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野津眞氏 

（東京都立多摩総合精神保健福祉センター所長） 

 

 

 

 

 

１１：２０～１２：００  基調講演Ⅱ 

～プロフィール～ 

 

氏名   野津 眞 (のづ まこと） 

略歴 

昭和 52 年 3 月 東京大学医学部医学科卒 

  同 年 4 月 東京大学医学部付属病院分院神経科研修医 

昭和 58 年 4 月 東京都立世田谷リハビリテーションセンター 

昭和 60 年 4 月  東京都立中部総合精神衛生センター 

昭和 62 年 7 月 東京都立中部総合精神保健センター医長 

平成 7 年 4 月  東京都立精神保健福祉センター地域援助医長 

平成 9 年 7 月 東京都衛生局医療福祉部精神保健福祉課長 

平成 11 年 4 月 東京都立中部総合精神保健福祉センター保健福祉部長

（平成 13 年 4 月～平成 14 年 3 月 都立松沢病院診療部長兼務） 

  平成 20 年 4 月 現職 

資格 

  医学博士 

  精神保健指定医 

専攻 

  精神科リハビリテーション 

  地域精神保健・精神障害者福祉 
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【基調講演Ⅱ：野津眞氏】 

 

先ほど国のお話を、非常に広い範囲でしかも細かくお話をして頂きました。改めてああやって聞

かせて頂くと、一つ一つの事業の見分けがあまりつかない感じですが、国も一生懸命取り組んで

おられるという事なので、私共としても心強いところではあります。 

さて私は、多摩センターという所で多摩地域の精神保健福祉の仕事を行っているわけですが、

今日は東京都での精神障害者の地域生活移行支援という、国の話から比べればローカルなお話

です。さらに多摩地域ということですが、東京には１，２００万の人口があって、特別区が８００万人。

多摩地域２６市３町１村というと、東京都と言っても地域によっていろいろな違いがございます。 

まず、私は多摩地域の特徴的なところをお話申し上げて、その後他についてもお話いたしま

す。 

 

 

東京都の精神保健医療の現況

� 自立支援医療利用者 約127，０００人

� 精神保健福祉手帳保持者 約４３，０００人

� 精神科病院 １１４ 病床数 約２４，６００床

� 精神科診療所 約１，０００

� 訪問看護ステーション 約６００

� 相談支援事業所 ５６

（地域活動支援センターⅠ型等）

 

最初は、東京都の精神保健医療全般についての現況をご説明申し上げます。 

自立支援医療を利用している方が約１２万７千人くらい、１３万人くらいまで伸びてきております。

精神保健福祉手帳は 4 万３千から 4 万５千くらい。精神科の病院は１１５、病床は２万４千６００、

精神科の診療所は約１，０００。訪問看護ステーションが６００、相談支援事業所が５６となっており

ます。 
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多摩地域の概況

� 人口：4,109,272 (平成19年10月1日）

� 人口密度：2,616.69人/km2

13,692.78(下谷)、14,451.07（中部）

� 行政単位：２６市３町１村

� 八王子約57万人、町田約41万人

� 府中約25万人、調布約22万人

� 10万から20万人：13市

� 5万から10万人：9市

� 5万人未満：3町1村

 

多摩地域はどういうところかというと、人口は平成１９年を集計してみますと４１０万人。人口密

度は１平方キロメートル当たり２，６２０人。これを精神保健福祉センターそれぞれ、下谷にござい

ます精神保健福祉センターの担当区域の人口密度では１３，６９２人。中部センターの担当してお

ります区域で１４，４５０人。同じ東京で見ましても、多摩地域の人口密度と言うのは違うということ

がわかります。 

行政単位では、一番大きいのが八王子市で５７万人、町田市が４１万人となりまして、１５万人

から２０万人くらいの市が１３、５万人から１０万人の市が９、５万人以下が３町１村ということです。 

保健医療圏域

� 西多摩（青梅、福生、羽村、瑞穂、奥多摩、あきる野、日の出、檜原）

約39万8千人

� 南多摩（八王子、町田、日野、多摩、稲城）

約137万6千人

� 北多摩南部（調布、狛江、府中、小金井、武蔵野、三鷹）

約97万3千人

� 北多摩西部（立川、昭島、国立、国分寺、東大和、武蔵村山）

約62万3千人

� 北多摩北部（小平、西東京、東村山、清瀬、東久留米）

約71万1千人

 

保健医療圏域ですが、多摩地域は西多摩・南多摩・北多摩の南部・西部・北部というようにござ

います。西多摩保健医療圏域は人口約４０万人ぐらい。南多摩というのは八王子・町田が入って

おりますので１３７万人。すごい数ですが、先ほど言いましたように八王子・町田を足しますと１００

万人近くなります。 

北多摩南部が１００万人弱、北多摩西部が６２万人、北多摩北部が７１万人です。 
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自立支援医療（精神通院）
(平成18年度末推計)

� 西多摩：約4,200人 (人口万対104.5)

� 南多摩：約14,300人 (同103.6）

� 北多摩南部：約9,600人 (同98.6)

� 北多摩西部：約6,700人 (同107.６)

� 北多摩北部：約9,100人 （同128.0）

参考 多摩全域：約43,800人（107.4）

都全域：約127,900人（100.6）

 

各圏域ごとに、自立支援医療の利用者を計算してみますと、西多摩では人口万対で１０４、南

多摩では１０３、北多摩南部が９８、北多摩西部が１０７、北多摩北部がこのように１２８ということ

で、かなり抜けているというところです。参考のために多摩全域ですと１０７、都全体で１００くらい

です。 

 

精神障害者保健福祉手帳
(平成18年度末推計)

� 西多摩：約1,340人 (人口万対33.0)

� 南多摩：約4,470人 (同32.5）

� 北多摩南部：約3,170人 (同32.６)

� 北多摩西部：約2,020人 (同32.5)

� 北多摩北部：約3,000人 （同41.６）

� 参考 多摩全域：約13,950人（同34.2）

都全域：約42,000人（同31.7）

 

精神障害者の精神保健手帳を見てみますと、人口万対で西多摩で３３、南多摩で３２という感じ

になります。やはり、北多摩北部が対人口当たりの手帳所持者の数が多いということになります。 

こちらも参考までに、多摩全域でいきますとだいたい３４くらい、都全域でいきますと３１くらいで

すので、やはり北多摩北部の数の多さが明らかになっていると思います。 
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東京都の精神科医療資源の分布と特徴

○○○○●●●●●

●●●●●●●●

●●●●

●●●

●

○○

●●
●○

●

○○●●●

●●●●

●
○

○●●

●●

○●●

●●●

●●●

●●

●●●

●

●

○○○○

○○○○●●

○○○

○

○

●○

●●●

○○○○

●●●●
●●

●●●●

○●

○

○○○○

●

○○ ●

○

○

○は１年以上の入院患者がいない病院（大学病院、公立病院等）

●は１年以上の入院患者がいる病院

多摩の病床16,052

６５歳以上４１．５％

７５歳以上１７．０％

平均在院日数２３５．２（国３２０．３）

区部の病床8,676

 

次は、精神科の医療資源、東京都では多摩地域に精神病床が偏っています。人口比では区

部：多摩が２：１ですが、精神病床数では逆に区部：多摩が１：２です。 

現在平均在院日数は２３０日余り、東京都は国全体から見ても、精神病院の在院日数は短くな

ってきています。一般論として、東京都の精神科病院は日本全国からみますとやはり良いところ

が多い、例えば退院促進などに関しても熱心に取り組んでいるというのが私たちの実感ですけれ

ども、それが数字の上でも出ているのではと思います。 

多摩の医療資源分布

� 病床数(市町村別)

� 八王子：約4,100(人口万対72.9）

� 青梅：約2,300(同166.8）

� 町田：約1,600(同40.4）

� 小平：約1,300(同69.8）

� 三鷹：約1,200(同69.2）

� 多摩：約1,000(同72.1）

� 1,000未満：11市町

� なし：12市町村
 

病床数で一番多いのは八王子市。その次は青梅市、町田市となります。ただこれを人口比で見

てみますと、青梅市が１６０を超えていて圧倒的に多い。人口で割るのはあまり意味がないことで

はあるけれども、実際に青梅に住んでいる方は「精神科病院が多いな」と感じていると思います。

その一方で同じ多摩地域には「病床がなし」というところが１２市町村あります。 

病床数が多い多摩地域ですが、もう少しミクロに見ていくと、市町村間の差が結構あることがわ

かって頂けるかと思います。 
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多摩の医療資源分布２

� 病床数（圏域別）

� 西多摩：約２, 550（人口万対64.0）

� 南多摩：約7,590(同55.2）

� 北多摩南部：約3,260(同33.5）

� 北多摩西部：約60（同1.0）

� 北多摩北部：約2,800(同39.4）

� 参考 多摩全域：約16,000(同39.9）

都全域：約24,600(同19.5）

 

同じことを圏域別で計算していきますと、西多摩の圏域が人口万対６４。多摩全域ですと４０で

す。都全域では１９という数字になっています。 

 

市町村財政（平成19年度）

精神保健福祉費（一部データなし)

� 予算額

� 最大：約38億3千万円（H市）

� 最小：約100万円（H村）

� 住民一人当たり予算額

� 最大：2114円（T市)

� 最小：2.8円（H市）

� 東京都（参考）

� 予算額：約186億1千万円 （内医療費公費負担：約166億3千万円）

� 一人当たり予算額：1454円

 

次は財政、これは平成１９年度の予算額ですけども、精神保健福祉費という形で公表されてい

ないところもあります。最大で３８億円、最小が１００万円。これは総額で、住民一人当たりの予算

を計算してみますと、最大が２，１１４円、最少が２．８円。参考のために東京都の予算を見ますと、

１９年度が１８６億円。１人あたりが１，４５４円。 

ここで気をつけておかなくてはいけないのは、医療費公費負担（自立支援医療や措置入院など

の医療費負担）が１６６億円という金額です。医療費以外に使えるお金は２０億円くらい。これはあ

まり知られていないことですけど、非常に大事です。 
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施策の流れ 

「こころのバリアフリー宣言」

の普及等を通じて精神疾患

や精神障害者に対する国民

の理解を深める

相談支援、就労支援等の施設

機能の強化やサービスの充実を

通じ市町村を中心に地域で安心

して暮らせる体制を整備する

救急、リハビリ、重度などの

機能分化を進めできるだけ

早期に退院を実現できる

体制を整備する

「入院医療中心から地域生活中心へ」という

精神保健福祉施策の基本的方策の実現

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後１０年間で進める。

・精神医療・福祉に係る人材の育成等の方策を検討するとともに、標準的なケアモデルの開発等を進める

・在宅サービスの充実に向け通院公費負担や福祉サービスの利用者負担の見直しによる給付の重点化等を行う

精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み
2004年9月 厚生労働省精神保健福祉対策本部報告

国民の理解の深化

地域生活支援の強化精神医療の改革

基盤強化の推進等

※上記により、今後１０年間で必要な精神病床数の約７万床減少を促す
 

さて、次は施策の流れです。そもそもこの１０年ぐらいで、精神障害者の施策は変わってきたわ

けですが、出発点がどこにあったかというと、平成１６年の「改革ビジョン」ですね。 

 

東京都地方精神保健福祉審議会最終答申（概要）
2006年6月

【第１章】精神保健福祉施策の現状と課題

【第２章】「地域生活中心」への構造改革に向けて今後展開すべき精神保健福祉施策

○ 将来にわたって「いわゆる社会的
入院」 の発生を予防する仕組みづ
くり

地域での受入体制の整備を進めることに力点を

置きその上で、いわゆる社会的入院患者の退院
を進める。

◇精神障害者の個々の状況に応じた地域
支援体制の再構築

◇地域精神科医療の充実と、適切な医療の
提供に向けた仕組みの構築

◇精神障害者の生活を支える質の高い
人材の育成

◇新たな普及啓発活動の展開と心の健康
づくり

【第３章】新たな施策を実現するための体制整備とさらなる課題
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そういう全体の流れを受けて、東京都は２００６年６月に地方精神保健福祉審議会の最終答申

を出しました。最終答申は、全部で３章構成になっています。 

一番最初が、「精神保健福祉施策の現状と課題」で、第２章が「地域生活中心への構造改革に

向けて今後展開すべき精神保健福祉施策」というタイトルがついておりまして、その中に、大きな

柱でございますけれども、「地域での受け入れ態勢の整備を進めることに力点をおいた上で、いわ

ゆる社会的入院患者の退院を進める」と。また、この中で大事な視点の一つは、将来にわたって

社会的入院の発生を予防するような施策作りをしようということも書いております。 

私どもの多摩のセンターですが、病床・ホステルを持っておりまして、つい先日、１月に入ってか

らですが、利用して下さる精神科病院の皆様・スタッフの方々にお集まり頂いて、いろいろな意見

交換をしました。その中で言われていたのが、病院側からすると、いわゆる退院促進で、比較的

出しやすい方々っていうのはおおむね出してしまったと。いろいろな条件・状況をかんがみて、そ

れが困難であるという方々が、今控えておいでです。「退院促進の第２ステップだ」という声が少な

くありませんでした。 

例えばセンターのホステルなどを利用して頂いて、手厚くケア、それから治療もおこないつつ、

退院も促進していくというのが大事ですね。地域における退院促進で、これから第二弾・第三弾と

いう形で、自然に困難度の高い方々を対象にしていく必要が出てくる可能性がある。 

その一方で、退院促進という、とにかく出せる人を出して、最終的には病床を減らしてということ

になるのでしょうが、図の右側にあります「社会的入院の発生を予防する」ということが、今のとこ

ろあまり手がつけられていないことになります。先ほどの吉川専門官のお話の中で、９割近くは確

かに１年未満で退院できるのだけれども、１割、14％は残ってしまうというお話がございました。

14％というのはばかにならない数字で、毎年毎年 14％ずつ残っていくことになると、かなりの数の

方たちが３年４年…となってしまう。これをどうやって少なくしていくか。できるだけ早い段階、病気

がある程度落ち着いたところで早期に介入していくやり方を進めなくてはならないし、また入院に

至らない、発症からの非常に早期の関わりの仕方、そういうところも視野に入れていく必要がある

のではないかと、私は感じているところです。 
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１ 東京都障害者計画

障害者基本法第９条第２項に基づく基本計画
計画期間：平成１９年度から平成２３年度までの５年間

２ 東京都障害福祉計画

障害者自立支援法第８９条第１項に基づく計画

計画期間：平成２３年度のサービス見込量・数値目標を設定した上で、

平成２０年度までを第１期とし、各年度の必要量や目標を設定

東京都障害者計画・東京都障害福祉計画（2007．５）
～障害者が地域で安心して暮らし、当たり前に暮らせる社会へ～

【計画の基本理念】

Ⅰ 障害者が地域で暮らせる社会の実現

Ⅱ 障害者が当たり前に働ける社会の実現

Ⅲ すべての都民がともに暮らす社会の実現
 

 

ちょっと話がずれましたが、施策の流れとしては東京都の障害者計画・障害福祉計画、これは

また近々見直して第２期が始まるわけですけれども、基本理念としては、地域で暮らせる社会、そ

れから当たり前に働ける社会、そしてすべての都民が共に暮らす、ノーマライゼーションの理念が

謳われています。 

 

いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の地域生活への移行

• 【目標数値】 暫定的に、約５，０００人を区市町村の人口比で按分して算

定した人数を、地域移行の対象者数として各区市町村に示した。

• 【目標期間】 平成27 年度末までに退院できることを目指すこととし、各区

市町村には、平成23 年度末において、区市町村が設定した対象者数の

５割以上の者が地域生活へ移行することを目指すよう求めた。

• 「精神障害者退院促進支援事業」に計画的に取り組む。

• 区市町村における相談体制と地域生活基盤整備を推進する。

 



45 

 

その中の「社会的入院の状態にある精神障害者の地域生活への移行」に関しては、東京都も

目標数値として暫定的に、根拠がないわけではないのですが本当にそうかと言われれば判らない

部分もあるわけですが、約５，０００人という目標数値をあげています。そして各区市町村に人口

比率で按分してそれぞれにお示しした通りになっています。 

目標期間ですが、これは１０年間ありますので平成２７年までとなっていて、その途中、半分が

過ぎた２３年度末までに５，０００人の５割以上を目標にしております。 

そのために、精神障害者の退院促進支援事業、これは東京都の事業で計画的に取り組む。そ

れから区市町村における相談体制と地域生活基盤整備を推進することを、目標達成のための方

策としています。 

 

① 「精神障害者退院促進支援事業」に計画的に取り組む。

年次計画 18 年度 19年度 20年度 23年度
事業所か所数 ３ ６ １２ １２

（区市町村は、「精神障害者退院促進支援事業」に配置されるコーディネーターとの連絡・調
整に当たる相談支援事業者を確保する必要がある。）

②区市町村における相談支援体制と地域生活基盤の整備を推進する。
東京都は、平成23 年度までに、精神障害者地域生活支援センター等を活用した

「地域活動支援センターⅠ型」をすべての区市町村に設置することを目指し、区市
町村がこのセンター等の相談支援事業により、退院時及び退院後の地域生活を継
続して支える体制の整備に取り組むよう促す。また、３か年プランを拡充し、退院後
の地域生活を支えるために必要なグループホーム等の居住の場、自立訓練事業
や就労移行支援事業等の日中活動の場などの生活基盤の整備に重点的に投資
する。

【目標達成のための方策】

 

最初の一つが精神障害者の退院促進支援事業ですが、年次計画としては、事業所を１８年度

から始めて３，６，１２、１２とやってきております。これは数だけいえば全圏域に配置してもおかしく

はないのですが、ある程度の偏り、あるところとないところになってしまっているというのが現状で

す。 

それらの事業を行ってきているわけですけれども、事業のコーディネーターとの連絡調整に当

たる相談支援事業者を、各区市町村には確保して下さいということも申し上げています。それから

地活センターⅠ型を全ての区市町村に設置することを目指しております。 
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サービス等の見込み量
（区市町村の集計・三障害合計） 単位：人分

18年度 19年度 20年度 23年度

訪問系サービス ６２,０６４９ ６７１,２９７ ７１３,２６８ ８１６,５８８

グループホーム ３,２１７ ３,６９７ ４,１３１ ５,５１４

相談支援（計画作成） ２,４７５ ３,４３５ ４,０３９ ５,７７２

就労移行支援
就労継続支援 （A型）

（B型）

１６１

３４

６４６

８７１

２２７
３,０５６

１,５９７

４８９
７,４１２

２,６５４

１,０５６

１２,８２８

自立訓練（生活訓練） ７６ ３６９ ６６６ １,３３３

区市町村によるサービス基盤整備を財政支援する

 

サービス等の見込み量は、２３年の時点で訪問系サービスは８１万人分。グループホームの定

員は５，５００人分。相談支援の計画作成は先程少し話がありましたけど、実際に精神障害者に対

してはあまり行われていない実態がある。これをもっと増やしていこうと。就労移行支援、継続支

援は、B 型の定員を１万３千人弱くらいに。 

この見込み量ですが、これは実は各区町村からあげて頂いた数の合計です。事業そのものの

実施主体は区市町村ですので、サービス基盤整備の財政支援がおこなわれる必要があります。 
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ここでちょっと趣を変えて、少しだけ障害構造論の話をします。ICIDH と ICFです。ICIDH というの

は国際障害分類、ICFは国際生活機能分類と訳すわけです。 

ICIDH は１９８０年代で、それまで精神障害に関して言いますと「精神病」というとらえ方が圧倒

的で、精神病にかかると精神病院に入って当分あるいは一生出てこられないか、あるいは病気が

良くなったら退院できるというような、非常にラフな見方をされていたわけです。これは別に偏見な

どではなくて、例えば国会での答弁でそのような発想がみられたりしました。 

８０年代以降の我々の仕事というのは、精神の障害を他の障害と同じように理解してもらうって

いうことで、今はそうなってきているわけですが、その時にこの ICIDHの障害構造というのは、非常

に有力な手助けになったと言えると思います。障害というのは機能障害、能力障害、それに社会

的不利という三つの局面がある、そういったことで、精神の障害に関する理解が深まってきたので

すが、残念ながら、その理解を深めた後で具体的に何をしようかというという、次の策にまでなか

なかたどりつかなかった。 

 

ICIDHの障害構造

機能障害 能力障害 社会的不利

疾 病
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ICIDHからＩＣＦへ

� 「疾病の結果」の分類から｢健康を構成する要素｣の分類
へ。

� 障害の三つの次元

� Impairment, Disability, Handicap

� これらの肯定的側面

� Body function/structure, Activity, Participation 

� 障害の表現

� Impairment , Activity limitation, Participation restriction

 

ICFは、「障害の三つの次元」はそのまま踏襲するわけですが、「疾病の結果」から、「健康を構

成する要素」と視点を変えた。ですから肯定的な側面が出てくる。 

 

ICFの障害構造

健康状態

心身機能

身体構造

活動の制限 参加の制約

環境因子 個体因子

自立支援という

方向性

ケアマネジメント

の考え方

 

下の方に環境因子と個体因子というのを考え、さらに上部に健康状態を加えた構造になってい

ます。これが、実は我々が取り組んできたようなケアマネジメントの考え方、ならびに自立支援の

理論的根拠でございます。 
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いわゆる社会的入院を解消するための取組にとどめず
「将来にわたって発生を予防する仕組みづくり」が必要

[ 具体的な方策 ] 

①居住の場の確保と質の高い相談支援体制の整備
②多様な「日中活動の場」の提供
③医療中断防止対策の展開
④退院意欲を喚起する当事者活動の取り組みの推進
⑤精神科医療と地域保健福祉の具体的な連携の実践

東京都における退院促進の方向性

東京都地方精神保健福祉審議会 最終答申（2006.8）

 

では、ここで東京都の退院促進事業についてのお話を申し上げます。東京都の退院促進事業

の方向性、これは精神保健・医療課が作ったスライドですけども、先程申し上げたように「将来に

わたって発生を予防する仕組みづくり」が必要ですが、現実にはなかなかそこまで届いていない。 

具体的には、相談支援体制、それから日中活動の場、それから医療の中断防止対策。それと

当事者活動、これは非常に有効だということで、各地のモデル事業等の展開の中で、ピアサポー

ターやピアカウンセラーとか、そういう人たちによって推進されてきた。 

これらが東京都の地精審の最終答申です。 

東京都精神障害者退院促進支援事業（概要）

１ 退院促進コーディネート事業

地域生活支援センター等にコーディネーター及びサポーターを配置し、病院
への働きかけやグループホームとの調整、ケア会議の開催、支援計画の作

成等を行う。

２ グループホーム活用型ショートステイ事業
入院期間中からの体験入居や地域で生活する精神障害者が病状悪化の

防止等で休息するために活用する場合。

３ 精神科訪問看護推進事業

訪問看護ステーションの初回訪問時に病院看護師等が同行し、ステーション

看護師に引継ぎ・指導を行う。

４ 地域生活移行支援会議

地域の実情を反映した退院促進支援事業の手法の改善と普及に向け、情

報交換・事例の検証・人材育成に関する検討等を行い、関係機関のさらなる

連携強化を図る。

 

東京都が行なっている退院促進支援事業ですが、これは４つの柱がございます。退院促進コー

ディネート事業、これは現在１２の事業所にお願いしております。グループホーム活用型ショートス

テイ事業、それから精神科訪問看護推進事業と一番下の地域生活移行支援会議です。 
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精神障害者

退院促進支援事業

退院促進

コーディネート事業

グループホーム

活用型

ショートステイ事業

訪問看護

推進事業

地域生活移行

支援会議

対象者 精神科病院に原則1年以上入院している精神障害者（都民）で、病状が安

定し、地域の受け入れ条件が整えば退院可能であり、退院を希望する者

本人の要因
①環境変化への不安が強い

②病状に不安がある

③治療中断が心配

地域の要因 ①日常生活への支援機能の不足 ②住まいが確保できない
③退院前後のサポートをする人材が乏しい。

家族の要因

①家族のサポート力が弱い

②家族がいない

③家族が退院に反対

 

図にするとこうなります。ご本人の要因としては、長年入院しているとなかなか環境の変化に適

応しにくいっていうこともあるし、病状の不安や医療を中断するおそれがあるなどいろいろな心配

もある。ご家族からすると、やはり長年いなかった人が急に帰ってくるということになっても、やっぱ

り支えるだけの力がない、あるいは退院そのものに反対される。あるいは家族そのものがいない

こともある。地域に関して言うと、住まいがない、サポートして下さる方がいない。 

 

多摩地域の退院促進支援事業（平成20年度）

� 退院促進コーディネート事業(全体12か所)

� 八王子２、町田、国分寺、国立、府中、小平

� グループホーム活用型ショートステイ事業(全体6か所）

� 八王子２、国分寺、東村山

� 精神科訪問看護推進事業(全体12か所）

� 八王子、立川、府中、三鷹、小平2

� 地域生活移行支援会議

 

平成２０年度の退院促進コーディネート事業所は、都全体では１２か所ですが、多摩地域で７か

所です。グループホーム活用型ショートステイは、全体で６か所、そのうち４か所が多摩地区です。

精神科訪問看護推進事業は全体で１２か所、多摩地区で６か所です。 
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個別のケアマネジメント イメージ

地域で暮らす当事者が、

入院体験や退院のきっか

け、今の暮らしなど話に

いきます。

主治医から事業の説明を受け

た後、この事業を希望する場合

申し込みをします。

コーディネーターと地域生活サ

ポーターが病院を訪問。

あなたの希望に沿って地域生活

を一緒に考えていきましょう。

○あなたの希望に沿って住居・日中

活動の場、スーパー、役所等に外

出します。

○福祉制度等の手続きをお手伝い

○グループホームへ体験入居

○住まいを一緒に探します。

○訪問看護の相談をします。

退院に向けた準備が整い自

信がついたら退院します

退院後の生活が安定するま

で、コーディネーター、地域

生活サポーターが支援します。

地域の支援者もお手伝いし

ます。

 

これは個別のケアマネジメント、別に退院促進支援事業に限らないですけれども、今まで精神

科のリハビリテーションとして行ってきたということを、ケアマネジメントのイメージとして整理したわ

けです。 

今ここに挙げたような形で、快適にとはいえないかもしれませんが、できるだけスムーズに、無

理なく先へ進むというイメージがございます。 

地域のケアマネジメント（個別支援を通じて）

病院 地域

押し出す力

退院準備プログラム

オープンルーム

通院当事者会

家族会支援

退院支援委員会

受け入れる力

引っ張り出す力

通所場所

グループホーム等

ショートステイ・短期入所

居住サポート

ピアサポート

地域で安定させる力

退院促進コーディネーター

（ケアマネジメント）

医療機関、訪問看護

自立支援協議会

 

個別のケアマネジメントについては、病院側からの押し出す力と、そして地域のほうから受け入

れる力、あるいは引っ張り出す力というところに、地域だけではできない、病院だけではしにくいと
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いう形があるわけです。 

真ん中の自立支援協議会、これはやはり国も、より積極的に自立支援協議会というのを設置し

てそれを活用しなさいというが、なかなかやっぱり、まだ充分とはいえない現状ではあります。 

 

個別の退院支援の状況

退院

２８０６０１６７５Ｈ１９年度

（～12月）

１９１０２５３０６５Ｈ18年度

１１１３２２３５６Ｈ16、17

（ﾓﾃﾞﾙ）

協力病院中断援助継続

支援結果

利用者

 

退院促進事業において個別の退院支援がどうおこなわれたかということに関しては、ここに挙

げたような数字が公開されております。 

質的な効果

• 当事者、家族、関係者が変化する。

• 地域生活サポーター（ピアサポーター等）が

役割を見出すなど変化する。

• 病院関係者が地域との連携（退院支援）に主

体的に関わりやすくなる。

• 退院促進支援事業を通じて、地域の支援シ

ステムの見直しや連携が強化される。

• 支援方法の蓄積、普及が可能

 

質的には、先ほど言いましたようにピアサポーター、地域生活を支えるような当事者の方々の

関わりというのが非常に顕著であるということで見直されていますね。それから病院としても、別に

わざとそうしていたわけではないにしてもつい内向きになりがちなところに、地域の方たちが入っ

てくるというところから、病院の関係者の方々が主体的に連携の中に参加していく、このような効

果が見られます。 
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課題

�地域の人材養成

�住まいの確保

�広域的な支援の可能性

� コーディネーターの増員

� 病院の窓口機能拡充

� 地域資源の強化

�区民・市民のための（区市主体の）退院促進

�自立支援協議会
 

最後に課題ですね。地域の人材の養成、次に住まいの確保。グループホームを活用してショー

トステイをするにしても、いずれは単身生活、アパートが必要になるでありましょう。その時にどう

やって住まいを確保するか。 

それと、都の事業っていうのは全体でたった１２か所です。そうすると、多摩地区だけで３０近い

自治体があるのですけど、そういうことでコーディネーター支援が必要になります。また病院が比

較的偏在しているというところから、帰ろうと思ったら帰る先が随分遠かった、これでは助けられな

い、そういうこともあるので広域的な支援というのがキーワードの一つになっているわけで、そのた

めにコーディネーターを増員し、先ほど言いましたような地域体制整備コーディネーターの設置と

いうようなことが求められているところです。 

それから病院の窓口の強化、さっき言いましたように退院促進支援っていうのは地域だけでは

できないのですね。もちろん病院だけでも難しい。両方が互いに力を出し合う。病院って言うのは、

機能からしてみれば窓口が小さいと思いますけれども、そのためには窓口機能を拡充する必要が

ある。また、もちろん地域の資源を強化していく。 

それから次に、区民・市民のための対策。これはつまり、東京都の退院促進支援事業と言うの

は、何度も言いますがたった１２か所のコーディネート事業所であります。東京都の障害者福祉計

画の中にありましたように、この退院促進を考える時には、各区市が主体的に取り組んでくださる

っていうことをかなり期待しているわけであります。そういった意味では、各区や各市がご自分のと

ころの入院している方々に対する退院促進という視点で事業に取り組んで下さることを、東京都と

しても期待しているところです。 

最後に、先に少々触れましたが、自立支援協議会というのは地域によっては盛んにやっている

かもしれませんが、全体としてみるとまだ非常に低調です。せっかくの機能が活用されていない、

それを強化していく必要があると思っております。 

以上、大変駆け足ですが、ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

（終了） 
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