＞30 40歳代、 男性＞女性

• ２５５千世帯でひきこもりがいる

－平成18年3月末時点の総世帯数51102千世帯

まとめると・・・

• 自宅にひきこもっている

―親密な会話を必要としないところは、安定してくると行くこともある。書店

やコンビニなど。

• 学校や会社にも行かない

• 家族以外の親密な対人関係がない

―家族も、同居している家族以外とは徐々に避けるようになる

• 長期に続いている

• 統合失調症などの精神疾患ではない

―ただし、確定診断を受けていない方が含まれる可能性も。

全国で１００万人以上の可能性

55



内閣府調査

若者の生活に関する調査

• 調査対象

母集団 全国市区町村に居住する満１５歳から満３９歳の者

標本数 本人5000人と同居する成人家族

• 調査時期

平成27年12月11日～12月23日

• 調査方法

調査員による訪問留置・訪問回収

• 有効回収率

本人3115人（62.3％） 家族2897人
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広義のひきこもり

「Ｑ20ふだんどのくらい外出しますか」

5.趣味の用事の時だけ外出（準ひきこもり）

6.近所のコンビニなどには出かける（狭義ひきこもり）

7.自室からは出るが、家からは出ない（狭義〃）

8.自室からはほとんど出ない（狭義〃）

⇒6か月以上

⇒Ｓc・妊娠・自宅で仕事・専業主婦などを除く

広義のひきこもりの推定数

57



高齢化するひきこもり

Ｈ.30.4.26Ｈ.29.9.25

ひきこもり本人と家族の平均年齢

58



８０５０問題

• 「８０代の老親と５０代のひきこもりの子」

• ひきこもりの状態が長期化

• 高齢となった親の収入が途絶える、病気、要介護状態になる

 一家が孤立、困窮する

• ２０１８年度、内閣府は４０～６４歳を対象としたひきこもりに関する実態調査
を行った

生活状況に関する調査

• 調査対象

母集団 全国市区町村に居住する満40歳から満64歳の者

標本数 本人5000人と同居する成人家族

• 調査時期

平成30年12月7日～12月24日

• 調査方法

調査員による訪問留置・訪問回収

• 有効回収率

本人3248人（65.0％） 家族2812人
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広義のひきこもり

「Ｑ19ふだんどのくらい外出しますか」

5.趣味の用事の時だけ外出（準ひきこもり）

6.近所のコンビニなどには出かける（狭義ひきこもり）

7.自室からは出るが、家からは出ない（狭義〃）

8.自室からはほとんど出ない（狭義〃）

⇒6か月以上

⇒精神的疾患・妊娠・育児・介護・自宅で仕事・専業主婦（主夫）

外出困難な身体的病気、最近６か月以内に家族以外の人とよく（しばしば）

会話したなどを除く

広義のひきこもりの推定数
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その他の特徴

＜性別＞ 男性が76.6%と、4分の3以上を占めた。

＜年齢＞ 5歳ごとにみて、40歳から44歳と、60歳から64歳の割合が最も高
く、それぞれ25.5％。

45歳から49歳は12.8%、50から54歳は14.9％とやや小さいが、年代ごとの極
端な差はない。

＜就労状況＞ 無職という回答は76.6%だった。また、「35歳以上での無職」
を経験した人は、53.2％にものぼった。さらに、対象者のほとんどが、正社員
を含めて何らかの形で働いた経験があることがわかった。

＜ひきこもり期間＞ 3年から5年という回答が最も高く、21.3%。7年以上と
回答した人が46.7%。

＜関係機関への相談＞ 「相談したい」という回答も、「思わない」とする回
答も約５割で、約半々の結果となった。また、複数回答で、「無料で相談でき
るところ」になら相談したいという回答が多かった一方で、「あてはまるものは
ない」「どのような機関にも相談したくない」という回答も多かった。相談機関
先として、「病院・診療所」の回答が最も多かった。
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ひきこもりの理解

• ひきこもりは誰にでも、どんな家庭にでも起こりうる

からだやこころの疲労が続くと外からの刺激を遮断することがある。

「ひきこもり」状態は、心身のエネルギーを回復するための休息時間ともいえる。

• ひきこもりのきっかけはさまざま

何か一つの原因ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていることが多いと

考えられている。

きっかけとしては、人間関係、いじめ、病気、体調不良、進学、仕事などがあげら

れる。はっきりしない場合も多い。

• ひきこもりのタイプもさまざま

不登校からひきこもり状態になる人もいれば、就労後、ひきこもり状態になる人もいる。

• ひきこもりにある人の複雑な状況や心情を理解する

対人関係の不安や自己表現の困難さ、将来への不安感、自己喪失感、自己否定感などを抱

いている場合も少なくない。
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①エネルギーの回復

引きこもり支援の経過

エネルギーの低下

  
対人恐怖
集団恐怖

②恐怖症状の軽減

安心／安全な環境

理解してくれる人の存在

二次障害

恐怖症状の持
続

ひきこもり相談の全体像

①家族へのアプローチ
家族で抱え込まない。適切な方法を知る。

家族相談、家族教室への参加、家族会への参加

②本人への個別アプローチ
家族以外の人（相談員など）との関係構築。

本人の個別相談

③（中間的な）集団の場への参加
家族以外で、安心できる場を得る。社会体験を積む。

居場所支援 、社会体験活動

④段階的な社会参加
その人に合った社会参加を目指す。

段階的就労支援等
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ひきこもり相談の工夫

相談対応のポイント

①相談者との良好な関係を作る

②情報収集し評価する

③正しい知識や情報を伝える
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相談を受けたらどうするか

• 家族の「歴史の重み」をねぎらう

本人を動かす努力⇔実質的には放置状態

・長年迷いながら、やっと相談することを決断した家族に対して

そうだったんですね、よくご相談いただきました。
これまでいろいろ大変だったでしょうね。

事態のこう着（数か月～数年）

相談の基本パターン

• よく聞く

• ねぎらう

• ほめる

• 次回へつなぐ

よく聴くコツ「かくしよきん」

相談してきたこと自体が重要で、
大切なきっかけであることを伝える。
家族の大変さを汲み、勇気をほめる。

一気に解決できなくても、これから
一緒に考えていきましょう。
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よく「聴く」コツ

• 相手にかんしんを示しましょう。

• 相手の言葉をくりかえしましょう。

• しつもんして話を深めましょう。

• 相手の話をようやくしましょう。

• きょうかんしましょう。

• 自分のいけんは最後に言いましょう。

し

よ

き

ん

か

く

視線、からだの向き、声の調子に注意

「もう少し詳しく教えていただけますか？」

「～ということがあって・・・と感じたんですね」

「それは大変でしたね」

支援者が陥りやすいパターン①

支援者「本人と会わないとわからない」

⇒相談者「連れて行けない」「出たくても出れない」

＊周辺情報の収集期間

＊相談を「つなぐ」期間

＊家族相談を深める期間

…と捉えなおす

68



支援者が陥りやすいパターン②

相談者「どうしたらいいでしょうか？」

＊相談者の努力を認めて

＊相談関係を維持する方向と捉えなおして

「ほんのちょっとだけうまくいったこと」

「本人なりにやっていること」

「他には？」

その他、相談のコツ

• 「相談者はだれか？」を思い出す

⇒相談者自身の思い（考え、感情）を確かめておく

• 世帯全体を包括的に支援対象としてとらえる視点が必要

⇒本人以外の身近な人が相談窓口に来ることも多い

• つながる工夫、続ける工夫を

例）一定の期間が経ったら、こちらから連絡を入れてみる

（相談者の許可の上で）

• 家族自身が「楽しんでよい」「休んでよい」ことを伝える

例）家族自身の余裕・安心感が本人にとっても安心できる環

境づくりにつながる、と話す
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ひきこもりのアセスント

ひきこもりの支援のスタート

• 課題を具体的に明らかにする

－誰が、何を、どのように

－何が、どのようになったら良いのか、何を支援するべきか

• 見立てをたてる

－横断的、縦断的評価 多面的に

－環境の評価

• これまでの対応の検討

－うまくいっている、家族及び本人の強みがある⇒継続

ー複数の支援ポイントがある⇒取り組むべき優先順位を決める

－うまくいってない⇒別のことを

• 自機関ではどのような支援ができるか考える

• 他機関との連携が必要か考える
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関与の初期段階における見立て

• 暴力などの危険な行為のため、緊急対応が必要か

• 生物学的治療（薬物療法）が必要か

暴力などの危険な行為のため、緊急対応が必要か

• 「ひきこもり」の中で他者や自分に対して攻撃的な行動が見られることがある

―多くの人が孤立感、焦燥感、不安感、苦悶感を募らせている

―他者を攻める気持ち

―自分を責める気持ち

―自暴自棄

家庭内暴力 20.9％（2000年調査）

家族に対する支配的な言動 15.7％、器物損壊 15.1％、家族に対する暴力

17.6％

（2001年来所相談調査）
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• 家族が暴力について話せる関係を作る

―家族は自責感や恥の感覚で周囲に打ち明けないことがある

―家族が安心して話せる雰囲気を確保

―情報を共有

―暴力は珍しいことではないこと、支援の対象であることを伝える

―家族が家を出ることについての相談

―家を出ても連絡は継続すること

家庭内暴力への対応

• 適切な対応により、ほとんどは抑止可能

• 家庭内暴力には初期暴力と慢性期暴力がある

初期暴力

治まりやすい。

本人を刺激しない対応を心がける。

本人が警戒せずに参加できる会話を心がける。

慢性期暴力

家族が刺激しなくても起こる。

暴力は断固拒否。決して受け入れない態度。
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慢性期暴力への対応

避難＆通報

避難の三原則

①暴力直後の避難

②避難直後の連絡

③帰宅のタイミング：最低1週間は避難。

落ち着いたら帰る。

「また暴力したら警察へ通報する」と告げる。

通報

①予告：暴力があったら通報すると予告しておく。

②実行：本当に暴力があったら110番。

それでも・・・緊急対応が必要な場合

―外傷を負うような暴力行為

―「自死」が差し迫っている場合

―刃物などの危険物所持

―性的虐待、小動物などへの虐待

援助者一人で抱え込まない⇒同僚、スーパーバイザー、精神科医、

精神保健相談員、警察など緊急時に対応を要請する人々との連携

を準備しておく

精神保健福祉法に基づく訪問

警察官通報
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家庭あるいは地域で生じる緊急事態

• 自殺の恐れあり

• 深刻な家庭内暴力がコントロールできない

• 近隣に対し攻撃的行動や重大な攻撃行動をほのめかす

• 統合失調症や気分障害などの存在が明確だが治療への抵抗が強い

本人を連れて医療機関を受診できない

⇒精神保健福祉法に基づく訪問

自傷他害の恐れが強い

⇒警察官通報

本人来談時の緊急事態

本人が相談機関来談したときや医療機関受診したとき

• 暴力をふるう

• 自傷行為を行う

• 深刻な自殺願望を口にする

相談機関のスタッフで抑止

一人で対応せず、他の職員に協力してもらう

本人に冷静になってもらう

実際に激しい暴力をふるう

警察へ通報

自殺願望が強く、深刻な自殺、自傷行為を行った場合

家族と連絡を取り合い、医療機関への受診、搬送
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生物学的な治療（薬物療法）が必要か

• 生物学的要因が強く関わっているときには薬物療法などの
専門治療が支援の一つになる

＜精神疾患の代表例＞

• 統合失調症

 神経が敏感になり過ぎ、環境への適応に困難を生じる

―幻覚、妄想

―意欲の低下

―思考のまとまりなさ

―いきいきとした感情がわかない

薬物療法とリハビリテーションが有効

• うつ病

―憂うつな気分

―意欲の減退

―集中力の低下

―頭が働かない、判断力が低下

―悲観的思考、自責的

―不眠、食欲低下

―希死念慮

薬物療法、精神療法、認知行動療法などが有効
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• 強迫性障害

―強迫観念

「自分が汚れているのではないか」「人に危害を加えるのではないか」

―強迫症状

強迫観念を打ち消すための行動 手洗い強迫、確認強迫

―時に家族も巻き込む

薬物療法や認知行動療法が有効

・ パニック障害

―パニック発作 ひどい動悸や息苦しさ、死んでしまうのではないかという
恐怖

―予期不安 また似たような症状が起こるのではないか

―広場恐怖 社会的場面に出ることへの恐怖

薬物療法や行動療法、認知行動療法が有効

• 社交不安障害

―人前で行動するなどの社会的活動に対する回避傾向

―同世代やなじみの少ない対象を回避する

薬物療法や認知行動療法が有効
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• 摂食障害

－体重の減少に対して強いこだわりがある

－ダイエットのために拒食したり、過食・嘔吐したりする

－自分に対して自信がない

－対人関係で困難を感じている

薬物療法と支持的環境での認知行動療法、家族療法が有効

• ＰＴＳＤ

－強い恐怖や戦慄、無力感を伴う突然の衝撃的な出来事を経験

－フラッシュバック、感覚麻痺、不眠、イライラ感

専門的な精神療法、薬物療法が有効

• 適応障害

―強いストレス状況下におかれる

―不安、緊張が高まる

―憂うつな気分

―睡眠障害

―混乱

―被害関係念慮

薬物療法と緊張や疲れの取れる環境調整
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ひきこもりの分類

精神疾患
群

パーソナ
リティ群

発達障害
群

どちらとも明確に区別が
つかないこともある

ひきこもりの分類～第1群 精神疾患群～

• 統合失調症

• うつ病

• 不安障害

• 強迫性障害

など

⇒早めの精神科受診を勧める
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ひきこもりの分類～第1群 精神疾患群～

＜対応＞

生物学的治療が必要or不可欠

―医療機関

―精神保健福祉法に基づく社会復帰施設

―障害者自立支援法に基づく相談事業 など

⇒ここからセンター

ひきこもりの分類～第2群 発達障害群～

• 知的障害

発達期から知能指数（IQ)が70以下であり、全体的な知的な遅れがある

• 学習障害

全般的な遅れはないが、読み書き、計算、話すといった分野が苦手

• 注意欠陥多動性障害（ADHD)
不注意、多動性、衝動性

• 広汎性発達障害

常識が理解できない、他者の気持ちを感じ取ることが苦手、会話の苦手さ、

こだわりの強さ、突然の予定変更に弱い

⇒特性の理解を深める

日常生活に支障が出ている場合、精神疾患の併存が疑われる場合は

精神科受診を
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ひきこもりの分類～第2群 発達障害群～

＜対応＞

発達特性に応じた支援

―発達障害者支援センター（イコール）

―労働分野の相談機関

おおいた障害者職業センター（別府市）

―知的障害者更生相談所 など

ひきこもりの分類～第３群 パーソナリティ群～

• 回避性パーソナリティ

• 他者との交流を避けようとする、自分は人より劣っているといった自尊感情の

低さが特徴

• 依存性パーソナリティ

他者への心理的依存が強く、何事も一人ではできないといった特徴のある性格

傾向

• 自己愛性パーソナリティ

特別であることへの固執、傷つくことへの恐れ

• 強迫性パーソナリティ

完璧主義、こだわりの強さ

• シゾイドパーソナリティ

著しい孤立、他者の評価への無関心

⇒特性の理解

生活に支障が出ているときは精神科受診を
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ひきこもりの分類～第３群 パーソナリティ群～

＜対応＞

心理療法or生活・就労支援

―医療機関

―保健・福祉の相談機関（ここからセンター）

―カウンセリング機関

―青少年育成関係の相談支援機関

・おおいた地域若者サポートステーション

・青少年自立支援センター

・ジョブカフェおおいた など

ひきこもりアセスメント
の流れ スタート

＜受付＞
家族からの電話・面談での相談

大まかな状況の聞き取り

緊急対応が必要か

ひきこもり支援段階は？

＜インテーク面接＞
詳しい聞き取り

（できれば）
本人と個人面接

ひきこもり分類は？

緊急対応

①家族へのアプローチ

②本人への個別アプローチ

③集団の場への参加

④段階的社会参加

①精神疾患

②発達障害群

③パーソナリティ群

①であれば

精神科受診
を勧める

特性の理解

（生活に支障が
出ていれば精
神科受診を）

②、③であれば
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具体的な支援方法

ひきこもり相談の全体像

①家族へのアプローチ
家族で抱え込まない。適切な方法を知る。

家族相談、家族教室への参加、家族会への参加

②本人への個別アプローチ
家族以外の人（相談員など）との関係構築。

本人の個別相談

③（中間的な）集団の場への参加
家族以外で、安心できる場を得る。社会体験を積む。

居場所支援 、社会体験活動

④段階的な社会参加
その人に合った社会参加を目指す。

段階的就労支援等
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ひきこもり支援の多次元モデル

第一の次元 ： 背景にある精神障害（発達障害とパーソナリティ

障害も含む）に特異的な支援

第二の次元 ： 家族を含むストレスの強い環境の修正や支援機

関の掘り起しなど環境的条件の改善

第三の次元 ： ひきこもりの意味する思春期の自立過程（これを

“幼児期の分離・固体化過程”の再現と言う意味で

“第二の個体化”と呼ぶ人もいる）の挫折に対する

支援

家族へのアプローチ（電話）

• 目標：来所相談につなげる

そのために・・・

①ねぎらう

②出向く気持ちにさせる

③情報提供
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家族へのアプローチ（面接）

• 目標 ： 継続相談につなげる

家族の苦悩が受容された体験となる

親が共同支援者としての冷静さと意欲を持つ

初回面接

情報収集

万能的対処は存在しない

状況や生活史をより詳しく知ることが相談のはじまり

家族へのアプローチ（面接）

継続面接

・家族のエンパワーメント

⇒罪悪感では支えられない

・家族の行っている対応への相談

・すでに起こっている良い変化についての焦点化

⇒話すことで気付くこともある

・次回の予約を取る
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あいさつあ

本人への声かけのヒント

さ

お

そ

誘いかけ

お願い

相談

本人が応じてくれたら、ねぎらいの言葉をかける

コミュニケーションの工夫

か

し

ま

た

せ

ゆ

簡潔に話しましょう

主語を自分にして話しましょう

前向きな内容にしましょう

責任の一部を請け負いましょう

（話す）タイミングを考えましょう
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本人への個別アプローチ（面談）

目標：継続相談につなげる

初回面接

・今後の継続支援につながるかどうかの重要な面接

・本人・・・恐れや不安→緊張、過敏、攻撃的

・ねぎらい

・前向きに一歩踏み出したことへの評価

・結論を焦らない

・支持的メッセージと中立的評価者

本人への個別アプローチ（訪問）

• 訪問支援を考慮するタイミング

本人の心身の状態が悪化or不安定

本人の精神医学的に病的エピソードあり、受診の必要性の判断

家族が重大な健康問題を抱えている、家族機能不全を起こしている

本人が納得、希望する
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訪問実施前の準備①

家族からの情報収集

―成育歴

―現在までの相談歴、治療歴

―現在の日常生活

―日頃の言動の特徴

―当事者が好む話題、趣味、特技

侵襲の低い話題

知りすぎも注意（警戒される)

訪問実施前の準備②

目標の明確化

長期的な目標と当面の短期的目標

家族とも訪問の目的が共有できている

事前の通知

家族や本人の了解を得る

本人へは手紙や伝言などの間接的手段で

本人拒否→訪問以外の方法、家族のみと面談

自傷・他害の危険性→精神医療機関と連携
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訪問実施前の準備

適切なセッティングの工夫

適切な日時、場所、話題の検討

訪問スタッフの構成

訪問方法の配慮（自動車の駐車など）

訪問時の注意①

本人と会えたら・・・

会えたことへの感謝

自己紹介と訪問目的の説明

傾聴と共感
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訪問時の注意③

• 訪問後の暴力が心配

• 侵襲的面談への恐れ

当たり障りのない話題に終始する経過も多い

背後にある葛藤や救済願望に触れない

⇒社会への関心の芽生え、関係性の確立のタイミングをみて

・支援の恒常性を意識する

本人が拒否する場合

• 家族のみへの対応

本人は気配や家族・訪問者の言動に注目している

⇒存在を意識した慎重な話し方

メモなど間接的に働きかける

不在でも本人の本心を尊重する姿勢

・ 訪問支援の必要性の判断

生命に関わるような危険が生じている

・ 他機関との連携

事例検討などで支援のパートナーを見つける
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訪問支援のゴール

• 精神科医療が必要と判断される事例

速やかに治療が開始されること

• 当面は医療が不要とされる事例

地域の社会資源につながること

社会活動への可能性を広げるための支援を提供

• 本人と会えない、成果がない

漫然と続けることは疑問（ほかに方法がない事例もある）

ほかに支援方法はないか→定期的な再検討が必要

画一的ゴールはない、事例にそれぞれに合わせた着地点

QOLの向上が目標

集団への参加（居場所提供）

家族的な関係から社会的な関係へ

• 決まった時間や日にちに参加

デイケア

• たまり場としての機能を重視

当事者グル―プ、NPO法人、親の会

踏み出す時の葛藤、集団での新たな葛藤への支援

⇒個人支援の継続

人一倍の疲労、回復時間の必要性

家庭

本人面接

社会参
加

集団参
加

(居場所
提供）

うまくいかないことが多い
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段階的社会参加

• 社会復帰への一歩

年中行事

ボランティア活動

フリースクール

自動車運転免許、各種資格の取得

• その他・・・

サポステへの相談 具体的な就労に向けた支援

支援者の心構え

• 支援者自らサポートを受ける

ひきこもりについて学習する、上司や同僚と共有し、検討してもらう

• 本人や家族とつながり続ける

細く長くつながり続ける、関係が途切れないように引き継ぎはしっかりと
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精神障がい者作品展 

 

 

 

 

 

 

出展団体 

      

大分県こころとからだの相談支援センター 

鶴見台病院 

渕野病院 

渕野病院アクトデイケア 

帆秋病院 

豊肥福祉会 

緑ヶ丘保養園 

山本病院 

 

衛藤病院 
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こころとからだの相談支援センター

鶴見台病院
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渕野病院アクトデイケア

渕野病院
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帆秋病院

豊肥福祉会
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山本病院

緑ヶ丘保養園
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衛藤病院
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支 部 の 活 動 
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令 和 ３ 年 度 支 部 活 動 状 況 

 
県 北 支 部  

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会県北支部総会（書面開催） 

第１号議案 令和２年度事業実績報告 

第２号議案 令和２年度収支決算報告 

第３号議案 監査報告 

第４号議案 役員改選 

第５号議案 令和３年度事業計画 

第６号議案 令和３年度収支予算 

 

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会長表彰 

       受賞者 

 千嶋病院 髙木 久美 氏 

 大貞病院 田仲 正典 氏 

 

○啓発・交流事業への助成、支援 

①当事者グループミーティング 

 日時：毎週金曜日 

 場所：地域活動支援センターそよかぜ 

  内容：障害者福祉施設そよかぜの利用者で自身の悩みを語り合うこと 

で仲間づくり等を行うことを目的とした交流会 

 

 

中 央 支 部 

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会中央支部総会（書面開催） 

  第１号議案 令和２年度 事業報告 

  第２号議案 令和２年度 収支決算書 

  第３号議案 令和３年度 事業実施状況及び収支予算 

  第４号議案 令和４年度 事業計画・収支予算（案） 

 

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会長表彰 

受賞者 

山本病院  太田 由美子 氏 

向井病院  定平 恵子 氏 

鶴見台病院 髙﨑 律子 氏  

 

○研修会の開催 
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  現場で対応している精神保健福祉関係者に、精神障がい、特に人格障がい

等に関する理解や希死念慮のある人格障がい者等への対応方法について学ぶ

機会を提供し、支援スキルの向上を図ることを目的とした研修会を開催した。 

開 催 日：令和３年１２月９日（木）１７：３０～１９：００ 

開催方法：オンライン（Ｚｏｏｍ） 

内  容：講 演 テーマ「希死念慮のある人格障がい者等への対応につ

いて～うつ状態の見立てを中心に～」 

       講 師 医療法人 山本記念会 理事長 

           山本病院 院長        山本 隆正 氏 

 

○精神障害者福祉会（家族会）への助成 

（事業の目的） 

  管内の精神障害者福祉会の運営及び活動を側面から支援するため、管内の

家族会（下記３団体）に対し助成金を交付し、保健所（部）の指導のもと、

研修会や学習会等を通じ、精神障がい者の社会参加を図る。 

 

 令和２年度実績 

別府さつき会 

年 月 事 業 名 事 業 内 容 等 

R2 

    5/27 

 

R3 

    3/7 

 

理事会及び定期総会 

 

 

市民公開講座参加 

 

 

年間行事日程の決定 

 

 

山本病院創立８０周年記念公開講座に参加 

 

  

日出ひので会 

年 月 事 業 名 事 業 内 容 等 

R2 

  4/25 

 

    5/22 

 

 

  7/11 

 

9/29 

 

 

役員会 

 

総会 

 

 

家族学習会 

 

家族学習会 

 

 

 

 

Ｒ元年度事業報告、決算報告 

Ｒ２年度事業計画、予算案 等 

 

［ふれあいステーションひので作業室］ 

 

［日出中央公民館］ 

心の病を考える地域学習会 
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R3 

  1/28 

 

 

大分県精神保健福祉会アン

ケート 

 

 

アンケート用紙郵送及び回収 

 

 

 

国東精神障害者福祉会 

年 月 事 業 名 事 業 内 容 等 

R2 

   11/16 

 

 

 

家族の方へ支援レター送

付 

 

 

・相談窓口の紹介 

・2020精神障がい者国東フォーラム(R2.12. 

3)の案内 

 

 

 

大 分 市 支 部 

〇令和３年度理事会及び総会 

 日時：令和３年７月２０日（火）１６：３０～１７：００ 

 場所：大分市保健所 ６階大会議室 

 第１号議案 令和２年度事業報告について 

 第２号議案 令和２年度決算報告並びに会計監査報告について 

 第３号議案 役員改選について 

第４号議案 令和３年度事業計画（案）について 

 第５号議案 令和３年度予算（案）について 

 

〇令和３年度 こころの健康講演会の開催（大分市との開催） 

 ※ZOOM による配信 

 日時：令和３年１０月２９日（金）１３時３０分～１５時４５分 

 対象：医療機関や相談支援事業所等の支援者 

 内容：①保健師による講義 

     「コロナ禍におけるメンタルヘルスとゲートキーパーの役割」 

    ②医師による講演 

     演題 「コロナ禍におけるメンタルヘルス 

             ～援助者自身の心の健康・ケアについて～」 

     講師  大分県こころとからだの相談支援センター  

所長 土山 幸之助 氏 

 

〇第４２回大分県精神保健福祉大会への参加 

 日時：令和３年１２月８日（水）１３：３０～１５：３０ 
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 場所：ホルトホール大分 小ホール 

令和３年度 大分県精神保健福祉協会長表彰 

       受賞者 

大分下郡病院   荒金 安代 氏 

        衛藤病院     佐藤 理恵 氏 

        リバーサイド病院 宇佐 三知代 氏 

        仲宗根病院    仲宗根 玄洋 氏 

        緑ヶ丘保養院   中村 美榮子 氏 

        帆秋病院     橋本 恵美子 氏 

        渕野病院     藤沢 久美子 氏 

 

 

県 南 支 部 

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会県南支部総会（書面開催） 

  第１号議案 令和２年度 事業報告並びに収支決算報告 

  第２号議案 令和３年度 事業計画並びに収支予算 

  第３号議案 大分県精神保健福祉協会県南支部役員の見直し 

 

○令和３年度 大分県精神保健福祉協会長表彰 

受賞者 

佐伯保養院 廣瀬 恵子 氏 

白川病院  安東 朝枝 氏  

 

○精神保健福祉啓発研修等講師派遣事業 

 南部保健所並びに中部保健所管内における地域住民や関係者の精神保健福祉

思想の向上や精神保健福祉の知識の普及啓発を図ることを目的とする。 

（派遣の対象） 

 管内の行政機関、教育・福祉関係の団体等が行う精神保健福祉に関する啓発

研修等 

 

○精神保健福祉に係る地域活動等助成事業 

（事業の目的） 

 南部保健所並びに中部保健所管内における地域住民や関係者の精神保健福祉

思想の向上を図ることを目的とする。 

（助成対象事業） 

 精神障がい者を取り巻く社会環境の改善及び精神保健福祉思想の向上に寄与

することを目的として実施した研修会、学習会等に要する経費のうち、講師へ

の謝金や旅費及び会場借用料等を助成。 
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豊 肥 支 部 

○令和３年度 豊肥支部総会（書面開催）  

 第１号議案 令和２年度事業報告書及び収支決算書 

 第２号議案 令和３年度事業計画書及び収支予算書 

 

〇令和３年度 大分県精神保健福祉協会長表彰 

  受賞者 加藤病院 古川タエ子氏 

  

○精神保健福祉に係る地域活動等への助成 

 ①竹田ほほえみの会 ｢竹田精神障がい者地域交流会｣ 

 （第１回）令和３年１１月１２日 （竹田町商店街） 参加者 １６名 

・商店街へメッセージカードと花の種を配布。障がい者サポートセンターの

花壇で採れた種を生活訓練の作業で袋詰めする等の当事者の活動の紹介や

地域住民との交流ができた。 

（第２回）令和３年１２月３日～７日（城下町交流プラザ）、１２月３日～９

日（グランツたけた） 

・「こころのアート展～２０２１」を開催。約80点の作品を展示し、日頃のデ

イケアや生活訓練の成果を市民や観光客に披露することで、精神障がいへ

の理解や障がい者自身の制作意欲の向上につながった。 

(第３回)令和３年１２月 ９日 （グランツたけた） 参加者１１４名 

・「年忘れお楽しみ会」を開催。ピアノ演奏鑑賞やプレゼント交換等当事者同

士やボランティアとの交流ができた。 

      

  

②竹田やまなみ会  「寄って話そう会」   

(第１回) 令和３年 ７月２０日 （教育会館） 参加者１１名 

（第２回）令和３年１１月１６日 （教育会館） 参加者１０名 

・会員・賛助会員が集まって日頃思っている子どもや兄弟のこと等を話すこ

とで、みんなで共有することができ、心が楽になり将来に夢をもつことが

できた。 
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・竹田市や大分県の福祉の実情を学習したことをまとめて市の職員等に伝え

ることで、福祉の町づくりに寄与することができた。 

 

 

 

久 大 支 部 

○令和３年度大分県精神保健福祉協会久大支部総会 

（書面開催） 

第１号議案 令和２年度事業報告・決算報告について 

第２号議案 令和３年度事業計画・予算案について 

 

○自殺予防キャンペーン 

主に、自殺対策強化月間（年間で自殺者が多い３月）期間中に、該当キャ

ンペーンを実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により

中止とした。 

代替策として、管内関係機関に対して、自殺予防啓発用グッズ（ポケット

ティッシュ）を配付し、各管轄地域に配布又は窓口に設置を依頼するととも

に啓発ポスターの掲示を依頼した。 

 

○自殺防止運動啓発グッズ配布 

新型コロナウイルス感染拡大のため、翌年度に繰越 

 

○大分県精神保健福祉大会 

※大分県精神保健福祉協会長表彰 等（表彰状及び記念品を送付のみ） 

受賞者（久大支部）渡邉 小百合氏（上野公園病院看護師） 

 

○活動費助成 

日田市及び玖珠郡において精神障がい者を支援する家族会、患者会（断酒

会）等を対象に、その活動費の一部を助成 

（以下の３団体） 

・日田フレンドワーク家族会 

・玖珠むつみ会 
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・日田断酒会 

 

○負担金 

大分県精神保健福祉協会支部負担金 
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本部

公共団体会員 公共団体会員 精神科病院及び診療所会員

大分県 日田市 奥村日田病院

九重町 大分友愛病院

玖珠町 上野公園病院

県北支部 メンタルクリニック日田駅前

公共団体会員 精神科病院及び診療所会員

中津市 千嶋病院
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宇佐市 大貞病院 公共団体会員 精神科病院及び診療所会員
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佐藤第二病院 帆秋病院
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由布市 向井病院 緑ヶ丘保養園

国東市 朝見病院 大分丘の上病院

姫島村 清和病院 博愛病院

日出町 亀川精神保健クリニック 博愛診療所

みなみメンタルクリニック 竹下粧子クリニック

くまもとこころクリニック わかば台クリニック

大分県渓泉寮 吉岡メンタルクリニック

はさまクリニック

河村クリニック

星生クリニック

ハートドアクリニック

県南支部 南大分メンタルクリニック

公共団体会員 精神科病院及び診療所会員 中央町こころのクリニック

佐伯市 白川病院 馬場政宏クリニック
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久大支部

大分県精神保健福祉協会　会員名簿
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機関名 所在地 郵便番号 電話番号

東部保健所 別府市大字鶴見字下田井１４－１ 874-0840 0977-67-2511
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中部保健所由布保健部 由布市庄内町柿原３３７－２ 879-5421 097-582-0660

南部保健所 佐伯市向島１－４－１ 876-0844 0972-22-0562

豊肥保健所 豊後大野市三重町市場９３４－２ 879-7131 0974-22-0162

西部保健所 日田市田島２－２－５ 877-0025 0973-23-3133

西部保健所地域福祉室 玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ 879-4413 0973-72-9522

北部保健所 中津市中央町１－１０－４２ 871-0024 0979-22-2210

北部保健所豊後高田保健部 豊後高田市是永町３９ 879-0621 0978-22-3165

大分市保健所 大分市荷揚町６－１ 870-8506 097-536-2852

保健所・保健部・地域福祉室一覧表
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大分県精神保健福祉協会規約 

（名 称） 
第１条 この会は、大分県精神保健福祉協会と称する。 
（事務所） 
第２条 この会の事務所は、大分県こころとからだの相談支援センター内に置き、各地区 

毎に支部をおくことができる。 
（目 的） 
第３条 この会は、大分県における精神保健福祉関係者が相互に協力し、有機的連携を保 

ち、明るい社会と幸福な家庭を築くため地域住民の精神保健福祉思想の向上を図り、もっ

て精神保健福祉保健事業の向上に寄与することを目的とする。 
（事 業） 
第４条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
 １ 精神保健福祉知識の普及、啓発 
 ２ 精神保健福祉関係者の知識、技術の向上を図るための調査研究等の事業 
 ３ 学会、学術集会、講演会等の開催 
 ４ 精神保健福祉関係団体との連絡調整 
 ５ 精神医学の振興 
 ６ その他この会の目的に必要な事業 
（会員の種類及び部会） 
第５条 この会は普通会員、特別会員及び賛助会員をもって構成し、必要な部会をおくこ 

とができる。 
２ 普通会員は、精神保健福祉に関係を有する業務に従事する者及びこの会の趣旨に賛同 

するものとする。 
３ 特別会員は、この会の趣旨に賛同する共同団体、病（医）院 、会社、工事事業場等 

の団体とする。 
４ 賛助会員は、この会の趣旨に賛同する者で理事会で推せんされた者とする。 
５ 会員は希望する部会に所属することができる。 
（入会及び退会） 
第６条 この会の会員になろうとする者は入会の申込書（別紙１）に第２０条に定める会 

費を添えて本会又は支部あてに提出するものとする。 
（役 員） 
第７条 この会に次の役員をおく。 
 １ 会 長 １名 
 ２ 副会長 ２名 
 ３ 理 事 若干名（内１名を常任理事とする。） 
 ４ 監 事 ２名 
（役員の選出） 
第８条 会長、副会長は理事の互選によって定める。 
２ 理事のうち１名を常任理事とし、理事の互選により選出する。 
（役員の任務） 
第９条 会長はこの会を代表し会務を総理する。 
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２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 
３ 理事は理事会を構成し、この会の重要事項について審議する。 
４ 幹事は、この会の会計を監査する。 
（役員の任期） 
第１０条 役員の任期は２年とする。ただし再選をさまたげない。 
２ 補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 
（評議員） 
第１１条 各支部に評議員をおく。 
２ 評議員は各支部で選出するものとし、その数は若干名とする。 
（報酬及び実費弁償） 
第１２条 役職員は全て無報酬とする。ただし会長が必要ありと認めたときは実費弁償を

することをさまたげない。 
（顧問） 
第１３条 この会に顧問をおくことができる。 
２ 顧問は理事会の推せんにもとづいて会長が委嘱する。 
３ 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。 
（職員の委嘱任務） 
第１４条 この会に次の職員をおく。 
  １ 幹事 若干名 
 ２ 書記 若干名 
 ３ 幹事及び書記は、理事会に諮り会長が委嘱する。 
 ４ 幹事は会長の命を受け、この会の事務を掌理する。 
 ５ 書記は幹事を補佐し、この会の事務を処理する。 
（会議の種類） 
第１５条 この会の会議を理事会及び評議員会とし会長が招集し理事会は会長が議長とな

る。 
（理事会） 
第１６条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 
２ 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。 
 １ 評議員会に付議すべき事項 
 ２ 会長、副会長の選任 
 ３ この規約に定める事項 
 ４ その他会長において必要と認めた事項 
（評議員会） 
第１７条 評議員会は毎年１回開催し、議長を評議員の中より選出して次の事項を議決す 

る。 
 １ この会の規約の変更 
 ２ 事業計画及び収支予算 
 ３ 事業報告及び収支決算 
 ４ 役員の選出 
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（会 議） 
第１８条 会議は構成員の二分の一以上出席しなければ議事を開くことができない。 
 ２ やむ得ない事情によって会議に出席できない者は委任状をもって出席にかえること 

 ができる。 
 ３ 会議の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決す。 
（経 費） 
第１９条 この会の経費は次の収入をもってあてる。 
 １ 会費 
 ２ 一般寄付金 
 ３ その他収入 
（会 費） 
第２０条 この会の会費は次のとおりとし、納期その他の会費の徴収に関する規定は別に 

定める。 
 １ 普通会費 １，０００円 
 ２ 特別会費 別紙（２）のとおり 
 
   附 則 
１ この規約は昭和４５年８月８日から施行する。 
２ 従来の大分県精神衛生協会規約（昭和３５年９月２６日）は廃止する。 
   附 則 
 この規約は昭和５９年７月２日から施行する。 
   附 則 
 この規約は平成元年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この規約は平成９年６月１６日から施行する。 
   附 則 
 この規約は平成２２年７月８日から施行する。 
       附 則 
 この規約は平成２４年７月３０日から施行する。 
       附 則 
 この規約は平成３０年４月１日から施行する。 
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（別紙１） 
 
入 会 申 込 書  
 
１ 住 所 
２ 団体、病院、会社、個人 
３ 代表者名（個人を除く） 
 
私儀、本部会の趣旨に賛同し  普通会員 
                             特別会員     として入会します。 
 
  平成   年   月   日 
 
                  代表者（個人）名 
 
大分県精神保健福祉協会長 殿 
 
 
 
（別紙２） 
 

会  費  額 
 

会    員 

 
会  費 

普通会費 個    人               年間１，０００円 
 
 
 
特別会員 
 
 
 
 

 精 神 科 病 院                 ２５，０００円 
 精 神 科 診 療 所                  ３，０００円 
 
 
 
 そ の 他 
 
 

公共団体 
県 
市町村 

 
１０，０００円～１２１，５００円 
１０，０００円～ ５０，０００円 

会  社 
工  場 
事 業 所  

                               
                １０，０００円 
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大分県精神保健福祉協会会費徴収規程 

 
第１条 大分県精神保健福祉協会規約（以下「規約」という。）第２０条に定

める会費の 徴収に関する規定を次のとおり定める。 
 
第２条 支部は規約第２０条に定める会費の徴収事務を行うものとする。 
 
第３条 支部は第２条による徴収額から定められた額を県本部に納入するもの

とする。 
 
第４条 第３条による支部の県本部負担額については評議員会において決定す

る。 
 
   附則 
 この規程は昭和４６年８月８日から施行する。 
 
 

大分県精神保健福祉協会 入会のご案内 

大分県精神保健福祉協会とは 

  精神保健福祉関係者が相互に協力・連携して、地域住民の精神 

保健福祉に関する意識と知識の向上を図ることで大分県の精神保健

福祉事業の向上に寄与することを目的とする団体です。 

 

大分県精神保健福祉協会の活動 

  ●精神保健福祉知識の普及・啓発  

  ●講演会の開催 

  ●障がい者作品展の開催 

  ●精神保健福祉に貢献した方の表彰 

  ●精神保健福祉関係団体との連絡調整 等 

会員の条件 

  どなたでも入会できます。 

  個人会員の年会費は１，０００円です。 

  企業や事業所の年会費は１０，０００円です。 

   

＊お問い合わせは協会事務局（下記）または最寄りの保健所へ 

  大分県精神保健福祉協会事務局（大分県こころとからだの 

相談支援センター内）  電話０９７（５４１）５２７６ 
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大分県精神保健福祉協会

大分県こころとからだの相談支援センター内

〒870-1155 大分市大字玉沢908番地


