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Ⅰ．はじめに 

我が国では、「入院医療中心から地域生活中心へ」という精神医療保健福祉の流れを受け、

精神障害者の地域生活を支えるための施策が図られているが、未だに約 30 万人の入院患者

が存在し、そのうち約 6 割が入院期間 1 年以上の長期入院者であることから、入院医療中

心からの脱却は図られていないと考えられる。 

沖縄県宮古島（以下、宮古島市）では、精神病床 45 床という環境の中で、約 800 名の精

神障害者の生活を支えている。その背景にあるのが、行政、医療、福祉機関が連携した多機

関による連携支援である。病院職員であった波名城 1)は、地域連携システムを構築し、滞留

していた長期入院患者の退院支援に取り組み、1 年で 1,000 日以上の長期入院患者 3 名を退

院させたことを報告している。また、行政機関の職員である波名城 2)は精神病床のない離島

において行政、医療、福祉、警察等の多機関が連携したネットワーク構築し、精神障害者の

状態悪化時の早期発見、早期介入を行うことで、地域での生活を継続できていることを報告

しており、「入院中心医療から地域生活中心」へと転換するためには、行政や福祉機関等の

地域の支援機関との連携が必要である。 

新井ら 3)は、離島の精神科医療と精神障害者支援についてアンケートを行った結果、精神

科医療機関は全離島の 20%にしかなかったことを報告していることから、病床数の少ない

離島では、限られた病床の中で医療と地域支援機関が連携を取りながら、精神障害者の地域

生活を支援していると考えられる。 

以上を背景に離島の精神障害者支援の取り組みは、入院中心医療から地域生活中心への

過渡期である我が国において大きな示唆を与えるものであると考えられることから本研究

では、離島への調査を行い、現状を踏まえた上で、多機関連携ネットワークのあり方を研究

することで、我が国の精神障害者地域生活支援への示唆を得ることを目的とした。 

 

Ⅱ．研究方法 

研究期間は 2016 年 8 月から 2017 年 8 月末までとした。文献研究や宮古島の精神医療保

健福祉の現状を参考に、インタビュー項目を作成し、主研究者または共同研究者が 2 時間

から 4 時間程度の構造化インタビューを行った。尚、宮古島に関しては主研究者及び共同

研究者がとりまとめて記載した。 

人口万対精神病床数が日本平均より少ない離島を研究対象として設定し研究対象の自治

体及び医療機関の職員へインタビュー調査を実施した。インタビュー項目は行政機関版、医

療機関版を作成し（別紙 1、別紙 2）、行政機関へは行政機関職員である主研究者、医療機関

へは医療機関職員である共同研究者がインタビューを実施した。尚、調査を実施するにあた

り、事前に自治体及び医療機関へ研究計画を送付すると共に研究内容について電話または

メールにて説明を行った。更に、本人と特定されないように配慮すること、いつでも辞退で

きることについて説明し、了承を得ると共に提出前に内容を確認してもらい了承を得るな

どの倫理的な配慮を講じた。 



 

 

Ⅲ．研究対象 

研究対象とした離島は以下の 6 島である。行政機関は 2 市 4 町、医療機関では、県立 2、

広域連合立 1、病院企業団立 1、町立 1、医療法人立 1 である。 

１．東京都八丈島 

 行政機関：八丈町役場 

 医療機関：八丈町立八丈病院 

２．島根県隠岐の島 

 行政機関：隠岐の島町役場 

 医療機関：隠岐広域連合立隠岐病院 

３．長崎県上五島 

 行政機関：新上五島町役場 

 医療機関：長崎県病院企業団 長崎県上五島病院 

４．鹿児島県沖永良部島 

 行政機関：知名町役場、和泊町役場 

 医療機関：医療法人徳洲会 沖永良部徳洲会病院 

５．沖縄県宮古島 

 行政機関：宮古島市役所 

 医療機関：沖縄県立宮古病院 

６．沖縄県石垣島 

 行政機関：石垣市役所 

 医療機関：沖縄県立八重山病院 

 

Ⅳ．結果 

１．東京都八丈島  

人口 7,659 人（平成 28 年 4 月 1 日現在）年々少しずつであるが減少を続けている（図

1）。年齢構成では年少人口は 888 人（11.6%）、生産年齢人口 888 人（50.5%）、老年人口

2,900 人（38.0%）である。主要産業では第 3 次産業が 2,740 人（64.8%）と最も多く、次

いで第 2 次産業 767 人（18.1%）、第 1 次産業 602 人（14.2%）である。 
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図 1 八丈町人口推移：（八丈町住民基本台帳を基に作成） 

 

（１）八丈町役場：福祉健康課         

 調査日：平成 29 年 3 月 10 日 

インタビュー協力者：障がい福祉係長、主事｟社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士 

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移及び疾患別割合 

 

図 2 自立支援（精神通院）受給者数推移：（提供資料を基に作成） 
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図 3 平成 28 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合：（提供資料を基に作成） 

・島外で発症して戻ってくる方が多い印象を受ける。近年は移住者も増えている。 
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〇東京都医療費助成制度 

 東京都では社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で

区市町村民税が非課税の世帯について自立支援医療（精神通院医療）に係る自己負担分を

助成する制度を実施している（介護保険法による訪問看護に要する費用の自己負担分を

除く）。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 1 精神障害者保健福祉手帳交付状況（提供資料を基に作成） 

等級 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

1 級 8 7 7 

2 級 43 46 49 

3 級 11 12 14 

合計 63 65 70 

・島での生活においてあまりメリットがないため取得率は高くないが、最近取得人数が増え

たのは事業所への利用者が増えたことと町立温泉の無料券を出していることもあり、日

中活動で温泉に行く事業所が積極的に取らせている。 

③相談支援事業所数 

 0 

・相談支援事業所がないためサービス等利用計画は障がい福祉係主事がセルフプランの作

成の手伝いを行っている。 

④障がい者支援施設数 

 就労継続支援 B 型事業所 1 ヶ所 

 多機能型事業所 1 ヶ所（就労継続支援 B 型、生活介護） 

 グループホーム 3 ヶ所（各定員 4 人） 

 居宅介護事業所 1 ヶ所 

 生活介護事業所 1 ヶ所 

・庁舎内で継続就労 B 型事業所のレストランを営業している。また、庁舎の徒歩圏内の町

有地に就労継続支援事業所、グループホームがある等、障害者への支援として町役場が協

力している。 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

 行政職（社会福祉士） 

・サービス等利用計画（70 人分）のセルフプランの作成の支援、地域からの連絡があっ 

た際には訪問支援を行っている。未受診の対象者へのアプローチも可能で精神科受診の

促しを行い受診につながったこともある。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

 町立病院の救急を受診。最近は精神科医がいないため内科医が診察して東京都立病院に 

ヘリ搬送したケースが年間 1 件程度ある。 



 

 

⑦地域の精神障害者の会議 

〇ケース会議 

入院者の退院時や事業所、地域からの要望を受けて町が会議を開催する。 

〇自立支援協議会 年 4 回 

 関係者や障害当事者、教育関係者を含めて開催している。精神障害の関係者からの要望も

あり今後は精神障害部会を開催予定。 

〇その他の会議：保健所主催 

・精神保健福祉業務連絡会 

生活保護ワーカー、町役場職員、精神保健福祉センター、障害者事業所（精神、知的、身 

体）、高齢者施設、包括支援センター、町立病院、ヘルパー事業所、警察、民生委員等が 

参加している。精神疾患の高齢者への支援を検討している。最近は、高齢者の親と精神疾 

患の子どもだけの世帯などの相談が増えている。 

⑧地域のネットワークの特徴 

・小さい自治体のため課内だけでなく他の課との連携もとりやすい。 

・課内連携がしっかり連携できている。 

・医療機関が町立のため情報共有等の連携がとりやすい。 

・民生委員連絡会等へ情報の掘り起こしを依頼し、情報があがってくるような取り組みをし

ている。 

・もともと地域のネットワークが強いため情報が入りやすい。 

⑨入退院時の支援 

・病院、事業所からの要望を受けて支援会議を開催している。 

・島外への入院者の退院時の引き受けを拒否することはない。 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・狭い島なので対応をどうしたらいいか相談があがる。 

・島外への入院者の退院時の引き受けを拒否することはない。 

・精神障害に対する偏見は根付いているが悪気をもって偏見をしている感じではないので

大きな問題にはなっていない。そのため少し騒いでいるぐらいでも気にしていないよう

である。 

・しかし苦情が入ることはあるので地域交流はまだ不十分なのかもしれない。 

⑪課題や今後の展望について 

・町立八丈病院に精神科病床がなく、常勤の医師もおらず毎週いろんな病院の精神科医師が 

来てくれるが緊急時の対応が課題となっている。 

・家から外に出ない未受診のケースも多いと考えられる。 

・知的、身体は地域や学校の行事に参加したり交流ができているが、精神障害の方は積極的

な交流はできていないように思われる。 

・家族会が機能していないため高齢の親亡きあとの支援が難しい。 



 

 

（２）八丈町立八丈病院  

調査日：平成 29 年 3 月 10 日 

インタビュー協力者：看護師長、社会福祉士 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

・東京都八丈町の中に、町立病院としては「八丈病院」の１カ所。他に保健所が１カ所、診

療所も実質的には１カ所となっている。島の医療は八丈病院と診療所が担っているが、そ

の診療所は医師が院長１人で、主に在宅医療が中心となっている。そのため、救急医療や

入院患者などは、八丈病院が一手に引き受けているという状態。 

イ 診療科について(精神科の有無等) 

・常設診療科：内科、外科、小児科、産婦人科、リハビリテーション科、人工透析 8 床 

・臨時診療科：耳鼻咽喉科、精神神経科、整形外科、内分泌内科、皮膚科、糖尿病内科、腎

臓内科、消化器内科、神経内科、眼科、循環器内科、泌尿器科 

・精神神経科は月 4 回(週 1 回) 

・診察日には、東京都内の病院から派遣で精神科医が来島している。 

・派遣先の病院は第 1 週目墨東病院（数名の医師が輪番）、第 2 週目広尾病院（固定の医師）、

第 3 週目日本医科大学（固定の医師）、第 4 週松沢病院（数名の医師が輪番）と決まって

いる。患者に主治医が決まっており、基本的には主治医が来島する週に受診するようにな

っている。 

ウ 病床数 

・52 床(精神病床は無し) 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟) 

・無し 

オ 平均在院日数 

・精神病床がないため回答無し 

カ １日平均入院患者数  

・精神病床がないため回答無し 

キ 長期入院患者数 

・精神病床がないため回答無し 

ク 外来患者数  

・第 1 週目、第 4 週目は月曜日午後と、火曜日午前の診療となっており、外来患者数は約

30 名。第 2 週目（水曜日）と第 3 週目（月曜日）は午前・午後とも診療があり、1 日 40 名

と決まっている。 

ケ 精神科医師数 

・常勤医師は無し。派遣される医師で対応。 

 



 

 

コ 併設されている施設について  

・無し 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無  

・無し 

・保健所主催でデイケア(月 2 回)、アルコールミーティング(月 1 回)を実施している。未受 

診者、外来通院ができていない方について、外来受診につなげられるよう、東京都精神保

健福祉センターによる専門医相談、アウトリーチ支援事業が実施されている。 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について  

・無し 

ス 地域連携室の有無  

・無し 

・相談員は看護科の所属となっている。相談員は 1 名のみ。2 年前に初めて相談員が配置さ

れた。退院支援業務が主。 

②精神科救急医療体制 

ア 救急体制について 

・精神科患者の救急受診あり。その際は当直医が診ている。精神科患者が救急受診をする際、

身体的な訴えが多く、内科医が対応していることが多い。どうしても内科医で手に負えな

い精神状態悪化時には、都立広尾病院に相談している。広尾病院が伊豆諸島の緊急での受

け入れ先となっている。精神症状悪化での緊急搬送は年に 1～2 件ほど。 

・疾患は統合失調症とうつ病の方が多い。 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・受け入れしていない。 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 

・地域連携室は無い。看護科に相談員(社会福祉士の資格あり)として配置されている。 

退院支援業務を主で行っている。 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・精神保健連絡会(相談員と、精神科外来看護師が参加している)で事例検討や業務報告等を

行っている。 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・精神科病棟がないため退院支援はない。 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・内科的疾患で入院された精神障害者(統合失調症)に対して、退院前に事業所の方と退院後

のサービス導入、調整について相談、会議を設けたりしたことはある。 

・相談員は精神障害分野の専門職ではないため、対応する患者さんで関わっている支援者が

いたらつなげていくようにしている。他、在宅で母の面倒をみている家族が精神障害者だ



 

 

ったケースがあった。しかし、実際には精神障害があり、母の世話は困難な状況だったた

め、母側の支援者(ケアマネ)と、精神障害当事者側の支援者(役場担当者や保健所等)を集

めて在宅での支援体制のための会議を開催、調整をした。 

④課題や今後の展望について 

・保健所との連携体制がとりづらい。保健所の保健師が 2 名しか配置されておらず精神障

がい分野に関してはあまり関わりがない。保健師の本来の担当分野ではないため、経験が

少ない人が多い。 

・八丈病院に精神科の入院病床はないが、急を要する場合にも都立病院との連携体制ができ

ている。 

・移住者で生活保護を受給し、独居で生活されている方が多く、身近に家族等がいないため、

入院の際や緊急時などが大変。 

・相談支援事業所がなく、福祉事業所も 1 ヶ所しかないため、精神障害者の生活を支える資

源が少ない。（平成 29 年 4 月より精神の福祉事業所を運営する NPO が開設予定） 

・ヘルパーも社協しかおこなっておらず、又、精神障害者に対応できるヘルパーとなったら

限られてくる。 

・就労支援事業所も 1 ヶ所しかなく、そこが合わないとなっても他に通える場所がない。 

 

２．島根県隠岐の島 

平成 16 年 10 月に 4 町村（西郷町、都万村、五箇村、布施村）の合併により隠岐の島町

が誕生。人口は 14,717 人（平成 28 年 11 月 30 日現在）であり、年々少しずつ減少を続け

ている（図 4）。年齢構成では年少人口は 1,693 人、生産年齢人口は 7,342 人、老年人口 5,619

人である。 

主要産業は第 3 次産業が 4,994 人と最も多く、次いで第 2 次産業 1,226 人、第 1 次産業 967

人となっている。 

 

図 4 隠岐の島人口推移：（町勢要覧資料編を基に作成） 
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（１）隠岐の島町役場：保健課、福祉課         

 調査日：平成 28 年 12 月 5 日 

インタビュー協力者：保健師｟保健課｠、企画幹｟福祉課｠ 

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移及び疾患別割合 

 

図 5 自立支援（精神通院）受給者数推移：（『業務概要』島根県立心と体の相談センタ

ーより作成） 
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図 6 平成 27 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合（主要な疾患のみ記載）： 

(提供資料を基に作成) 

〇精神障がい者医療費助成制度 

自立支援医療費（精神通院医療）を受けている方に医療費自己負担分の 100 分の 50 以内

を助成する。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 2 精神障害者保健福祉手帳交付状況：（提供資料を基に作成） 

等級 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

1 級 19 19 18 30 35 

2 級 50 57 55 56 59 

3 級 5 8 7 8 10 

合計 74 84 80 94 104 

・医療機関側から手帳の取得を促されて取得される方が多い。 
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③相談支援事業所数 

障害者相談支援事業所（委託） 1 ヶ所 

指定特定相談支援事業所 2 ヶ所 

④障がい者支援施設数 

 居宅介護支援事業所 2 ヶ所 

 地域活動支援センター 1 ヶ所 

 就労継続 B 型支援事業所 3 ヶ所 

就労移行支援事業所 1 ヶ所 

生活介護事業所 1 ヶ所 

施設入所支援事業所 1 ヶ所 

グループホーム 18 ヶ所 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

〇保健課：保健師 6 人＋課長補佐 1 人の体制。 

・6 人で業務（精神、母子、成人、感染症等）をそれぞれ分担している。 

保健師が業務担当と地区担当を持っている。精神障害の診断の有無に関わらず対応して

いる。また、保健課訪問看護係に直営の訪問看護ステーションを設置し看護師 3 人体制

で医師の指示のもと服薬管理を行っている。 

〇福祉課：地域福祉係が障害福祉を担当。職員 3 人。専門職はなし。 

・福祉課地域福祉係は福祉サービスの支給決定や自立支援協議会専門部会の開催。障害者虐

待防止等を行っている。部会の開催として地域生活部会と相談支援部会がある。地域生活

部会は今年度立ち上げたばかりであるが、地域の課題について話し合う。地域にどんな課

題があるのか地域の課題を集めている。相談支援部会では困難事例や地域の課題を集約

している。 

〇その他の支援： 

・アルコール対策の取り組み 

漁業町ということや相撲が盛んで飲酒する機会多く、アルコールの問題は課題である。自

主グループが行っている断酒会は、月 2 回庁舎内の会議室を提供し支援している。医療

機関にかかっている人は医療機関でアルコールの治療を行い、医療機関にかかっていな

い人は地域からの相談を受けて保健師が訪問したり断酒会につないでいる。断酒会には

保健師が交代で支援に入っている。五箇、都万、布施で週 1 回、西郷で週 2 回。病院では

アルコールミーティングを開催している。断酒会に来られなくても病院のアルコールミ

ーティングに参加している方も多い。1 日 2 合以毎日飲酒する多量飲酒についての問題意

識は低いように感じる。相撲などの行事があると飲酒の機会は増える。 

・住民の窓口の担当の係長級（10 人程度）を集めて庁舎内連絡会を年１回行っている。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・相談支援事業所につながっている方は夜間でも連絡がつく携帯電話を相談支援事業所の 



 

 

職員が持ち対応しているが対応数は少ないと聞いている。何かあったら医療機関にかか 

る場合が多い。 

⑦地域の精神障害者の会議 

〇町主催の会議 

・自立支援協議会に専門部会（相談支援部会、地域生活部会）を設け困難事例について 

ケース検討を行っている。医療機関も委員として参加している。 

〇その他の会議：保健所主催 

・隠岐圏域精神科救急医療体制整備連絡調整会議（年 1 回） 

・隠岐圏域精神障害者地域生活移行地域定着支援会議（年 3～4 回）が病院、保健所、保健 

課保健師、相談支援事業所が困難ケースの検討会議を行っている。ケースによっては警察 

や地域包括支援センター、家族が会議に参加することもある。 

⑧地域のネットワークの特徴 

・病院、役場、相談支援事業所が連携し支援を行っている。 

・地域住民からの情報提供がある 

⑨入退院時の支援 

・入院時の支援については訪問の際に入院の促しを状況によって行っている。また、相談支 

援事業所の定期訪問に同行することもある。相談支援事業所が地域移行支援で隠岐病院

の入院患者を平成 25 年と平成 27 年に 1 人ずつ退院させている。 

・退院時は隠岐病院からケースカンファレンスの出席依頼があった際には、保健課保健師、

福祉課地域福祉係が参加している。 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・精神障害に関する偏見はあるとは思うが具体的に聞いたことはない。退院するときに感じ 

るが旧村の方では受け入れがよいと思う。町部になると都会的になってきて 

受け入れが困難な場合がある。町部だと精神障害が疑われる方など匿名で連絡があるが 

郡部はあまりない。措置があって初めて医療につながるケースもある。 

・平成 27 年度に地域移行支援を導入した 40 代の方（入院期間 1～2 年）が旧村に退院した 

ときは受け入れがよく、地区の方が「よう帰ってきたな」と言ってくれうまく地域に退  

院できたケースがある。母親は施設に入所し本人は１人暮らしという形で退院したが近

所方がご飯を持ってきてくれたり、毎日様子を見に行ってくれていて、何かあれば連絡を

くれる。 

⑪課題や今後の展望について  

・課題については自立支援協議会にて課題を集めているところであるが、1 つとして、GH

（18 棟、80 人）、入所施設（50 人）いずれも満室。入所している人はほとんどが知的障

害者。GH は民家を改造した造りで部屋が扉 1 枚で区切られており、なかなか精神障害の

方にとっては環境が合わない。また民家であり物音が気になる人もいる。そのため精神障

害者の退院先として自宅が難しければ町営・県営住宅への順番待ちとなるためもう少し



 

 

精神障害者の方に対応できるグループホーム等が充実すると住みやすくなると思う。 

・郡部の方は医療機関へのアクセスが悪くバスで 20～30 分かかる。また朝早く 2 時間に 1

本程度しかないため医療機関へのアクセスの問題もある。 

・事業所にはいけないけども退院後出かける場所がない方についての居場所が必要である。

デイケアはしているが在宅者というよりはデイケアを運営している母体の事業所への通

所者が多いので地域の方が通えるよう取り組み段階。 

 

（２）隠岐広域連合立隠岐病院 

調査日：平成 28 年 12 月 5 日 

インタビュー協力者：副院長、地域連携部長、地域連携室長補佐、地域連携室看護師、地

域連携室精神保健福祉士、事務部経営課長 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

・離島という地理的条件の中、唯一の入院機能を有する公立の総合病院であり、幅広い一般

医療はもとより、救急医療、災害医療、小児医療、周産期医療、精神医療医療等の特殊、

専門、不採算部門等の政策医療も提供しなければならない。このことから、患者数は非常

に多く、1 日あたりの外来患者数は全国の公立類似病院の 1.7 倍、救急外来(休日、時間

外)患者数も年間 4,200 人あまりと多い状況にある。これらの状況に対応するため、本土

医療機関への救急搬送や CT・MRI 画像の伝送による遠隔画像診断等も行っている。 

・しかし、島内の医師数は全国平均値の 66％程度と少ない状況にあり、当院の医師に係る

負担は非常に大きくなっている。このような状況の中、医療制度改革、公立病院改革に対

応するため、経営の効率化を図りながら、地域包括ケアシステムの構築に取り組まなけれ

ばならず、隠岐圏域における必要な医療の見極めを行いながら、確保困難な状況が続いて

いる医師をはじめとする医療スタッフの確保を図り、適切な提供体制を確立していくよ

う取り組んでいくこととしている。 

・経営状況としては、離島へき地の公立病院という点で、非常に悪く、特に精神科運営費に

ついては、政策医療という面で不採算となっており、協議の上、必要な経費については、

隠岐広域連合(島根県と隠岐 4 町村)の負担としている。そのため、精神保健福祉士も正職

1 名、臨職 2 名の配置ができている。 

イ 診療科について(精神科の有無等) 

・16 診療科(精神神経科を標榜) 

ウ 病床数 

・一般病床 91 床、精神病床 22 床、感染症病床 2 床 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟) 

・閉鎖病棟 

 



 

 

オ 平均在院日数 

・79.7 日 

カ 1 日平均入院患者数 

・17.2 人 

キ 長期入院患者数 

・1 名(1 年 6 か月) 

ク 外来患者数 

・518 人（1 ヵ月の外来実患者数） 

ケ 精神科医師数 

・精神保健指定医 2 名(常勤 1 名、非常勤 1 名)非常勤医師については島根県からの派遣非常 

勤医師については島根県から派遣されている。週 3 日隠岐病院、週 2 日隠岐島前病院に

勤務している。 

コ 併設されている施設について 

・無し 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

・無し 

(町が社会福祉法人への委託でのデイケアあり。月に一回。町役場保健師、保健所保健師、

隠岐病院 PSW もスタッフとして参加) 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

・訪問診療：月 1 回養護老人ホームや障害者入所施設 

・訪問看護：週 1 回～月 1 回 

ス 地域連携室の有無 

・事務職員 3 名、保健師 1 名、看護師 1 名、社会福祉士 2 名、精神保健福祉士 2 名、精神

保健福祉士は精神科外来、精神科病棟を担当している。 

②精神科救急医療体制 

ア 精神科救急体制について 

・医師については当番制で対応。各関係機関との調整などは精神保健福祉士がその都度オン

コールで対応している。 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・措置入院受け入れは行っていない。精神保健指定医が 1 次診察対応を行っている。 

③地域連携 

・隠岐圏域では唯一の入院病床のある医療機関である。隠岐島前病院島の精神科外来を非常

勤医師が担当しており、道前には入院病床がないため、島前からの入院患者の受け入れも

行っている。 

ア 地域連携室の役割や機能について 

・特徴的なものとして、医々とも座談会の企画が挙げられる。院長をはじめとした管理職が



 

 

各地区を回り、地域住民へ隠岐病院の現状を紹介し、又、病院に対する意見を聞いて、意

見交換を行い、より良い病院づくりを行うことを目的としている。内容としては、病院・

職員紹介や検診案内、経営状況等について等。 

・関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・地域包括支援センター主催で各地区(五箇地区、都万地区、中村・布施地区、磯地区、中

条地区、東郷地区、旧西郷地区)で月 1 回～2 か月 1 回開催している連絡会議がある。高

齢者分野における会議。役場の保健師や、民生委員、社協、ケアマネ、各施設事業所、診

療所、隠岐病院からは地域連携室の社会福祉士、精神保健福祉士が参加。各地区での困り

ごとや、医療につなげたいケース、病院に対する要望等を話し合う。 

・精神障がい分野においては、隠岐で円滑、包括的に生活ができるよう、隠岐地区障害者ネ

ットワーク会議や、精神科救急医療体制整備連絡調整会議、障がい者就労支援連絡会など

多岐にわたり開催されている。 

イ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・措置入院や医療保護入院となったケースや、多数の関係機関がかかわっているケースな

ど、緊急性、複雑かつ解決困難ケースについて、精神科退院後も保健所が主催となり、継

続して定期ケース会議を開催している。 

ウ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・アルコール依存症で 8か月措置入院、12か月の医療保護入院を経て退院となったケース。

入院中から地域移行支援事業を活用し、保健所、役場(福祉課担当者、ケースワーカー)、

相談支援事業所、就労継続支援 B 型事業所が関わり、退院に向けた支援、連携を行い、

自宅退院できた。 

④課題や今後の展望について 

・隠岐圏域においては、精神障害者の家族の高齢化、又、島外に家族が在籍していることが

多い、隠岐の島町内の医療機関が町の中心部に偏っており、遠隔地は交通の便が悪く通院

が困難、在宅生活における社会資源の乏しさがあり、医療につながりにくい現状がある。

そのため、隠岐病院では精神科訪問看護を実施している。訪問看護延べ件数をみても、平

成 24 年 29 件から平成 27 年 146 件と毎年右肩上がり増加してきている。 

・隠岐病院では、平成 19 年精神科医師の確保が困難となり、精神科病床の閉鎖を検討した

時期もあった。現在、精神科医 2 名確保できているものの、患者数や困難ケースの増加に

より医師の負担が増してきている。また、病床も限られており、緊急時、状態悪化時など

早期に相談や訪問に対応できるような体制強化が重要であると考える。 

・アルコール依存症の方が多く、入院中、看護師が断酒教育を行っている。退院後も継続し

て断酒、人によっては節酒生活が続けられるよう、1 か月に 2 回、アルコールミーティン

グ(自助グループ)を開催している。 

 

 



 

 

３．長崎県上五島 

  人口は 19,921 人（平成 29 年 4 月末）であり、年々少しずつ減少を続けている（図 7）。

年齢別構成では年少人口は 2,743 人（10.3%）、生産年齢人口は 11,949 人（52.1%）、老年

人口 7,382 人（37.6%）である（2015 年統計）。主要産業は第 3 次産業が 6,277 人と最も

多く、次いで第 2 次産業 1,381 人、第 1 次産業 982 人である（2010 年統計）。 

 

図 7 新上五島町人口推移：（ホームページを基に作成） 

 

（１）新上五島町 福祉長寿課、上五島保健所企画保健課    

 調査日：平成 29 年 6 月 2 日 

インタビュー協力者：課長補佐、主事、健康保険課保健師、保健所企画保健課長 

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移及び疾患別割合 

 

図 8 自立支援（精神通院）受給者数推移：（提供資料を基に作成） 
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図 9 平成 28 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合（主要な疾患のみ記載）：（提

供資料を基に作成） 

・発症して戻ってくるケースも多い。 

〇福祉医療費助成制度 

入院外来共に 2 日以上であれば 1,600 円の自己負担分以外は町が負担している（県の負

担分の上に入院分は町が負担）。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 3 手帳交付状況：（提供資料を基に作成） 

等級 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

1 級 11 13 18 21 25 27 

2 級 89 90 105 111 125 122 

3 級 38 35 36 36 37 33 

合計 138 138 159 168 187 182 

③相談支援事業所数 

障害者相談支援事業所（委託） 2 ヶ所 

指定特定相談支援事業所 3 ヶ所 

指定一般相談支援事業所 1 ヶ所 

④障がい者支援施設数 

居宅介護事業所 6 ヶ所 

短期入所事業所 1 ヶ所 

生活介護事業所 3 ヶ所  

施設入所支援事業所 1 ヶ所 

就労継続支援 B 型事業所 3 ヶ所 

グループホーム 2 ヶ所 

地域活動支援センター3 ヶ所 （知的 2 ヶ所、精神 1 ヶ所） 

移動支援事業所 6 ヶ所 

日中一時支援事業所 1 ヶ所 



 

 

訪問入浴事業所 1 ヶ所 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

○福祉長寿課：一般職：相談支援（福祉サービス関連）、連携機関との窓口 

○健康保険課：保健師：相談支援（保健医療関係）、訪問 

・高齢者福祉及び介護保険業務を担う高齢者福祉班、包括支援センター（直営）、障害福祉

及びその他の福祉全般を担う福祉総務班の 3 班から組織する福祉長寿課の福祉総務班が

主担当として業務を執り行っている。 

・平成 28 年度までは福祉総務班に保健師が配属されており、相談及び訪問支援、保健所（県）

や上五島病院との連携に係る連絡調整を担っていたが平成 29年度より専任保健師の配属

がなくなったため精神保健福祉に関わる業務は一般職が担当している。 

・ただし、当事者の状態把握等、訪問対応においては専門知識を要することから隣課の健康

保険課保健師と連携して業務を遂行している、なお、前述の対応は、基本的に 18 歳以上

65 歳未満のケース対応としており、18 歳未満はこども課、65 歳以上は包括支援センタ

ーに初期対応を依頼し、長期的な支援を見据えた対応に繋げていくことができるよう、関

係各課と連携して取り組んでいる。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・町役場では対応していない。保健所に連絡がある際には警備会社を経由して担当課に連絡

がある。 

⑦地域の精神障害者の関連する会議 

・新上五島町障がい者総合支援協議会（年 2 回）：10 月、3 月 

・障がい者総合支援協議会相談支援部会（年 4 回） 

・精神保健医療福祉連絡会（月 1 回） 

・上五島保健所地域精神保健医療福祉協議会（年 1 回）：保健所（県）年度末開催 

⑧地域のネットワークの特徴 

〇精神保健医療福祉連絡会（月 1 回） 

・医療に関する相談或いは地域・近隣での他害・迷惑行為といった複雑で困難なケースへの

対応等における支援、前述の可能性を伺わせるようなケースへの情報共有、あるいはケー  

ス支援にかかる助言等の支援が必要であることから、平成 26 年度に本町が主体となって

「精神保健医療福祉連絡会」を設置し、保健所（県）、上五島病院のみならず福祉事務所

（県）や包括支援センター等関連機関全体で連携してケース支援を行うよう取り組んで  

いる。 

・精神疾患を有する処遇困難なケースや多機関との関わりが必要なケースについて支援方

針の共有と互いに役割を明確にしたうえで対応していくことにより、体調や生活の変化

をできるだけ早い段階で把握し、悪化防止につなげることを目的としており、地域の精神

障害者を支援するためのツールとして活用している。 

 常勤医もおらず入院病床がないため地域で見れる取り組みが強化されていった経緯があ 



 

 

る。 

（平成 28 年度精神医療保健福祉連絡会） 

ケース検討数 80 ケース  

参加スタッフ延べ 76 人  

内訳（延べ人数） 

保健所保健師 19 人 

上五島病院 医師 1 人、看護師 12 人、連携室 18 人 

町役場 保健師 12 人 

福祉事務所ケースワーカー 14 人 

〇障がい者相談員 

・障がい者相談員として身体 5 人（当事者）、知的（家族）3 人、精神（施設職員）2 人を委

嘱し、集落に出向き年 2 回相談会を開いている。ホームページや広報誌で名前や電話番

号を公表しているので直接相談もできるような体制をとっている。年額 24,500 円。 

⑨入退院時の支援 

・入院病床がないため長崎市や佐世保の医療機関での入院となるケースが多い。 

・退院する前に入院している医療機関から情報を提供してもらい精神医療保健福祉連絡会

で支援を検討する。 

・措置診察は上五島ではできないので海上タクシーで入院先の病院で措置診察をしてもら

っている。年間 2 件～4 件、昨年度はなし。 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・離島という閉鎖的な空間、更に小さな集落では、昔からの障害に対する偏見が残っている

と考えられる。 

・宗教的なものが強い地域があるので受診につながらないケースもある。 

・中心部では精神保健福祉ボランティアグループが障害の理解を深めるために積極的にボ

ランティア活動（学校などで活動）を行っており、少しずつ理解は深まっているように感

じる。 

⑪課題や今後の展望について  

・精神障害者の居場所の確保及び就労支援、当事者を取り巻く家族等の支援である。居場所

の確保については自宅であったり或いは職場やグループホーム、地域生活支援センター

であったりと当事者によって異なってくると思われるが、当事者が自分のペースを保て

る場所を確保するにあたっては特に地域住民の理解が求められてくると考えられる。 

・国においては「障害者差別解消法」、長崎県においては「障害のある人もない人も共に生

きる平和な長崎県づくり条例」といった、差別に向けた取り組みが行われてきているが離

島といった閉鎖的な空間において更に小さな集落では障害に対する偏見が根強く残って

いると考えらえれ、特に人口の 4 割を占める高齢者の方々においては顕著である。この

ような環境において当事者のみならず家族にもその目が向けられ、本来は支援者として



 

 

当事者を支えるべき家族との関係に亀裂が生じ、当事者が孤立してしまい体調が悪化し

てしまうケースも生じていると考えられることから如何にして地域の理解を求めていく

が優先する重要課題と捉えている。 

・本町においては障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターを 3 ヶ所設置している

が、内 1 ヶ所を精神障害者を主体に活動を行う場として運営を委託しており、その利用

者が町内の学校や民生委員の研修会で体験談を話す等当事者自身が地域の理解を求める

ための活動を行っており、若い世代においては偏見が減ってきていると考えられる。 

 

（２）長崎県病院企業団 長崎県上五島病院 

 調査日：平成 29 年 6 月 2 日 

 インタビュー協力者：地域医療連携室ソーシャルワーカー 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

・上五島における離島医療、地域医療を担っている。 

・上五島病院は地域と共に歩み、信頼され親しまれる病院を目指し、上五島における地域医

療はもとより、救急医療、在宅医療、検診など、地域における医療・福祉・保健の統合を

目標に活動している。 

イ 診療科について(精神科の有無等) 

・内科・消化器内科、精神科、神経内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 

ウ 病床数 

・186 床(一般病床 132 床、療養型病床 50 床、感染病床 4 床) 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟) 

・無し 

オ 平均在院日数 

・精神科病床がないため回答無し 

カ １日平均入院患者数 

・精神科病床がないため回答無し 

キ 長期入院患者数 

・精神科病床がないため回答無し 

ク 外来患者数 

・精神科外来は、一日平均 23.7 人 通常は 4 週間に一回外来通院している。 

ケ 精神科医師数 

・常勤 0 人、非常勤 3 人(長崎県病院企業団対馬病院より 1 名派遣。長崎県本土より 1 名派

遣と、長崎県精神医療センターより 1 名派遣基本的に長崎県病院企業団で融通し合って

いる。) 



 

 

・精神科外来は月によって変動はあるが、月 20 日(週 4 日)午前・午後ともに診療している。 

コ 併設されている施設について 

・外来の診療所として、有川医療センター(内科医師 2 名常勤)、奈良尾医療センター(内科医

師 1 名常勤)あり。外科・整形外科は非常勤(上五島病院より週 1～2 回派遣)。 

・精神科関連…無し 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

・精神科デイケアあり。週 2 回(月・火)登録者 3 人 

・職員は作業療法士 1 名と看護師 1 名(外来看護と兼務) 

・作業内容…家事支援(皿洗い、料理、清掃など)。家族の介護休息の意味が強い。 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

・訪問診療あり。ほとんどが末期がん終末期患者への往診。通常は内科医師が月に 1 回を基

本に訪問(訪問日は毎週金曜日のみ)。たまに外科医師が不定期に訪問することあり。1 日

あたり 15 件ほど。 

・精神科での訪問診療は無し。 

・訪問看護あり。1 日あたり 13 件の訪問。基本は週 1 回の訪問。状況によっては週 2～3 回

の訪問もあり。 

・精神科での訪問看護利用者 3 人(病名は統合失調症)。それぞれ週 1 回訪問。 

ス 地域連携室の有無 

・地域医療連携室長(看護部長が兼任)、看護師 1名、SW 2名、事務 1名 

・SW1 名は地域包括ケア病床の担当となっている。 

②精神科救急医療体制 

ア 救急体制について 

・ご家族や行政(町役場、保健所など)、ケアマネージャー等から、精神科外来もしくは地域

連携室を介して電話相談あり、嘱託医師の了承後、精神科外来を受診。 

・入院を希望もしくは、入院が必要と判断した場合には、地域連携室から精神科病床のある

病院へ入院相談を行っている。 

・相談先の病院としては、長崎市内・佐世保市内の病院や五島中央病院精神科へ相談してい 

る。土・日曜日などすぐに入院の受け入れ先となる病院へ連絡が取れない等状況によって

は、1～2 泊で入院を受け入れる場合あり。その際は内科等の別の科での入院対応してい

る。患者の状況によって個室で対応したり、家族に付き添いをお願いしたりしている。 

・精神科患者の入院の調整は月平均 1～2 件ある。年間でも 20～30 件。 

当直医は常勤の内科、外科、整形外科の医師が担当している。精神科医は当直していない。 

精神科医師が診察の為、上五島町内に宿泊している場合は、連絡をとって相談をすること

もある。 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・受け入れは行っていない。 



 

 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 

・「患者様一人ひとりが安心した場所で安心な医療・介護を安心して切れ目無く受けること

ができるように援助します」基本理念としている。 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・町役場主催での「精神科在宅患者情報交換会」及び「新上五島町障がい者総合支援協議会 

専門部会」保健所主催での「精神科専門委員会」へ参加している。 

・町役場、保健所、社会福祉協議会、警察署、消防署、相談支援事業所等多機関が会議に参

加し、情報共有を行っている。 

・精神保健医療福祉連絡会(町役場、保健所、病院参加 月 1 回開催)で、気になる在宅での

患者の個別ケースについての話し合いを行っている。 

・会議は地域医療連携室職員が参加し、情報を院長へ報告し、院長から医局へ伝えてもらう

ことで一時的な入院対応が可能となっている面が大きい。 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・一般科については、本土の病院からの紹介、及び、上五島地区内の各診療所からの紹介で

入院を受け付けている。 

・介入の必要な患者に対しては、患者本人や家族との面談、ケアマネ等との連絡調整、カン

ファレンス開催等を通して、退院までの間、関わりを持っている。 

・長崎市内等の病院から退院し、戻ってくる際は、保健所や町役場担当者が入院先の病院と

連絡を取り合い、対応をとっている。退院となるケースは精神保健医療福祉連絡会で情報

共有が図られている。 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・精神科患者についての受診や入院相談は、主に保健所の保健師からが多い。地域医療連携

室が窓口となって対応している。 

・精神障害者の対応で困っているケースの情報共有、支援の検討については、月 1 回開催さ

れる精神保健医療福祉連絡会がその役割を担っている。 

④課題や今後の展望について 

・上五島町内に精神科入院病床があればより地域住民の希望に応えられることが多いよう

に感じる。しかし、精神科患者、又、上五島町では高齢化率が約 4 割であり、認知症の患

者も増えてきている。地域住民の中には、このような患者を地域で受け入れたくない。病

院に入院させておいてほしいとの声も少なくないのが現状である。 

・上五島町内に精神科病床が無い為、町役場、保健所等関係機関の間で、地域の中で支えて

いかないといけないという共通認識ができている。 

・精神保健医療福祉連絡会でこまめに関係機関との情報共有を図り、早期介入ができるよう

な支援体制が構築できている。 

 



 

 

４．鹿児島県沖永良部島 

 知名町、和泊町の 2 町から構成されている。 

（１）知名町 

人口は 6,220 人（平成 28 年 9 月 30 日現在）であり、年々少しずつ減少を続けている（図

10）。年齢別構成では年少人口は 1,030 人、生産年齢人口は 3,751 人、老年人口 2,025 人と

なっている。主要産業は第 3 次産業が 1,860 人と最も多く、次いで第 1 次産業 991 人、第

2 次産業 455 人となっている。 

 

図 10 知名町の人口推移：（知名町ホームページを基に作成） 

 

（２）知名町役場 保健福祉課         

調査日：平成 29 年 2 月 27 日 

インタビュー協力者：保健センター長｟保健課｠、主事 

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移 

 

図 11 自立支援（精神通院）受給者数推移：（提供資料を基に作成） 

・自立支援医療を申請していない人も多い。 

・詳しい統計はないが統合失調症が多いように感じる。島外発症して戻ってくる方も多い。 
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②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 4 手帳交付状況：（提供資料を基に作成） 

等級 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

1 級 5 4 4 4 1 1 

2 級 30 28 27 29 20 27 

3 級 4 6 29 8 6 5 

合計 39 38 39 41 27 33 

③相談支援事業所数 

指定特定相談支援事業所 1 ヶ所 

・精神障害の計画作成はしていないため和泊町の事業所が作成している。 

④障がい者支援施設数 

・就労支援事業所がないため和泊町の事業所に通所している。10 人程度。家事手伝いや畑

の手伝い。働ける人はアルバイトをしている。 

・週 5 日開所しているサロンを町が社会福祉協議会に委託しており、指導員は家族会がや

っている。相談も受けている。 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

 精神担当（行政職）1 人、保健センター長（精神担当保健師）1 人  

・必要性があることから役場に精神担当を配置している。 

・一般相談支援事業所がないこともあり、役所職員が相談業務を担っている。基本的には保

健センターに来所し保健師が相談のる場合が多いが、役場に来所する際には精神担当（行

政職）が相談を受けている。訪問による支援も可能。未受診者への対応も可能。 

・徳之島病院から巡回診療 2～3 か月に 1 回あり保健センターで行っている。先着順で 25

人対応している。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・土日の日勤帯は役所に休日担当職員が、夜間は警備がおり、担当課へ連絡がいくようにな

っている。連絡を受けたら職員が訪問等で対応している。 

⑦地域の精神障害者の会議 

・特に会議はやっていないが情報は保健センターに集まってくるので会議がなくても対応

できている。 

・当事者、家族との交流会を和泊町と合同で行っている。 

⑧地域のネットワーク 

・島内医療機関、島外の専門医療機関、サロン、警察、地域とネットワークができている。 

また隣の和泊町との連携もある。 

⑨入退院時の支援 

・徳之島、鹿児島、奄美、沖縄の病院を受診している者が多い。 

・状態が悪い場合で家族の対応が難しい場合は役所が付き添うなどの対応をしている。数ヶ



 

 

月に 1 回は通っていると思うが基本的には病院からの送薬。 

・退院時は入院中の医療機関から行政に連絡があり支援を行う。 

・入院し急性期を過ぎたら島に戻ってくる。家族の引き受けはよく引き取り拒否は聞いたこ

とはない。長期入院で状態がよくなって戻ってこれないケースはあるかも知れない。 

・措置入院は鹿児島県立姶良病院。年に 1 回あるかないか。徳之島保健所から担当が来る

が、船がないときは鹿児島から県の障害福祉課職員が医師と来島し、空港で診察している。 

 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・本人や家族が精神科に抵抗があり、家族が隠していることが多い。 

・精神科医療機関ではなく内科医療機関でどうにかならないかというはある。 

・以前は危険とか言われていたが地域からはないので引き受けはよいと思われる。状態が悪

いことの連絡はあるが苦情はない。 

⑪課題や今後の展望について  

・島内に精神科入院機関がないので船で連れて行かないといけないため医療へつなげるこ

とが困難。 

・島内に保健所もないため困難事例の対応が困難。 

・未受診者への対応が困難。 

 

（３）和泊町役場  

人口は 6,746 人（平成 28 年 9 月 30 日現在）であり、年々少しずつ減少を続けている（図

12）。年齢別構成では年少人口は 1,036 人、生産年齢人口は 3,537 人、老年人口 2,173 人と

なっている。主要産業は第 3 次産業が 2,005 人と最も多く、次いで第 1 次産業 1,200 人、

第 2 次産業 438 人となっている。 

 

図 12 和泊町人口推移：（提供資料を基に作成） 
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（４）和泊町役場 保健福祉課              

調査日：平成 29 年 2 月 27 日 

インタビュー協力者：保健センター長｟保健課｠、主事 

①自立支援医療（精神通院）受給者数の数推移及び疾患別割合 

 

図 13 自立支援（精神通院）受給者数推移：（提供資料を基に作成） 
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図 14  平成 28 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合（主要な疾患のみ記載）：

（提供資料を基に作成） 

・自立支援医療を申請していない人も多い。 

・島外発症して戻ってくる方が多い。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 5 手帳交付状況：（提供資料を基に作成） 

等級 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

1 級 1 1 2 1 0 

2 級 16 20 20 22 23 

3 級 0 1 2 2 4 

合計 17 22 24 25 27 

③相談支援事業所数 

障害者相談支援事業所（委託） 1 ヶ所 

指定特定相談支援事業所 1 ヶ所 
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④障がい者支援施設数 

 就労継続支援 B 型事業所 1 ヶ所 

地域活動支援センターⅡ型 1 ヶ所 

・町営でサロンを週 5 日開催しており総合相談窓口（身体、知的、精神）と居場所として

取り組んでいる。 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

 保健センター長（精神担当保健師）1 人、障がい担当 1 人（行政職） 

・精神担当（行政職）に相談があり保健師と合同で訪問等を行っている。 

・未受診者への対応も可能。 

・精神担当（行政職）が「こころの相談電話」を持ち 24 時間 365 日対応している。市役所

業務外にかかってくることが多く保健師と相談し緊急性があれば訪問できる体制をとっ

ており 1 日 5～6 件かかってくる。 

・徳之島病院から巡回診療が 2～3 か月に 1 回あり保健センターで行っている。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・障がい担当行政職が「こころの電話相談」として 24 時間対応。 

・土日の日勤帯は役所に休日担当職員が、夜間は警備がおり、担当課へ連絡がいくようにな

っている。連絡を受けたら職員が訪問等で対応している。 

⑦地域の精神障害者の会議 

・特に会議はやっていないが情報は保健センターに集まってくるので会議がなくても対応

できている。 

・当事者、家族との交流会を知名町と合同で行っている。 

⑧地域のネットワーク 

・島内医療機関、島外の専門医療機関、サロン、警察、地域とネットワークができている。 

また隣の知名町との連携もある。 

・徳之島病院から巡回診療が 2～3 か月に 1 回。費用は徳之島病院が負担している。保健セ

ンターで行う。送迎は町が対応する。１泊 2 日で来島し、知名町と半日ずつ対応。 

新規が多くなった場合には安定している人は後回しにして最大 25 人。 

⑨入退院時の支援 

・徳之島、鹿児島、奄美、沖縄の病院を受診している者が多い。 

・状態が悪い場合で家族の対応が難しい場合は役所が付き添うなどの対応をしている。数ヶ

月に 1 回は通っていると思うが基本的には病院からの送薬。 

・退院時は入院中の医療機関から行政に連絡があり支援を行う。 

・入院し急性期を過ぎたら島に戻ってくる。家族の引き受けはよく引き取り拒否は聞いたこ

とはない。長期入院で状態がよくなって戻ってこれないケースはあるかも知れない。 

・措置入院は鹿児島県立姶良病院。年に 1 回あるかないか。徳之島保健所から担当が来る

が、船がないときは鹿児島から県の障害福祉課職員が医師と来島し、空港で診察している。 



 

 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・本人や家族が精神科に抵抗があり、家族が隠していることが多い。 

・精神科医療機関ではなく内科医療機関でどうにかならないかということはある。 

・以前は危険とか言われていたが地域からはないので、引き受けはよいと思われる。状態が

悪いことの連絡はあるが苦情はない。 

⑪課題や今後の展望について  

・島内に精神科入院機関がないので船で連れて行かないといけないため医療へつなげるこ

とが困難。 

・島内に保健所もないため困難事例の対応が困難。 

・未受診者への対応が困難。 

 

（５）医療法人徳洲会 沖永良部徳洲会病院 

調査日：平成 29 年 2 月 27 日 

インタビュー協力者：院長、ケースワーカー 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

島内唯一の病院として 24 時間体制で救急の受け入れを行っている。現在新築移転工事中

イ 診療科について(精神科の有無等) 

・内科(総合診療)、外科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科、眼科、心療内科、神

経内科、糖尿・メタボリック外来、腎臓内科、皮膚科、整形外科、泌尿器科、大腸内視鏡

検査 

・心療内科については、平成 22 年から特別診療で月に 1 回診察を行っている。患者数が増

加してきたことで、最終的には第 2.3.4 週、毎週 2 泊 3 日のスケジュールで外来診察を行

っていた。 

・奄美にある笠利徳洲会病院院長から精神科医へ、奄美の徳洲会グループを回ってもらいた

いと依頼をし、笠利徳洲会病院を拠点として、喜界、沖永良部、与論の 4 か所の病院を回

ってもらっていた。しかし、昨年秋ごろから精神科医が体調を崩し、心療内科はストップ

していた。そのため、定期処方のみの対応をとっていた。今年 2 月からは奄美で開業をし

ている精神科医が毎月一回外来診察に来ている。2 日間で、1 日目が午前・午後、2 日目

は午前のみ診察。徳之島に精神科単科の入院設備のある病院はあるが、徳之島までの船が

一日一便のみで交通の便が悪く、費用もかかるため、家族の負担も大きい。又、徳之島病

院からの巡回診療も 2 か月に一度あるが、診察時間が短いということがあり、しっかり

と話を聞いてほしい患者や精神科に初めて受診するという方等地域住民からのニーズが

大きい。 

・沖永良部島内に県立病院がなく、島内で完結した医療をつくるためにも沖永良部徳洲会病

院で心療内科を設けている。 



 

 

ウ 病床数 

132 床(一般 62 床、医療療養 49 床、介護療養 21 床) 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟)  

・無し 

オ 平均在院日数  

・精神科病床がないため回答無し 

カ １日平均入院患者数  

・精神科病床がないため回答無し 

キ 長期入院患者数  

・精神科病床がないため回答無し 

ク 外来患者数  

・外来通院者数は 50～60 人ほど。 

ケ 精神科医師数  

・非常勤 1 名 

コ 併設されている施設について 

・居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

・無し 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

・無し 

ス 地域連携室の有無 

・職員構成 3名(MSW 1名、他 2名は兼務)2名は兼務のため、主は MSWが地域連携室の業

務を行っている。MSW 不在時など対応ができない際に他の 2 名に対応をお願いしている。 

②精神科救急医療体制 

ア 精神科救急体制について 

・自傷行為等で搬送された場合、救急外来で処置後、受け入れ先の精神科医療機関を探して、

調整次第、民間機や船で移動して頂く。必要に応じて看護師の同行有り。入院の受け入れ

先としては、管轄として徳之島病院と決まっており、退院したら沖永良部徳洲会病院で診

ていく体制にはなっている。年間で約 3 件ある。 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・受け入れは行っていない。 

・管轄の保健所が沖永良部島内になく、措置通報の際には、管轄の徳之島保健所が県立姶良

病院へ措置診察を依頼する体制となってはいるが、直接、救急で病院に受診されるパター

ンが多い。こういった場合の警察、保健所との連携体制が確立していないため課題である。 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 



 

 

・他施設への紹介に伴う、受診及び転院調整 

・他施設からの紹介による受診及び入院支援 

・退院支援において他部署、多機関との連携調整やカンファレンス実施 

・特定疾患など医療費助成相談 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・医療講演(8 回/月)…地区の公民館で医師が医療講演を 1 時間程度行っている。地域連携室

が会場設営や進行を担当している。地域住民へ健康に対する意識づけ、予防の大切さ、検

診の必要性について、各専門の医師から話をしている。 

・知名町地域自立支援協議会 出席 

・自殺対策強化事業研修会 出席 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・他施設からの入院相談を受け、送迎の段取りを行う 

・入院加療後、主治医より退院調整の指示 

・本人や家族との面談 

・必要な資源利用の申請手続き(介護保険・障害者手帳等) 

・カンファレンスの実施(退院までに必要な事を確認・介護支援連携指導) 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・平成 29 年 2 月 5 日(日)午前 8 時風呂場で首をつっている所を家族が発見。過呼吸あり、

1 時間程度その場に寝かせていた。9 時ごろ救急車要請し、救急車車内で錯乱状態になっ

た。当院搬入後も過呼吸、制止不可の状態で疎通取れず、セレネース 8A 静注後、ようや

く体動も少なくなり落ち着いた。外来看護師にて徳之島病院、奄美病院へ入院の相談をし

たが、休日の為非常勤医師しかおらず、受け入れを拒否。県立大島病院へ相談した所、奄

美病院が受け入れ了解すればドクターヘリにて搬送するとの事だったが、了承得られな

かった為断念。午前 11 時過ぎに外来看護師より MSW へ連絡あり、鹿児島か沖縄で受け

入れ相談できる病院が無いかと相談あり、自傷他害の恐れがある為、鹿児島県立姶良病院

への連絡と、沖縄の田崎病院、サマリヤ人病院を案内した。保健センターも休みの為、保

健師の個人携帯へ連絡し、徳之島保健所へ措置入院や医療保護入院の相談が出来ないか

依頼した。結果として、奄美病院が月曜日なら入院受け入れ出来るという事になり、一泊

だけ家族付き添いにて当院に入院。翌朝覚醒後は不穏無く、昨日の記憶も無い様子で落ち

着いていた。月曜日に地域連携室を通じて入院の調整を再度行い、奄美行きの飛行機で家

族と友人に付き添われ転院となった。 

④課題や今後の展望について 

・当院は精神科の常勤医不在であり、精神科病棟も無い為、緊急の対応が困難。 

・行政機関や精神科医療機関との連携も確立されていないのが現状で、外来・病棟看護師、

MSW の対応についてマニュアルを作成する必要がある。特に休日対応は困難である。 

沖永良部島内に鹿児島県立の診療所等あれば、鹿児島県本土の県立病院とも連携が図り



 

 

やすいのだが、沖永良部島内には民間の病院しかなく、特に精神科の救急対応には限界が

ある。 

５．沖縄県宮古島 

人口は 54,340 人（平成 28 年 12 月末日現在）である。年齢別構成年々少しずつであるが

減少を続けている（図 15）。年齢別構成では年少人口は 8,706 人（16.0%）、生産年齢人口は

32,291 人（59.4%）、老年人口 13.343 人（24.6%）となっている。主要産業は第 3 次産業が

14,369 人（59.8%）と最も多く、次いで第 1 次産業 5,133 人（21.4%）第 2 次産業 3,382 人

（14.1%）、となっている。 

 

図 15 宮古島市人口推移：（「統計みやこじま」を基に作成） 

 

（１）宮古島市役所 障がい福祉課             

 記載日：平成 29 年 3 月 

 対応者 社会福祉士 （主究者がとりまとめて記載） 

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移及び疾患別割合 

 

図 16 自立支援（精神通院）受給者数推移：（宮古福祉保健所概要を基に作成） 
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図 17 平成 27 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合（主要な疾患のみ記載）：

（平成 27 年度宮古福祉保健所概要を基に作成） 

・発症し戻ってくる者も多い。 

〇沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令 

医療費、自己負担分は「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令」 

の適用により公費負担となるため実質個人負担はない。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 6 手帳交付状況：（福祉事務所概要を基に作成） 

等級 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 

1 級 75 83 73 69 82 140 

2 級 231 255 223 211 253 320 

3 級 50 53 53 56 86 115 

合計 356 391 349 336 421 575 

③相談支援事業所数 

基幹相談支援センター（直営） 1 ヶ所 

障害者相談支援事業（委託） 5 ヶ所 

指定特定相談支援事業所 12 ヶ所 

指定一般相談支援事業所 4 ヶ所 

④障がい者支援施設数 

居宅介護事業所 25 ヶ所 

短期入所事業所 3 ヶ所 

生活介護事業所 6 ヶ所 

施設入所支援事業所 3 ヶ所 

就労移行支援事業所 3 ヶ所 

就労継続支援 A 型事業所 7 ヶ所 

就労継続支援 B 型事業所 11 ヶ所 

グループホーム 10 ヶ所 

地域活動支援センターⅠ型 1 ヶ所 



 

 

地域活動支援センターⅡ型 3 ヶ所 

移動支援事業所 8 ヶ所 

訪問入浴事業所 2 ヶ所 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

・直営の基幹相談支援センターを設置。社会福祉士 2 人、保健師 1 人、相談支援専門員 3 人 

を配置し障害者からの相談及び訪問等の支援を行っている。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・基本的には夜間、休日対応はしていないが緊急時に電話は市役所の警備会社を通じて課長

に報告され、課長が緊急対応の必要ありと判断される場合には担当職員へ連絡がいくよ

うになっている。 

・指定一般相談支援事業所が 4 ヶ所指定されており 24 時間対応可能となっている。 

⑦地域の精神障害者の会議 

〇伊良部地区障害者連絡会 

 伊良部地域を担当する関係者（駐在所、県立宮古病院精神科地域連携室相談員、保健所、 

伊良部庁舎市民課長、健康増進課、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、障が 

い者相談支援事業所、生活福祉課ケースワーカー等）が参加し 2 ヶ月に 1 回開催してい 

る。以前は「精神障害」に特化した会議であったが伊良部島内の精神障害者の支援体制が 

円滑に運用されてきたこと、高齢者の認知症や知的、身体障害などの他障害の検討もした

いという意見もあり障害者連絡会となった。当初は伊良部島大橋が開通するまでの期間

と位置付けていたが関係機関から橋開通後も継続の希望があり伊良部大橋が開通後も継

続して会議を開催している。平成 28 年度（全 6 回）で相談延件数は 65 件であった。 

〇城辺地区障害者連絡会 

伊良部地域をモデルとして 27 年度から開催している。駐在所、県立宮古病院精神科地域

連携室相談員、保健所、健康増進課、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、障

がい者相談支援事業所、生活福祉課ケースワーカー等が参加し、2 ヶ月に 1 回開催してい

る。平成 28 年度（全 5 回）の相談延件数は 86 件であった。 

○その他会議 

・精神保健医療福祉関係者連絡会議…宮古島内の精神科関連施設関係者が一堂に集まり情

報交換を行う。 

・精神科病院・警察・行政連絡会議…宮古圏域における精神医療保健の体制整備についての

会議。地域の課題や措置入院の運用について等。 

・精神科病院・行政連絡会議…地域で問題、未治療になっているケースに関しての情報共有、

対応を検討する。 

 

⑧地域のネットワークの特徴 

・行政が中心となって地域で障害者関連の会議を開催している。また、保健所が主催する会



 

 

議もあることから連携がしやすいネットワークがある。 

・直営で基幹相談支援センターを設置し、委託している障害者相談支援事業所との連携体制

を取っているため重層的な支援が行いやすい。 

・郡部の駐在や民生委員との連携があるため情報が入りやすい。 

・地域連携室に専属の精神保健福祉士いるため地域で生活する精神障害者の相談や入院患

者の相談など連携がとりやすい。 

⑨入退院時の支援 

・相談支援を行っている障害者相談支援事業所から基幹相談支援センターへ連絡が入るこ

とでセンターが訪問等によって支援を行い、受診が必要であれば同行し入院支援も行う 

・対象者が退院となる際には病院から連絡を受け退院支援会議へ参加し今後の支援体制の

検討や福祉サービスの導入を行う。 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・地域ごとに精神障害に対する偏見等に差がある。 

⑪課題や今後の展望について  

・障害者相談支援事業所は多くあるが社会福祉士、精神保健福祉等の専門職がほとんどいな 

いため専門性に欠ける。 

・民間の精神科訪問看護ステーションが 3 ヶ所あり、協力体制がないので医療と福祉での 

連携が取れていない。 

・グループホームが少ない。 

・他課との連携が難しい。（未受診者へ支援する課が曖昧など） 

・困難事例に対して保健所が頼りにならない。専門性に乏しい。 

 

（２）沖縄県立宮古病院 

記載日：平成 28 年 10 月時点を記載 

対応者：地域連携室 精神保健福祉士（共同研究者がとりまとめて記載）  

① 基礎情報 

ア 病院の特色について 

・2 次救急医療圏として 24 時間患者を受け入れている。 

・地域基幹病院として、又、地域支援病院として病床の効率的な運用が求められており、地

域医療連携推進に向け退院支援に取り組んでいる。急性期医療を中心とした良質な医療

体制を提供するために専門的な診療体制の確立を目指している。 

・精神科においては、宮古諸島において唯一、精神科病床を有する医療機関 

イ 診療科について(精神科の有無等) 

・精神科外来 有 

ウ 病床数 

・病床数 276 床（内、精神科 45 床） 



 

 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟)  

・閉鎖病棟 

オ 平均在院日数 

・91.69 日 

カ １日平均入院患者数 

・11 人 

キ 長期入院患者数 

・12 人 

ク 外来患者数 

・799 人（1 ヶ月実患者数） 

ケ 精神科医師数 

・4 人 

コ 併設されている施設について 

・無し 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

・デイ（デイナイト）ケア 有 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

・訪問診療・訪問看護 有 

・訪問診療 月 10 回（1 日 10 人～20 人） 訪問看護 週 4 回（1 日 5 人～8 人） 

ス 地域連携室の有無 

・室長(Ns)1 名、退院調整看護師 2 名、社会福祉士 1 名、精神保健福祉士 1 名、相談員(資

格なし)2 名、事務員 3 名 

②精神科救急医療体制 

ア 救急体制について 

・精神科はオンコール医体制 24 時間救急体制 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・措置入院を受け入れている。措置診察についても宮古病院精神科医、診療所精神科医で行

っている。 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 

・地域の病院、診療所、介護施設、福祉施設や行政機関などそれぞれ異なる機能間の連携調

整するコーディネーターの役割を果たしている。地域の社会資源を結ぶ窓口となってい

る。 

・平成 24 年 4 月に精神保健福祉士が地域連携室に配置され退院支援の取り組みが始まり、

多機関連携を図ることで現在までで 27 人の在院期間 1 年以上の長期入院患者（うち 5 年

以上 10 年未満 6 人、10 年以上 4 人）が退院し再入院せず地域で生活できている。 



 

 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・精神保健医療福祉関係者連絡会議…宮古島内の精神科関連施設関係者が一堂に集まり情

報交換を行う。 

・精神科病院・警察・行政連絡会議…宮古圏域における精神医療保健の体制整備についての

会議。地域の課題や措置入院の運用について等。 

・精神科病院・行政連絡会議…地域で問題、未治療になっているケースに関しての情報共有、

対応を検討する。 

・伊良部地区障害者連絡会・城辺地区障害者連絡会…地域の困難ケース、未治療ケースにつ

いて地区の関係機関で集まり情報共有、対応を検討している。 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・未治療のケースなど対応困難ケースについては、精神保健福祉士が相談の窓口となり、各

関係機関と連携し、外来受診、入院へとつないでいる。入院中は、退院に向けての社会資

源のコーディネーターの役割を果たしている。退院前調整会議の運用。 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・入院期間 30 年 50 代後半（男性）統合失調症。 自発性、活動性の低下、自閉的な入院

生活。キーパーソンの兄は非協力的であり、退院を拒否している状況。病院、市役所、相

談支援事業所が関わり、各関係機関が患者本人の抱える退院阻害要因に対して効率的に

かかわり、支援することで退院が可能となった。 

③課題や今後の展望について 

・外来患者数に対して、入院病床が限られているため、早期介入、早期退院、再発予防が重

要となってくる。そのため、精神科訪問診療、訪問看護、地域での会議、退院時調整に重

点を置き取り組んでいる。関係機関との連携体制の強化が重要。 

 

６．沖縄県石垣島 

人口は 49,160 人（平成 27 年 12 月末日現在）である。人口は年々増加を続けている（図

18）。年齢別構成では、年少人口は 8,637 人（18.5%）、生産年齢（15～64 歳）人口は 30,180

人（64.5%）、老年人口は 7,989 人（17.0%）となっている。 

主要産業は第3次産業が14,890人（66.8%）と最も多く、次いで第2次産業3,190人（14.3%）、

第 1 次産業 1,957 人（8.8%）となっている。 
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図 18 石垣市人口推移：（「統計いしがき」を基に作成） 

（１）石垣市役所 障がい福祉課 

 調査日：平成 29 年 1 月 13 日 

インタビュー協力者：基幹相談支援センター：主事（精神保健福祉士）    

①自立支援医療（精神通院）受給者数推移及び疾患別割合 

 

図 19 自立支援（精神通院）受給者数推移：（八重山福祉保健所概要を基に作成） 
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図 20 平成 27 年度自立支援医療（精神通院）受給者疾病別割合（主要な疾患のみ記載）：

（平成 27 年度八重山福祉保健所概要を基に作成） 
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・発症して戻ってくる者も多い。 

〇沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令 

医療費、自己負担分は「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令」 

の適用により公費負担となるため実質個人負担はない。 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

表 7 手帳交付状況：（八重山福祉保健所概要を基に作成） 

等級 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 

1 級 35 44 38 45 

2 級 86 95 109 81 

3 級 13 31 20 29 

合計 135 170 167 155 

③相談支援事業所数 

 基幹相談支援センター（直営） 1 ヶ所 

 障害者相談支援事業（委託） 2 ヶ所 

指定特定相談支援事業所 10 ヶ所 

指定一般相談支援事業所 4 ヶ所 

④障がい者支援施設数 

 居宅介護事業所 12 ヶ所 

短期入所事業所 2 ヶ所 

生活介護事業所 4 ヶ所 

施設入所支援事業所 2 ヶ所 

就労移行支援施設 1 ヶ所 

就労継続支援 A 型事業所 6 ヶ所 

就労継続支援 B 型事業所 10 ヶ所 

グループホーム 8 ヶ所 

地域活動支援センター 1 ヶ所 

移動支援事業所 9 ヶ所 

訪問入浴事業所 2 ヶ所 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

・係長、行政職、嘱託職員（精神保健の経験者）3 人体制。 

・島外の給付の決定、相談業務を兼務している。 

・困難ケースについて電話、訪問等によって支援を行う。 

 ・多問題家族支援が多いため教育委員会、児童家庭課、健康福祉センター、児童相談所と

連携している。 

・未受診者は健康福祉センターが担当、受診歴はある者は障がい福祉課が担当となる。 



 

 

・石垣市では発達支援システムを作っており、乳幼児から学齢期、学齢期から大人までを途

切れのない支援を今後作る予定。 

⑥夜間、休日の緊急時対応 

・委託相談支援事業所が対応する。 

⑦地域の精神障害者の会議 

・精神障害者に特化した会議はないが、専門自立支援協議会として、全体会議（年 3 回）、

相談支援部会（年 3 回）、就労支援部会（年 3 回）、子ども部会（3 回）地域移行・権利擁

護部会（年 3 回）、計画推進部会（年 3 回）がある。地域移行権利擁護部会は八重山病院

の精神科医長が部会長をしている。自立支援協議会の意見が強く発達支援システムや市

営住宅にグループホームの枠が設けられるなどの効果をあげている。 

⑧地域のネットワーク 

・多問題家族支援が多いため教育委員会、児童家庭課、健康福祉センター、児童相談所と連

携している。 

⑨入退院時の支援 

・精神科医師から退院前会議の連絡があった際に参加し、退院予定者の医療、福祉サービス

の検討を行い、1 人暮らしになっても生活できるようにしている。 

⑩地域からの精神障害についての見方 

・地域での障害者を受けて入れていると思う。大声出して街を歩いていても通報はされずに

見守っている様子がある。 

⑪課題や今後の展望について  

・親が高齢化しており親亡きあとの問題。グループホームの希望が多いが不足している。今、

市営住宅を建築しており都市計画課と連携し障害者のグループホーム枠を設けることと

なっている。2～3 戸（3LDK）。障がい福祉課でプロポーザルを行い 2 年後には事業所に

委託する予定。今後は県営とも協議し確保する予定。 

 

（２）沖縄県立八重山病院 

調査日：平成 29 年 1 月 13 日 

インタビュー協力者：精神科病棟師長、地域連携室看護師長、地域連携室精神保健福祉士 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

・八重山諸島において、唯一、重症患者に対応可能な急性期病院。周辺の島には病院はなく、

診療所が 7 カ所（西表島２、与那国島/竹富島/小浜島/波照間島/黒島それぞれ１常勤医１

人ずつ）ある。飛行機や船の定期便が運行しない夜間や、日中においてでも緊急性のある

重症患者が発生すれば、海上保安庁の協力のもと、ヘリコプターで八重山病院に搬送され

る。 

 



 

 

イ 診療科について(精神科の有無等)  

・内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、外科、呼吸器外科、消化器外科、

精神科、泌尿器科、整形外科、産婦人科、耳鼻咽喉科、皮膚科、眼科、リハビリテーショ

ン科、脳神経外科、麻酔科、放射線科、救急科 

ウ 病床数 

・288 床（一般：225 床、感染症：3 床、結核 6 床、精神 50 床、ICU4 床）精神科には平均

で 25 名の方が入院している。 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟)  

・開放病棟 

オ 平均在院日数 

・77.8 日 

カ １日平均入院患者数 

・8 人 

キ 長期入院患者数 

・5 人 

ク 外来患者数 

・5,332 人（１ヶ月平均延べ患者数）  

ケ 精神科医師数 

・4 名（内、精神保健指定医は 2 名） 

コ 併設されている施設について 

・無し 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

・デイケアあり（デイケア、ショートケア（ナイトケアはなし）） 

・小規模 30 人まで 職員は看護師と作業療法士 

・一日平均で 10 数名が利用している。登録者は 17 名 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

＜訪問診療＞ 

・八重山諸島において、唯一、総合病院で 24 時間救急体制をとっている。加えて、石垣島

内での訪問診療（在宅での看取り、通院ができない患者を対象）、西表島、小浜島、与那

国島、波照間島、石垣島内の伊原間（内科のみ）で巡回診療を行っている。 

・対象者は約 40 名。 

・西表島（8 名）、小浜島（2 名）、与那国島（12～13 名）、波照間島（15～16 名）において

は、2 か月に一回の頻度で、診療所を訪問し、診察を行っている。また、1 か月に一回の

頻度で薬を送っている。 

・巡回診療の際は、竹富町、与那国町それぞれの保健師が同行している。島内の障がい者施

設、高齢者施設への精神科の訪問診療はやしのきクリニックにお願いし、担当してもらっ



 

 

ている。 

・訪問診療年間 24 件 

＜訪問看護＞ 

・民間の訪問看護ステーション（4 カ所）ができたため、八重山病院での訪問看護はなくな

り、外部の事業所へ依頼している。 

ス 地域連携室の有無 

・医療部長(Dr)、師長(Ns)、副師長(Ns)、がん相談担当 Ns、社会福祉士 2 名、精神保健福

祉士、退院調整 Ns、事務員 5 名 

②精神科救急医療体制 

ア 救急体制について 

・精神科は 24 時間、オンコール医体制で救急対応を行っている。救急では一般科の医師が

まず患者の状態を診て、精神科受診が必要な状態であれば、精神科医師へつないでいる。

大量服薬や、自殺企図などはまずは身体的な処置を行う。入院が必要な場合も精神科では

なく、一般科に入院となるケースの方が多い。 

・石垣市には休日夜間当番診療所のシステムがないため、休日夜間には、軽症から重症患者

のほとんどが八重山病院の救急外来を受診しているため、精神科患者については、なるべ

くは通常の精神科外来で受診できるように調整している。調子が悪くなる前兆だと感じ

たら早めに対策をとっている。地域の人からも「スーパーで買い物をしてたけど、いつも

より様子がおかしかった」と情報をくれることもある。 

・近年では、観光客数が年々上昇しており、観光で滞在中に救急での精神科受診につながる

方が増えている。 

・精神科患者の中には、救急を頻回受診する方がおられるため、救急科から話が上がり、そ

の対応について院内でケース会議を行っている。 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

・措置入院の受け入れは行っていない。 

・措置通報があると、措置診察を八重山病院とやしのきクリニックの医師が行い、要措置と

判断されれば、精和病院もしくは琉球病院へ入院の運びとなる。 

・措置入院患者が退院してくる場合は、沖縄本島での入院先の病院の医師が石垣に来て、地

域の事業所も含めた会議を行う。会議では入院中の治療状況についての情報共有や、今後

の地域での支援体制について話し合っている。 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 

・精神保健福祉士は週 1 回、毎週水曜日に精神科での業務を行っている。水曜日以外でも 

精神科患者に関する、相談や対応が必要な場合には対応している。精神科患者の退院支援

については、精神保健福祉士が週 1 日の精神科での勤務ということもあり、元々、障害福

祉サービスとつながっていたケースについては、医師、看護師と地域の事業所の相談支援



 

 

専門員が退院支援を行っており、サービスにつながっていないケースや退院困難ケース

を精神保健福祉士が対応している。 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

・精神障害者支援機関連絡会議(保健所主催) 

困難ケースの検討や、自殺企図のある方についての対応やゲートキーパーの普及に関し

て等地域で精神保健福祉分野で課題となっている事について検討をする。 

・地域での出前講座 

自立支援協議会（地域連携室長が参加している）。保健所主催での会議に参加している。 

・在宅医療介護連携推進事業協議会(包括支援センター主催)連携室師長が参加している。 

・保健所主催での会議(結核患者についての会議等)に地域連携室師長参加している。 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

・精神科患者から精神科への受診相談は直接、精神科病棟が対応している。患者の状況をわ

かっている職員が対応しているという点ではメリットであると考えている。 

・精神科病棟での患者本人、家族からの電話対応と、巡回診療で症状が悪化する前にできる

だけキャッチできるようにしている。 

・地域からあらゆる相談が地域連携室に入るため、地域連携室でスクリーニングし、分担し

ている。 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

・入院患者の退院支援を行う際には、市役所、保健所、地域の事業所によく関わってもらっ

ている。  

・退院前のカンファレンスにも出席してもらっている。 

・波照間島に関しては、診療所と保健師とウェブ会議を行っている。 

④課題や今後の展望について 

・数年前まで行っていた地域住民への精神障害に対する理解促進、交流を図るため開催して

いた催し（精神科患者の作品展示や野菜の販売）が人員体制の問題もあり、できなくなっ

ている。 

・石垣島では地域性として、隣近所で顔見知りの関係性が昔からできており、精神障害者に

対しても、住民の受け入れが良い。昔からこんな子だと思われ、関わられている。しかし、

最近は移住者が増えてきて何かあればすぐ通報されることが増えたように感じる。 

・田舎の方が精神障害者に対して寛容。 

・件数は少ないが、警察に通報があったケースについては、警察官も含めてケアカンファレ

ンスを開催している。 

・精神障害者の家族について、同居している家族は親と同居している方が多く、親が高齢と

なり、今後単身生活が困難となってくる人も出てくると思われる。特に長期入院患者につ

いては、家族も高齢化し、自宅での受け入れが困難なケースが多い。 

・加えて、受け入れ先となる GH、施設の空きがない状況。長期入院患者自身も高齢化して



 

 

きている。65 歳を超えると、障がい者施設での受け入れは困難となるが、ADL が自立し

ているため、高齢者施設での受け入れも困難な状況で受け入れ先がない。障害者施設から

の地域移行が課題。 

・新病院への移行を控えており、精神科は 50 床→38 床へ削減される予定。病棟も閉鎖病棟

になる。保護室が 2 床から 4 床へ増える予定。 

 

Ⅴ 考察 

１．離島が抱える現状と取り組み 

 まず、島内で生活する精神障害者の背景について検討する。第 1 に考えられるのは島内での

発症者（以下、島内発症者）である。先行研究において真喜屋ら 4)が宮古病院精神科外来初診

患者の発症の場所に関する調査を実施しており、1975 年には約 53%（16 人）、1980 年には

約 66%（19 人）、1985 年には約 38%（14 人）いたことを報告している。また、2017 年で

の波名城ら 5)の調査においても調査対象者とした精神障害者の約 44%（21 人）が島内発症

であったことを報告していることから多くの島内発症者がいると考えられる。 

次に考えられるのは島出身者で進学、就職のために島外で生活し、発症し帰島する者（以下、

島外発症者）である。今回の調査では全島が「島外で発症し戻ってくる者が多い」と回答してい

る。また、前述した真喜屋らの研究においては、1975 年には約 47%（14 人）、1980 年には約

34%（10 人）、1985 年には約 62%（23 人）いたことを報告し、同じく波名城らの研究にお

いても、56%（27 人）が島外発症者であり、そのうち体調不良を理由に帰島している者が

59%（16 人）いたことを報告していることから、多くの島外発症者がいると考えられる。

その背景としては、島内に専門学校や大学などの進学先がないことや仕事が少ないことなど

から進学や就職のために島外にでていき、新しい環境での生活の中で体調を崩し、故郷に帰

島すると考えられる。 

その他として考えられるのは島民ではない精神障害者が移住するケース（以下、移住者）

である。全島ではないが特に石垣島や宮古島といった観光地としてメジャーな大規模離島、

八丈島といった都心部からアクセスのいい離島では移住者が増加している。 

次に疾患別割合を比較すると、全国の精神障害者の疾患別構成割合 6)では、「気分〔感情〕

障害（躁うつ病含む）」の割合が 1 番高く、ついで「統合失調症、統合失調症型障害及び妄

想性障害」であるが、離島では、「統合失調症」の割合が高く、継続的な精神科医療体制が

必要である。 

しかし、精神科医療機関の状況を見ると、今回対象とした離島は、医療機関に精神科また

は心療内科などを標榜している医療機関であり尚且つ精神病床数が全国平均より少ない離

島であることからある程度の医療体制は担保されていると考えていたが、常勤の精神科医

を配置していたのは、八重山病院（4 人）、宮古病院（4 人）、隠岐の島病院（1 人）のみで

他の離島では、都立病院や系列病院からの派遣や民間精神科病院の巡回診療に頼っていた

り、病院が独自に依頼しているなど常勤ではなく非常勤医師に頼り精神科医療を提供して



 

 

いる現状があり、また診療日も週 4 日～数ヶ月に 1 回など体制も様々であり、人口 10 万対

精神科医数 7)及び人口 10 万対の精神科入院病床が全国平均以下であった。また、措置入院

の受入れについても可能な医療機関は宮古病院のみでその他の医療機関では措置入院は不

可能である。更に医療機関が人口集中地にあり、人口が少ない地域からの交通アクセスも悪

く通うのは困難である。島外の精神科医療機関に通院する者もいるが、離島では、飛行機や

船で通う必要があり、通院するのは費用的にも時間的にも困難である。これらを見ても島内

に継続的な精神科医療体制が必要である一方で、離島の精神科医療は非常に不安定である

と考えられる。 

 陸続きではないため島内にて支援をしていかなければならない状況の中で、離島の医療

機関や自治体は様々な支援を行っている。例えば、医療機関では訪問診療/看護や出前講座

を行っている。訪問診療/看護によって医療サービスを訪問にて提供することで、通院が困

難な精神障害者へ本人や家族も含めた支援を行い地域生活の安定を図っている。また、地域

で出前講座を行うことで地域の疾病に対する知識の普及や精神障害者の地域の受け入れを

円滑にするなどの効果があると考えられる。 

また、行政機関では、保健師や行政職、福祉職による訪問や 24 時間の相談電話体制、町

立の訪問看護ステーションを設置し医療を提供するなどの行政機関の職員が中心となって

支援を行ったり、障がい者相談員を委嘱し集落での相談会を開催したり、障害者相談支援事

業所に相談支援を委託し 24 時間の相談支援をするなどの取り組みを行っている。特に宮古

島市や石垣市のような比較的大きな自治体では相談支援の中核組織である基幹相談支援セ

ンターを直営で設置し、委託した障害者相談支援事業所へのスーパーバイズや会議の開催

などを行いより専門性の高い相談支援体制を構築している。また、小規模な自治体では、社

会資源が少ないために直接支援を行うことが多いが、大規模自治体では困難な他課との連

携体制を構築し高度な支援を行っている。 

 以上のように精神科医療機関と行政機関が地域で生活する精神障害者を支援するために

支援を行っているが、それぞれが支援するだけではなく相互の連携が重要である。その連携

の要となるのが行政機関の開催する連絡会議である。会議では、行政（障害、高齢者担当な

ど）、福祉機関、医療機関のソーシャルワーカー、警察、地域住民などの現場で実際に支援

している者や関係している者が参加し、困っている事例を共有化し支援方法を検討してい

る。会議の中で情報集約及び支援方法を検討することにより、精神障害者の症状悪化時を早

期発見、早期介入することで継続的な地域生活を可能にしている。また、入院となっても退

院を円滑に行えるような受け入れ体制の整備などの支援もできると考えられる。 

また、連絡会議だけではなく、行政機関が主催する自立支援協議会においても地域の実情

に詳しい者が参加することで島内の福祉サービス状況を検討することができ、足りない支

援を補う（例えば、公営住宅にグループホームを確保するなど）など、行政機関にしかでき

ない支援も行なうことができる。 

 離島では精神科医療体制が不安定な状況にあるが、精神科医療機関と自治体、地域が相互



 

 

に連携し島内で精神障害者が地域生活を送れるように直接的、間接的に支援することで精

神科入院病床が少ない（またはない）中での支援を可能にしていると考えられる。 

 

２．多機関連携ネットワーク支援体制 

 精神障害者を地域で支えるには精神科医療機関や行政機関だけではなく福祉事業所や地

域が連携した支援体制が必要となる。地域で精神障害者の支援には、受診や訪問診療/看護

などの医療サービスや相談支援事業所の相談支援やグループホームの利用やホームヘルパ

ーの利用などの福祉サービス、行政機関の担当職員による支援や自立支援医療（精神通院）

制度や精神保健福祉手帳制度などの行政サービス、民生委員による支援やその他サービス

などの多くの支援を組み合わせる必要があるが支援する者の立場や所属する機関や制度

（診療報酬制度や障害者総合支援法など）、職種によって支援内容が異なる。 

 例えば、治療には医師の診察が必要であり、グループホームやヘルパーを利用するために

は、相談支援事業所のサービス等利用計画が必要である。また、医療や福祉、行政、その他

の機関等で行われている「訪問」を見ても訪問診療/看護は診療報酬に基づいて医師や看護

師、精神保健福祉士が行い医療的な支援が中心になるが、相談支援事業所の訪問支援は障害

者総合支援法に基づき、保健師、社会福祉士、相談支援専門員などの保健福祉的支援が中心

となる。同じく民生委員は民生委員法に基づき地域住民の相談役としての役割、警察は地域

の防犯や見守りといったような支援となるなど、同じ「訪問」を取り上げても各々の支援内

容は異なる。精神障害者に対して多くの支援が入ることは地域支援を継続するためには必

要であるが、各機関が支援方針に違いが生じる（例えば、住居について A 機関は 1 人暮ら

し、B 機関は施設入所、C 機関はグループホームを勧めるなど）と本人を混乱させ状態悪化

となる可能性もある。また、機関によってそれぞれが持つ情報が違うことから本人の状態の

全体把握がつきにくいため情報を統合化とマネジメントが必要である。 

マネジメントについて、足立 8)は ACT と外部の相談支援事業所が各々でマネジメントを

行うことでダブルマネジメントの課題が生じることを指摘し、同法人内に相談支援事業所

を立ち上げることでダブルマネジメントの課題は軽減したことを報告している。同じく、宮

部 9)は医療と福祉の地域サポートシステムの創出とシステムを包括する ACT-G を立ち上げ

た。その結果、マネジメントと情報共有化を行うことで精神障害者の地域生活の継続に効果

があったと述べている。更に、波名城は入院病床がない A 島において、医療機関と福祉機

関の運営母体が違うことから行政（基幹相談支援センター）が医療と福祉を統合したマネジ

メントを行うことで医療から福祉、生活場面までも含めたきめ細やかな支援が可能となる

と報告している。 

 以上のように情報の統合化したマネジメントは効果がある一方で、所属機関が異なると

情報共有が困難である。また、基幹相談支援センター等が設置され専門職の配置のある行政

であれば、波名城の取り組みも効果的であるが、行政機関によっては専門職が配置されてい

ない場合も多い（今回調査した行政機関では、専門職として障害福祉担当課に専門職として



 

 

配置されていたのは隠岐の島町役場、宮古島市役所のみ｟八丈町役場、石垣市役所は資格者

ではあるが行政職としての配置であるため除く｠）ため、配置状況次第では難しいと考えら

れる。 

以上、先行研究及び本調査の取り組みを基に多機関連携ネットワーク支援体制図を図 21

に示した。精神障害者の地域生活を支援する上で医療機関や行政機関、福祉機関、その他関

係機関の支援が必要である。例えば、医療機関は診察や入院、訪問診療/看護、デイケアな

ど医療サービス他病院との連携、行政機関では相談/訪問などの直接支援以外にも生活保護

課や高齢者担当課、ときには市民課や住宅課など生活を送る上で窓口となる他課との連携

や地域の障害者の現状を把握する自立支援協議会の開催などの行政サービスがある。また、

福祉事業所には福祉職等による訪問やヘルパー、グループホームの利用、就労支援事業所へ

の通所などの福祉サービスがある。その他として民生委員や地域支援者の相談支援や警察

の見守り等多くの支援がある。 

 日常の支援において各機関相互の連携はあると思われるが関係する多くの機関と情報を

統合化し支援するのは困難である。そのため、市町村の障害担当課が各地区（行政単位でも

よい）で精神障害者を支援する医療機関のソーシャルワーカーや行政機関、相談支援事業所

（委託）、場合によっては警察（地区の担当）や地区の民生委員などを招集し地区精神障害

者連絡会を開催する。医療機関のソーシャルワーカーは医療情報、行政機関は他課の情報、

相談支援事業所は福祉情報などをとりまとめ、医療、福祉、行政などの情報統合化と支援方

針の検討と役割分担を行う。地区精神障害者連絡会で情報を統合化し役割分担した方針に

沿って支援することにより、方向性のズレを防ぎ、各機関の専門性にあった支援ができるた

め、より専門性の高い支援が可能になるとともに現場においても質の高い連携が行えると

考えられる。会議の主催である市町村は各機関の情報の統合化と役割分担の進行を行うた

め、行政職でも十分可能であると考えられる。 

また、圏域精神障害者連絡会は圏域ごとに開催するため圏域の保健所などの県の機関が

招集する。参加者は地区精神障害者連絡会の担当者、医療機関、相談支援事業所（委託）で

ある。各地区の精神障害者連絡会で検討された内容を集約し、圏域の現状の把握と取り組み

の検討を行うことで圏域レベルでの取り組みを検討する。また、地域に不足している資源が

あれば社会資源の創出や市町村が開催する自立支援協議会に提言するなどの役割を担うこ

とで地域のニーズに適した支援の枠組みの構築を図るなどの役割を担う。 

 以上の多機関連携ネットワーク支援を行うことによって精神障害者の地域生活の支援が

可能になると考えられる。 

 



 

 

 

図 21 多機関連携ネットワーク支援体制図 

 

Ⅵ 終わりに 

 本稿では入院中心医療から地域生活中心への過渡期にある我が国への示唆を得るために、

精神病床数の少ない離島において精神障害者の地域生活支援の取り組みの研究を行った。

その結果、少ない精神病床数であっても関係機関が連携し支援を行うことで精神障害者の

地域生活が可能になることが示唆された。 

 医療体制や社会資源が充実した都市部と違い、離島では医療体制の不安定さや社会資源

の少ない中、精神障害者を支えていかなければならない現状の中で、医療や福祉、行政やそ
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の他関係機関の熱意によって構築された多機関連携ネットワーク支援体制であると考えら

れる。 

遅れていると思われがちな離島であるが、離島にこそ我が国の抱える問題の解決策とな

る先駆的な実践モデルが多くあると私は感じている。 

 今回調査した石垣島以外の離島では人口が減少している。その一方で高齢化率も高く、精

神障害者などの支援を必要とする方々も増加傾向にある。今後このような状況の中で「島で

島民を支える」支援がどのように構築されていくのか、今後とも興味深く研究するとともに

私も実践者の 1 人として取り組んでいきたい。 
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（別紙 1） 

行政機関インタビュー項目 

①自立支援医療(精神通院)受給者数推移及び疾患別割合 

②精神障害者保健福祉手帳交付状況 

③相談支援事業所数 

④障がい者支援施設数 

⑤担当の専門職の職種（担当課の特徴）と支援内容 

⑥夜間、休日の救急時対応 

⑦地域の精神障害者の会議など 

⑧保健所、病院との連携 

⑨地域のネットワークの特徴 

⑩入院退院時の支援 

⑪地域からの精神障害についての見方（偏見 or 受容） 

⑫課題や今後の展望について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙 2） 

医療機関インタビュー項目 

①基礎情報 

ア 病院の特色について 

イ 診療科について(精神科の有無等) 

ウ 病床数 

エ 精神科病棟について(閉鎖病棟/開放病棟) 

オ 平均在院日数 

カ １日平均入院患者数 

キ 長期入院患者数 

ク 外来患者数 

ケ 精神科医師数 

コ 併設されている施設について 

サ 精神科デイケア/外来作業療法の有無 

シ 精神科訪問診療・訪問看護の有無について 

  ➡訪問頻度、一日あたりの平均訪問数 

ス 地域連携室の有無 

  ➡有の場合：職員構成 

 ➡無の場合：その役割を担う部署、職種の有無 

②精神科救急医療体制 

ア 救急体制について 

イ 措置入院患者の受け入れについて 

③地域連携 

ア 地域連携室の役割や機能について 

イ 関係機関との連携についての取り組み(主催している会議や参加している会議等) 

ウ 入院の受け入れから退院に至るまでの関わり 

エ 関係機関との連携を行ったケース(事例)について 

④課題や今後の展望について 

 

 

 

 


