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No.39No.39No.39 　縁があって看護系の専門学校で講義をすることになりまし
たが、そこで使用している教科書の中に、うつ病における自
殺を防ぐはたらきかけとして､“初診時には「つらさのあまり
死や自傷が解決だと思われることが多いが、あなたは大丈夫
ですか」とはっきりと問い、自殺や自傷をしないでほしいと
話し、約束してもらう。約束はたいていまもられる。”との
記述がありました（医学書院：系統看護学講座　精神看護学
①精神看護の基礎　第６版　p190)。
　確かに私も精神科医になった当時、希死念慮を認めた場合
には自殺をしない約束をすること（そしてそれをカルテに書
くこと)、と教わりました。しかし臨床経験を積んでしばらく
経ったころから、私は少なくとも記載の通りに患者さんに
“自殺をしないでほしいと話し､（自殺をしないように）約束
してもらう”ようにはしていません。それは、うつ病を患う
方たち、特に希死念慮があるほど症状が重い方は､“自分には
能力や価値がない"“周囲に迷惑をかけ、疎まれ、低い評価を
受けている”などと、自己や他者に対して否定的な認知を有
することが多く、希死念慮が強まった場合に“約束したのに
死にたいと思ってしまう”自分を責め苦しみ、またそのよう
に思う申しわけなさから希死念慮が強まっていることを言い
出せなくなってしまうのではないかと考えたからです。同じ
ように自殺をしない約束の有効性に疑問を持った方が調べた
ところによれば、その有効性は確立されておらず、そのよう
な対応を取ることに否定的な意見もあるそうです（齊尾・栗
原．自殺をしない誓約は有効か？．臨床評価　2019；47(1)：
153-162.)。ただし、そもそも自殺をしない約束が有効である
ことを実証することは困難であり、約束が有効でないと示さ
れたものではありません。2000年のWHOによる自殺予防の手
引きには「自殺をしないと約束してもらう」とあり（自分の
行動を十分にコントロールできる患者の場合のみに、このよ
うに約束することが適切である、との但し書きがあります)、
自殺予防の研修やマニュアルでも採用されています。
　例外もありますが、うつ病の方に私が行っている対応は、
“「自殺をしたい」と思う気持ちは病気の症状であり、痛み
や発熱のように自分でコントロールできることでも自分の責
任でもないこと”を説明し､“「自殺をしたい」という気持ち
が強くなったら実行に移す前に病院や身近な人に言う”よう
に依頼し、約束してもらうことです。これが効果的かは全く
分かりませんし、自殺をしない約束より根拠の乏しいことで
す。自殺をしない約束をすることで救われる方、助かる命も
あるかもしれません。しかし、少なくとも教科書的もしくは
マニュアル的に希死念慮の有無を確かめ､「自殺をしない」と
約束してもらうことには慎重であるべきと私は考えています。
希死念慮への対応について何かご存じの方は、ご助言いただ
ければ幸いです。

　令和４年度定期総会で実施した役員
改選により、新役員体制が決定しまし
た。

新潟県精神医療機関協議会事務局からお知らせ

令和４年度
新役員体制について

　社会環境等の変化に伴い人とのつながりが希薄化している中で、ウイルス禍の長期化によって社会にお
いて内在していた孤独・孤立の問題が顕在化し、より一層深刻さを増しています。令和３年２月には内閣
官房孤独・孤立対策担当室が設置され、社会全体で取り組むべき問題として対策が推進されています。
　見えにくい孤独・孤立の問題で困難を抱えている方への必要な支援などについて学ぶ機会とします。

１　日　時　　令和５年２月17日（金）
　　　　　　　午前10時30分～午後４時　※開催方法：未定

２　主　催　　新潟県精神医療機関協議会、新潟県精神障害者家族会連合会、
　　　　　　　新潟県精神保健福祉士協会、新潟県精神障害者社会福祉施設協議会、
　　　　　　　新潟県精神保健福祉センター

３　プログラム
　
　　　◇講　師　　大嶋　栄子 氏
   　　　　　　 　（ＮＰＯ法人リカバリー代表、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所客員研究員）　

　
　　　◇シンポジスト　
　　　　①若年者支援　　ＮＰＯ法人新潟ねっと　代表理事　村山　 賢 氏
   　　　　　　　　　　 　ひきこもり等の生きづらさを抱えた若者の相談や就労支援に数多く対応

　　　　②高齢者支援　　新潟市地域包括支援センターふなえ　センター長　須貝　秀昭 氏
   　　　　　　　　　　 　包括支援センターのセンター長であるとともに、身寄りなし問題研究会代表として幅広く活動

　　　　③生活困窮支援　新潟県パーソナル・サポート・センター　センター長　小田　 恵 氏
   　　　　　　　　　　 　孤立・困窮問題を抱えたさまざまな相談に対応し、自立に向けた伴走型支援に取り組む

　　　　④居場所支援　　一般社団法人り・ぼん　理事　斉藤　純子 氏
   　　　　　　　　　　 　依存症等の方への居場所・入所による回復支援を行う、自身も当事者としての経験をもつ

　　　◇座　　　　長　　細木　俊宏 先生 （県立精神医療センター　院長）

令和４年度新潟県精神医療・保健・福祉関係者合同実践セミナーのご案内

「見えにくい孤独・孤立の支援」

役　職

会　長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

氏　　名

染　矢　俊　幸

佐　野　英　孝

松　田　ひろし

長谷川　まこと

細　木　俊　宏

高　橋　邦　明

北　村　秀　明

金　子　尚　史

後　藤　雅　博

佐久間　寛　之

所　　属

（敬称略）　任期：令和６年度定期総会まで

新潟大学大学院医歯学総合研究科

白根緑ケ丘病院

柏崎厚生病院

新津信愛病院

県立精神医療センター

高橋クリニック

佐潟公園病院

南浜病院

こころのクリニックウイズ

さいがた医療センター

【午前の部】 基調講演

　精神保健福祉士。精神科ソーシャルワーカーを経て、北海道札幌市で2002年に社会的困難の状態にある女性の
支援の場「それいゆ」を立ち上げ、2004年にＮＰＯ法人リカバリーを設立。現在、グループホーム等５か所の施
設を運営。
　主に女性の依存症、発達障害者、精神障害者、生きづらさや困難を抱える方に生活支援や就労支援を積極的に行っ
ている。

【午後の部】 シンポジウム

※内容の詳細及び申込み等については、後日開催通知を送付いたします。
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佐渡地域の精神医療の課題と、
佐渡総合病院での新たな精神科医療の展開に向けて特集

度佐渡総合病院に紹介しなければならない。こう
した状況は患者・医療従事者双方に大きな負担を
強いている。
　ストレス社会と言われる現代では身体症状と精
神症状の両面からアプローチする重要性が高まっ
ており、この需要は年齢や通常・救急診療を問わ
ず増加している。真野みずほ病院に勤務する精神
科医師が月１～２回の頻度で佐渡総合病院に出向
き、リエゾン精神医療を中心に活動している。一
方で、少子化は医療従事者不足を加速させ、機器
整備や施設老朽化も相俟って病院運営に大きな支
障を来している。
　以上を背景に、かつて切り離した精神医療を統
合する必要性が高いと判断、2022年12月より真野
みずほ病院を廃院、佐渡総合病院へ統合する方針
とした。これに伴い、精神科病床は158床から60
床へ減少、精神訪問看護は佐渡総合病院訪問看護
ステーションへ統合される。

　精神科病床の大幅な減少には、「５疾病・５事
業」による医療体制の整備、市町村や保健所等の
行政の取り組み、精神保健福祉士の養成など社会
生活を基軸とする精神疾患患者への対応、統合失
調症をはじめとする薬物療法の進歩による外来治
療の拡大、認知症サポート体制による認知症患者
の社会生活促進などを積極的に活用しなければな
らない。行政・医療・介護福祉の保健医療福祉関
係者の十分な理解と実践、住民自身の理解と協力
が必須である。
　入院が必要な精神疾患・認知症患者に対する一
般的イメージは「社会からの隔離」であり、住民
はもちろん、保健医療福祉関係者の多くも同様で
ある。突然隔離を要するほど重篤化することはま
れであり、入院を防ぐには多くの身体疾患と同じ

く早期発見・早期対応が肝要である。早く気づい
ても対応が遅れるほどに患者本人および家族の孤
立が進み、重症化を早め、社会生活時間が短縮す
る。病態を理解し、早期に対応することで病状の
進行を抑制し、社会の理解の元で社会生活をより
長く送られる体制・環境を作り上げていくことが
持続可能な精神医療と社会の存続に向けた根幹的
対策である。
　上述したように、精神疾患・認知症患者への対
応は医療だけでなく、行政・介護福祉領域、さら
に住民の理解が要である。佐渡では、超少子高齢
社会に対応できる社会保障体制の構築を目的に、
行政を含む多施設・多職種から成る佐渡地域医
療・介護・福祉提供体制協議会が設立されている。
協議会では、精神入院病床を制度上撤廃したイタ
リアの事例を材料に、多職種で学ぶ機会を2022年
３月から開始した。保健医療福祉関係者の理解か
ら始め、住民にも展開していく計画であるが、コ
ロナ禍の影響は大きく、想定通りに進めない現実
がある。オンライン会議などを利用しながら少し
でも進めていきたい。
　最後に佐渡総合病院統合後の運用について概説
する。2024年度の「医師働き方改革」法制化を見
据え、精神疾患患者の救急は精神科医師が対応す
ることとし、精神科医師は病院の夜間・休診日救
急外来を担当しない。精神疾患患者からの電話問
合せは少なくないが、こちらは精神科病棟で対応
することとし、病院の救急外来の負担を軽減する。
このように少ない病院職員の業務負荷分散を図る
予定である。
　末筆ながら、真野みずほ病院の長期入院患者の
転院などご尽力をいただいた関係各位、多大なご
支援をいただいている新潟大学医学部精神医学教
室に厚く御礼申し上げます。今後ともご教導、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

佐渡の精神医療の課題と対策の方向性
　　　～社会生活を基軸とする医療福祉をめざして～

新潟県厚生連 佐渡総合病院　病院長　佐　藤　賢　治

両津港

佐渡市
〇人口
　51,023人
　（R4.8.31現在）

〇世帯数
　23,198世帯
〇面積
　855.68㎢

真野みずほ病院

佐渡総合病院

佐渡市の精神科病院　真野みずほ病院の
佐渡総合病院への機能統合
　Ｒ４年11月30日をもって、真野みずほ病院は閉院し、
佐渡総合病院に機能統合します。
・真野みずほ病院
　　設立：平成15年（国立佐渡療養所より移譲)、
　　　　　稼働病床数108床
・統合後の機能：佐渡総合病院
　　病床数(一般病床290床、精神病床60床、感染症４床）

佐渡地域の精神医療の課題や今後の展開等について、
４人の方に寄稿していただきました。

　新潟県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　佐渡総合病院　　病院長　佐藤　賢治 先生

　新潟県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　真野みずほ病院　病院長　井桁　裕文 先生

　佐渡市社会福祉部社会福祉課
　総合福祉相談支援センター　センター長　池田　　修 氏

　社会福祉法人とき福祉会　　　　理事長　末武　正義 氏

　佐渡の精神医療はかつて佐渡郡厚生農業協同組
合連合会佐渡総合病院を拠点に実践されていた。
精神科病床を考慮しない医師充足率の算出方法が
規定され、佐渡総合病院の医師数が不足する事態
に陥ったため、2003年３月に精神科機能を切り離
し、委譲された旧国立佐渡療養所を新潟県厚生農
業協同組合連合会真野みずほ病院に転換して移行
した。以来、真野みずほ病院は精神科診療と佐渡
総合病院の医師派遣による外来機能を持つ医療機
関として運営されてきた。
　佐渡の人口減少と少子高齢化は著しく、1980年
台後半には高齢化率21%を越える超高齢社会に突
入、2022年には高齢化率43%に達している。高齢
化に伴って精神科入院治療を要する認知症患者も

増加し、真野みずほ病院でも入院の３～４割は認
知症随伴症状の治療が目的である。高齢化は精神
疾患患者にも等しく訪れ、身体疾患を有する患者
が大半を占める。高齢化が他地域より進んでいた
佐渡では、精神科以外の診療科にも通院している
患者が多く、真野みずほ病院設立時から佐渡総合
病院に往来するシャトルバスを運用してきた。
　真野みずほ病院には新潟県指定の認知症疾患医
療センターが設置されている。認知症診断には、
器質的疾患の除外が必要であるが、真野みずほ病
院にはＣＴ・ＭＲＩ等の検査機器が整備されてお
らず、佐渡総合病院に都度検査を依頼する必要が
ある。また、精神疾患・認知症患者ともに身体疾
患の診断・治療を要する場合が多く、こちらも都

　当法人は、平成16年に設立され、現在、障害者
自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所
「さわやか」に移行し、就労継続支援Ｂ型３施設
とグループホーム２施設（男性１、女性１）並び
に市から受けている相談支援事業を業務とし運営
しています。特に、平成18年度に障害者自立支援
法が施行されてからは、佐渡地域の精神障がい者
の福祉向上に努め、コロナ禍であっても緩やかで
はありますが、施設整備の推進、法人の安定運営
を計ってまいりました。
　これは、ひとえに関係機関、地域の皆様方の当
法人に対するご理解とご協力のおかげと思ってお
り、感謝申し上げます。
　いよいよ今年11月末で、佐渡で唯一、入院病床
を有する精神科病院｢真野みずほ病院｣が閉院とな
ります。平成15年の開院と聞いており､ほぼ当法人
の開所と同じころですので、何か縁を感ずるもの
があります。
　事の良し悪しや、賛・否は別として、物や事象
が「無くなる」ということは一抹の寂しさ、残念
さを感ずるものであります。
　「佐渡の精神科医療の課題」を見る前に佐渡の
医療・介護・福祉の現状（特に人材資源問題等）

が「離島」ということも有り、県内に於いても
由々しき状態にあると認識しなければならないと
思います。
　佐渡市合併後、人口は２万人余も減っています。
加えて高齢者の比率高、少子化の急進、観光業の
落ち込み等の経済的な要因、決定的なものは見つ
かりませんが、まさしく総合的な社会要因による
「島の医療」の衰退です。
　そのような状況下での精神医療からすれば、高
齢者の「社会的入院」及び「入院の長期化」が混
在している状況も課題だったのでしょう。しかし、
平成30年時病床数を減らしたときは、医師不足が
大きな要因と聞いております。
　特に、佐渡に於いては、総合的な視野からは真
野みずほ病院の機能を佐渡総合病院への集約・統
合は理解せざるを得ません（かつて、佐渡総合病
院に精神科があった)。
　昨年、当法人がメンバーの皆さんから「真野み
ずほ病院閉院」についてとったアンケートを紹介
します（別図)。
　結果を見ますと､「閉院」に関しては、全員
知っていたとのことですので、周知については問
題は有りませんが､「不安の内容」が多く寄せら

れています。
　病院の場所が変わるために起きる問題、佐渡病
院での診療内容の問題など心配されています。メ
ンバーの皆さんは患者さんのごく一部ですので、
佐渡全体として「大きな声」があると認識してい
ただきたいです。
　佐渡総合病院に精神科が移りますと、様々なメ
リットも得られると思います。他の診療科との連
携がとりやすくなりますので、精神科医療がより
充実したものになると考えられます。
　精神疾患対象診療科の患者さんは、偏見・差別
視される傾向にあります。日本人は、心の病を
「病気」と捉えない傾向にあると言われます。総
合病院診療になって、それらがなくなることも期
待しています。
　佐渡市では、精神保健福祉施策として自立支援
協議会の部会で関係機関とワーキングをしていま
す。ゴールは､『一人ひとりが自分らしい人生を
歩む』（詳細は省きます）事を目指すとしており、

この中での精神障がい者の皆さんを地域で支える
体制を構築することと位置づけております。
　医療機関は、病を治療するところで、生活の場
とするところではありません。このことは、私た
ち地域で支える関係者は肝に銘じなければならな
いと思います。その上で、地域移行をどのような
形で進められるのか、医療と地域の連携が重要で
あると思います。この『佐渡を一つ』とした、現実
的な構想を一日も早く実現できるよう期待します。
　当法人が業務全体として､「地域移行」へどの
ように寄与できるか、特にグループホームの運営
などは重要なことと認識しています。法人運営の
拡大は急務ですが、そう簡単には出来ません。絶
大なる関係機関の指導、援助が必要です。
　真野みずほ病院機能の佐渡総合病院への移行を
契機に、佐渡の精神保健福祉施策が前進すること
を期待していますし、又、役職員一同、協力もし
て行きたいと考えております。

真野みずほ病院閉院に伴うアンケート結果

● 真野みずほ病院が閉院することを知っていますか

真野みずほ病院に通院されている利用者を対象にアンケートを実施 2021/06/30

● 真野みずほ病院が閉院する不安がありますか

「真野みずほ病院が2022年11月末で
　閉院することを知っていますか？」
　　知っている 100％
　　知らない 0％

　全員が閉院について理解していることが確
認できた。

「真野みずほ病院が
　閉院する不安がありますか？」
　　不安がある 71％
　　不安はない 29％

　約７割の方が不安があるとの回答であっ
た。理由として
・服薬の効果があるときは不安がないが、効
果が切れてくると不安が出てしまう。

「真野みずほ病院が無くなることの
　不安は何ですか？」
　医師が代わってしまうかもしれない不安が
一番多く、佐渡総合病院に行くことの不安、
通院が遠くなる不安、診療内容が変わってし
まう恐れの不安が見られました。
　中には、デイケアが継続されるかの不安
や、薬が変えられてしまう心配事も見られ
た。

● 不安の理由
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　離島である本市は、人口減少や高齢化が急速に
進展し、令和４年３月末現在の高齢化率は 42.3％
と、市民の５人に２人が高齢者という状況になっ
ています。
　人口が減少するなか、身体障害者数は減少傾向
にある一方で、療育手帳所持者及び精神障害者保
健福祉手帳所持者数は年々増加しています。また
自立支援医療（精神通院医療）の受給者も増加傾
向にあります。

　佐渡市では、第３次佐渡市障がい者計画におい
て「一人ひとりが自分らしい人生を歩む～しあわ
せプランの実現～」を目標に、佐渡市地域自立支
援協議会精神障がい部会を中心に協議をすすめて
います。
　令和３年度は、それぞれの立場から意見や取り
組むべき課題があげられました。
①　「社会資源の不足」
　日中の居場所やグループホーム等の福祉サービ
スの不足や、相談支援専門員等の人材不足など、
社会資源が少ないといった意見が出されました。

②　 「地域住民に対する普及啓発」
　精神障がいの理解をさらに深めることが必要と
の声が挙がり、教育分野への啓発、チラシ等を活
用した情報発信、支援者向け研修会の開催等の意
見が出ました。
③　「住まいの確保」
　支える家族の高齢化、島外居住とともに、地域
とのつながりも希薄で身寄りのない障がい者が増
え、保証人がいない、グループホームが少ない、
持家が老朽し管理ができない等の課題が挙がりま
した。　
④　 「本人の能力を活かす支援」
　容易に金銭管理ができるシステムづくりやピア
サポートの必要性について意見が出ました。

　そのなかで、令和４年度から実施している主な
事業をご紹介します。
⑴　入院中の精神障がい者の地域移行支援の強化
　佐渡保健所、医療機関、相談支援事業所等関係
機関との連携を強化し、市内福祉サービス事業所
とも協議を重ね、地域で安心して生活を送ること
ができるような環境整備をすすめています。
⑵　精神保健福祉ボランティア養成講座実施
　精神障がいに対する理解を高め、地域活動に参
加していただくため、ボランティア養成講座を実
施し、26 名の方から参加いただきました。
⑶　「やすんでみんかっちゃ」実施
　真野みずほ病院医師住宅をお借りして、だれも
が気軽に立ち寄れる居場所「やすんでみんかっ
ちゃ」を月１回実施しています。新型コロナウイ

ルス感染防止のため調理等のイベントは実施する
ことはできませんが、居心地のよい空間づくりを
目指しています。

　その他にも、ヘルパー向け研修会やチラシづく
り、出前授業等を計画しています。
　また、月１回ではありますが、佐渡保健所や相
談支援事業所のみなさんと一緒に勉強会を開催し
ています。支援者同士または外部講師を招いての
ミニ講義のほか、支援困難ケースの事例検討や情
報共有等を行い、組織の枠を超えた、顔のみえる
つながりをつくることにより、相談支援体制の強
化につながっています。勉強会に参加することで、
様々な知識を得たり刺激を受け、業務に対するモ
チベーションの向上につながるとともに、たくさ
んの方の協力があって佐渡市の福祉が成り立って
いることを実感し、心強く感じています。

　今後も精神疾患のある方が住み慣れた地域で安
心して暮らすことができる共生社会の実現を目指
し、市民の皆様をはじめ関係機関との連携を図り
ながら精神保健福祉施策を推進していきたいと考
えております。皆様の一層のご理解ご協力をお願
いいたします。

度佐渡総合病院に紹介しなければならない。こう
した状況は患者・医療従事者双方に大きな負担を
強いている。
　ストレス社会と言われる現代では身体症状と精
神症状の両面からアプローチする重要性が高まっ
ており、この需要は年齢や通常・救急診療を問わ
ず増加している。真野みずほ病院に勤務する精神
科医師が月１～２回の頻度で佐渡総合病院に出向
き、リエゾン精神医療を中心に活動している。一
方で、少子化は医療従事者不足を加速させ、機器
整備や施設老朽化も相俟って病院運営に大きな支
障を来している。
　以上を背景に、かつて切り離した精神医療を統
合する必要性が高いと判断、2022年12月より真野
みずほ病院を廃院、佐渡総合病院へ統合する方針
とした。これに伴い、精神科病床は158床から60
床へ減少、精神訪問看護は佐渡総合病院訪問看護
ステーションへ統合される。

　精神科病床の大幅な減少には、「５疾病・５事
業」による医療体制の整備、市町村や保健所等の
行政の取り組み、精神保健福祉士の養成など社会
生活を基軸とする精神疾患患者への対応、統合失
調症をはじめとする薬物療法の進歩による外来治
療の拡大、認知症サポート体制による認知症患者
の社会生活促進などを積極的に活用しなければな
らない。行政・医療・介護福祉の保健医療福祉関
係者の十分な理解と実践、住民自身の理解と協力
が必須である。
　入院が必要な精神疾患・認知症患者に対する一
般的イメージは「社会からの隔離」であり、住民
はもちろん、保健医療福祉関係者の多くも同様で
ある。突然隔離を要するほど重篤化することはま
れであり、入院を防ぐには多くの身体疾患と同じ

く早期発見・早期対応が肝要である。早く気づい
ても対応が遅れるほどに患者本人および家族の孤
立が進み、重症化を早め、社会生活時間が短縮す
る。病態を理解し、早期に対応することで病状の
進行を抑制し、社会の理解の元で社会生活をより
長く送られる体制・環境を作り上げていくことが
持続可能な精神医療と社会の存続に向けた根幹的
対策である。
　上述したように、精神疾患・認知症患者への対
応は医療だけでなく、行政・介護福祉領域、さら
に住民の理解が要である。佐渡では、超少子高齢
社会に対応できる社会保障体制の構築を目的に、
行政を含む多施設・多職種から成る佐渡地域医
療・介護・福祉提供体制協議会が設立されている。
協議会では、精神入院病床を制度上撤廃したイタ
リアの事例を材料に、多職種で学ぶ機会を2022年
３月から開始した。保健医療福祉関係者の理解か
ら始め、住民にも展開していく計画であるが、コ
ロナ禍の影響は大きく、想定通りに進めない現実
がある。オンライン会議などを利用しながら少し
でも進めていきたい。
　最後に佐渡総合病院統合後の運用について概説
する。2024年度の「医師働き方改革」法制化を見
据え、精神疾患患者の救急は精神科医師が対応す
ることとし、精神科医師は病院の夜間・休診日救
急外来を担当しない。精神疾患患者からの電話問
合せは少なくないが、こちらは精神科病棟で対応
することとし、病院の救急外来の負担を軽減する。
このように少ない病院職員の業務負荷分散を図る
予定である。
　末筆ながら、真野みずほ病院の長期入院患者の
転院などご尽力をいただいた関係各位、多大なご
支援をいただいている新潟大学医学部精神医学教
室に厚く御礼申し上げます。今後ともご教導、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

　佐渡の精神医療はかつて佐渡郡厚生農業協同組
合連合会佐渡総合病院を拠点に実践されていた。
精神科病床を考慮しない医師充足率の算出方法が
規定され、佐渡総合病院の医師数が不足する事態
に陥ったため、2003年３月に精神科機能を切り離
し、委譲された旧国立佐渡療養所を新潟県厚生農
業協同組合連合会真野みずほ病院に転換して移行
した。以来、真野みずほ病院は精神科診療と佐渡
総合病院の医師派遣による外来機能を持つ医療機
関として運営されてきた。
　佐渡の人口減少と少子高齢化は著しく、1980年
台後半には高齢化率21%を越える超高齢社会に突
入、2022年には高齢化率43%に達している。高齢
化に伴って精神科入院治療を要する認知症患者も

増加し、真野みずほ病院でも入院の３～４割は認
知症随伴症状の治療が目的である。高齢化は精神
疾患患者にも等しく訪れ、身体疾患を有する患者
が大半を占める。高齢化が他地域より進んでいた
佐渡では、精神科以外の診療科にも通院している
患者が多く、真野みずほ病院設立時から佐渡総合
病院に往来するシャトルバスを運用してきた。
　真野みずほ病院には新潟県指定の認知症疾患医
療センターが設置されている。認知症診断には、
器質的疾患の除外が必要であるが、真野みずほ病
院にはＣＴ・ＭＲＩ等の検査機器が整備されてお
らず、佐渡総合病院に都度検査を依頼する必要が
ある。また、精神疾患・認知症患者ともに身体疾
患の診断・治療を要する場合が多く、こちらも都

真野みずほ病院閉院に寄せて
　　　～皆が自分らしい人生を過ごせるように～

社会福祉法人 とき福祉会　理事長　末　武　正　義

　当法人は、平成16年に設立され、現在、障害者
自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所
「さわやか」に移行し、就労継続支援Ｂ型３施設
とグループホーム２施設（男性１、女性１）並び
に市から受けている相談支援事業を業務とし運営
しています。特に、平成18年度に障害者自立支援
法が施行されてからは、佐渡地域の精神障がい者
の福祉向上に努め、コロナ禍であっても緩やかで
はありますが、施設整備の推進、法人の安定運営
を計ってまいりました。
　これは、ひとえに関係機関、地域の皆様方の当
法人に対するご理解とご協力のおかげと思ってお
り、感謝申し上げます。
　いよいよ今年11月末で、佐渡で唯一、入院病床
を有する精神科病院｢真野みずほ病院｣が閉院とな
ります。平成15年の開院と聞いており､ほぼ当法人
の開所と同じころですので、何か縁を感ずるもの
があります。
　事の良し悪しや、賛・否は別として、物や事象
が「無くなる」ということは一抹の寂しさ、残念
さを感ずるものであります。
　「佐渡の精神科医療の課題」を見る前に佐渡の
医療・介護・福祉の現状（特に人材資源問題等）

が「離島」ということも有り、県内に於いても
由々しき状態にあると認識しなければならないと
思います。
　佐渡市合併後、人口は２万人余も減っています。
加えて高齢者の比率高、少子化の急進、観光業の
落ち込み等の経済的な要因、決定的なものは見つ
かりませんが、まさしく総合的な社会要因による
「島の医療」の衰退です。
　そのような状況下での精神医療からすれば、高
齢者の「社会的入院」及び「入院の長期化」が混
在している状況も課題だったのでしょう。しかし、
平成30年時病床数を減らしたときは、医師不足が
大きな要因と聞いております。
　特に、佐渡に於いては、総合的な視野からは真
野みずほ病院の機能を佐渡総合病院への集約・統
合は理解せざるを得ません（かつて、佐渡総合病
院に精神科があった)。
　昨年、当法人がメンバーの皆さんから「真野み
ずほ病院閉院」についてとったアンケートを紹介
します（別図)。
　結果を見ますと､「閉院」に関しては、全員
知っていたとのことですので、周知については問
題は有りませんが､「不安の内容」が多く寄せら

れています。
　病院の場所が変わるために起きる問題、佐渡病
院での診療内容の問題など心配されています。メ
ンバーの皆さんは患者さんのごく一部ですので、
佐渡全体として「大きな声」があると認識してい
ただきたいです。
　佐渡総合病院に精神科が移りますと、様々なメ
リットも得られると思います。他の診療科との連
携がとりやすくなりますので、精神科医療がより
充実したものになると考えられます。
　精神疾患対象診療科の患者さんは、偏見・差別
視される傾向にあります。日本人は、心の病を
「病気」と捉えない傾向にあると言われます。総
合病院診療になって、それらがなくなることも期
待しています。
　佐渡市では、精神保健福祉施策として自立支援
協議会の部会で関係機関とワーキングをしていま
す。ゴールは､『一人ひとりが自分らしい人生を
歩む』（詳細は省きます）事を目指すとしており、

この中での精神障がい者の皆さんを地域で支える
体制を構築することと位置づけております。
　医療機関は、病を治療するところで、生活の場
とするところではありません。このことは、私た
ち地域で支える関係者は肝に銘じなければならな
いと思います。その上で、地域移行をどのような
形で進められるのか、医療と地域の連携が重要で
あると思います。この『佐渡を一つ』とした、現実
的な構想を一日も早く実現できるよう期待します。
　当法人が業務全体として､「地域移行」へどの
ように寄与できるか、特にグループホームの運営
などは重要なことと認識しています。法人運営の
拡大は急務ですが、そう簡単には出来ません。絶
大なる関係機関の指導、援助が必要です。
　真野みずほ病院機能の佐渡総合病院への移行を
契機に、佐渡の精神保健福祉施策が前進すること
を期待していますし、又、役職員一同、協力もし
て行きたいと考えております。

佐渡総合病院　

精神保健福祉ボランティア養成講座
（真野みずほ病院長による講義）
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　私は平成31年４月から佐渡の真野みずほ病院に
精神科医師として勤務させていただいています。
佐渡市は面積が855.7㎡、人口は約５万人です。新
潟市は面積が726.4k㎡、人口が約78万人ですので、
佐渡は新潟市よりも大きな面積でありながら人口
は約6.4％ほどしかいません。いわゆる田舎の離島
というイメージで、豊かな自然と美味しいものを
満喫しつつ、ゆっくりのんびり精神科医療ができ
るのかなと甘い気持ちで赴任しました。しかし実
際に待っていたのは、人口減少と高齢化による患
者減少、それに伴って病院の経営状況が非常に厳
しくなっているという現実でした。
　赴任からほどなくして「令和４年11月30日を
もって真野みずほ病院が閉院し、佐渡総合病院に
機能集約される」という決定が告げられました。
またこれは精神科に限った話ではありませんでし
た。令和４年４月１日から、これまで佐渡の地域
医療を支えてきた相川病院が規模を大幅に縮小し
て相川診療所となり、さらに佐和田病院でも歯科
を除く内科、外科、整形外科、消化器科、リハビ
リテーション科が閉鎖するという事態となってい
ます。お恥ずかしながら私はこれまで病院の経営
という点についての関心が薄く、病院が潰れるな
んてことは滅多になく安泰だろうと思っていまし
た。しかし人口減少社会がもたらす影響は想像以
上に大きいもので、短期間のうちに佐渡島内にあ
る３つの病院が閉鎖や機能縮小するという現実に
直面しました。さらに佐渡はある意味で人口減少、
高齢化社会の最先端を行っているのであり、今後
この流れが新潟県内を含む日本全体に広がってい
くのではないかと危惧しています。
　そんな状況の中、私は令和３年７月１日から真
野みずほ病院の病院長を拝命し、病院の閉鎖と機
能統合に向けた準備を進めています。患者数が減
少していると言っても、週10人の新患予約枠は全
て埋まっている状況です。適応障害、発達障害、
認知症が多い印象ですが、幅広く様々な疾患の患
者さんが受診しています。また、統合失調症など
による幻覚妄想状態の悪化、うつ病などによる希

死念慮や自殺企図、双極性障害による躁症状、認
知症によるBPSDの悪化などによって入院が必要
となる患者さんもいらっしゃいます。精神科医療
のニーズは確実に存在しており、佐渡の精神科医
療をなんとか維持していかなくてはいけないと感
じています。また単に機能を縮小させるというこ
とではなく、この佐渡総合病院への機能統合を
きっかけとして発展させることができる部分につ
いても考えています。外来診療に関しては今まで
通り新患患者を受け入れつつ、再来患者は基本的
に全て佐渡総合病院精神科にて引き継いでいく方
針です。先に申し上げた通り佐渡は新潟市以上の
面積を有しているため、佐渡総合病院へのアクセ
スが難しいという方もいらっしゃいます。そこで
月１回程度の想定ではありますが、南佐渡地域医
療センターへの出張診療を新たに開始する準備を
進めています。入院診療に関しては今まで108
あった病床数が60へと大きく減少します。ここが
最も懸念されていた点の１つでしたが、長期入院
状態となっていた患者さんを中心に退院促進を精
力的に行いました。
　結果として、令和４年９月９日時点で入院患者
は55人となり、佐渡総合病院への移行ができる状
態となりました。これに際しては転院や入所など
で多くの病院ならびに施設にご協力をいただきま
した。この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと
思います。
　またさらなる発展という点については、今まで

佐渡島内では実施していなかったクロザピン、電
気けいれん療法の導入準備を進めています。治療
抵抗性の統合失調症にて長期入院となってしまっ
ている例がいくつかあり、クロザピン処方のため
島外の病院に通っている患者さんもいらっしゃる
ため、これらを解消できればと考えています。ま
た今までは月１回だけ佐渡総合病院へ医師１人が
出張しリエゾン診療を行ってきましたが、統合後
はリエゾンチームを編成し充実した形で行ってい

く予定です。これらは総合病院内に精神科ができ
ることのメリットです。人口減少社会が本格的に
到来することにより、病院の経営は必ずしも今ま
で通りというわけにはいかなくなります。佐渡に
おいてはその流れがいち早く到達していることを
実感させられます。地域の医療ニーズになるべく
こたえつつ、さらに工夫し発展させる機会にでき
ればと思っています。

　離島である本市は、人口減少や高齢化が急速に
進展し、令和４年３月末現在の高齢化率は 42.3％
と、市民の５人に２人が高齢者という状況になっ
ています。
　人口が減少するなか、身体障害者数は減少傾向
にある一方で、療育手帳所持者及び精神障害者保
健福祉手帳所持者数は年々増加しています。また
自立支援医療（精神通院医療）の受給者も増加傾
向にあります。

　佐渡市では、第３次佐渡市障がい者計画におい
て「一人ひとりが自分らしい人生を歩む～しあわ
せプランの実現～」を目標に、佐渡市地域自立支
援協議会精神障がい部会を中心に協議をすすめて
います。
　令和３年度は、それぞれの立場から意見や取り
組むべき課題があげられました。
①　「社会資源の不足」
　日中の居場所やグループホーム等の福祉サービ
スの不足や、相談支援専門員等の人材不足など、
社会資源が少ないといった意見が出されました。

②　 「地域住民に対する普及啓発」
　精神障がいの理解をさらに深めることが必要と
の声が挙がり、教育分野への啓発、チラシ等を活
用した情報発信、支援者向け研修会の開催等の意
見が出ました。
③　「住まいの確保」
　支える家族の高齢化、島外居住とともに、地域
とのつながりも希薄で身寄りのない障がい者が増
え、保証人がいない、グループホームが少ない、
持家が老朽し管理ができない等の課題が挙がりま
した。　
④　 「本人の能力を活かす支援」
　容易に金銭管理ができるシステムづくりやピア
サポートの必要性について意見が出ました。

　そのなかで、令和４年度から実施している主な
事業をご紹介します。
⑴　入院中の精神障がい者の地域移行支援の強化
　佐渡保健所、医療機関、相談支援事業所等関係
機関との連携を強化し、市内福祉サービス事業所
とも協議を重ね、地域で安心して生活を送ること
ができるような環境整備をすすめています。
⑵　精神保健福祉ボランティア養成講座実施
　精神障がいに対する理解を高め、地域活動に参
加していただくため、ボランティア養成講座を実
施し、26 名の方から参加いただきました。
⑶　「やすんでみんかっちゃ」実施
　真野みずほ病院医師住宅をお借りして、だれも
が気軽に立ち寄れる居場所「やすんでみんかっ
ちゃ」を月１回実施しています。新型コロナウイ

ルス感染防止のため調理等のイベントは実施する
ことはできませんが、居心地のよい空間づくりを
目指しています。

　その他にも、ヘルパー向け研修会やチラシづく
り、出前授業等を計画しています。
　また、月１回ではありますが、佐渡保健所や相
談支援事業所のみなさんと一緒に勉強会を開催し
ています。支援者同士または外部講師を招いての
ミニ講義のほか、支援困難ケースの事例検討や情
報共有等を行い、組織の枠を超えた、顔のみえる
つながりをつくることにより、相談支援体制の強
化につながっています。勉強会に参加することで、
様々な知識を得たり刺激を受け、業務に対するモ
チベーションの向上につながるとともに、たくさ
んの方の協力があって佐渡市の福祉が成り立って
いることを実感し、心強く感じています。

　今後も精神疾患のある方が住み慣れた地域で安
心して暮らすことができる共生社会の実現を目指
し、市民の皆様をはじめ関係機関との連携を図り
ながら精神保健福祉施策を推進していきたいと考
えております。皆様の一層のご理解ご協力をお願
いいたします。

真野みずほ病院の佐渡総合病院への機能統合について
真野みずほ病院　病院長　井　桁　裕　文

精神保健福祉における佐渡市の取り組みについて
佐渡市社会福祉部社会福祉課　　　　　　　　　　　　　
総合福祉相談支援センター　センター長　池　田　　　修

障害者手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）

真野みずほ病院　
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　私は平成31年４月から佐渡の真野みずほ病院に
精神科医師として勤務させていただいています。
佐渡市は面積が855.7㎡、人口は約５万人です。新
潟市は面積が726.4k㎡、人口が約78万人ですので、
佐渡は新潟市よりも大きな面積でありながら人口
は約6.4％ほどしかいません。いわゆる田舎の離島
というイメージで、豊かな自然と美味しいものを
満喫しつつ、ゆっくりのんびり精神科医療ができ
るのかなと甘い気持ちで赴任しました。しかし実
際に待っていたのは、人口減少と高齢化による患
者減少、それに伴って病院の経営状況が非常に厳
しくなっているという現実でした。
　赴任からほどなくして「令和４年11月30日を
もって真野みずほ病院が閉院し、佐渡総合病院に
機能集約される」という決定が告げられました。
またこれは精神科に限った話ではありませんでし
た。令和４年４月１日から、これまで佐渡の地域
医療を支えてきた相川病院が規模を大幅に縮小し
て相川診療所となり、さらに佐和田病院でも歯科
を除く内科、外科、整形外科、消化器科、リハビ
リテーション科が閉鎖するという事態となってい
ます。お恥ずかしながら私はこれまで病院の経営
という点についての関心が薄く、病院が潰れるな
んてことは滅多になく安泰だろうと思っていまし
た。しかし人口減少社会がもたらす影響は想像以
上に大きいもので、短期間のうちに佐渡島内にあ
る３つの病院が閉鎖や機能縮小するという現実に
直面しました。さらに佐渡はある意味で人口減少、
高齢化社会の最先端を行っているのであり、今後
この流れが新潟県内を含む日本全体に広がってい
くのではないかと危惧しています。
　そんな状況の中、私は令和３年７月１日から真
野みずほ病院の病院長を拝命し、病院の閉鎖と機
能統合に向けた準備を進めています。患者数が減
少していると言っても、週10人の新患予約枠は全
て埋まっている状況です。適応障害、発達障害、
認知症が多い印象ですが、幅広く様々な疾患の患
者さんが受診しています。また、統合失調症など
による幻覚妄想状態の悪化、うつ病などによる希

死念慮や自殺企図、双極性障害による躁症状、認
知症によるBPSDの悪化などによって入院が必要
となる患者さんもいらっしゃいます。精神科医療
のニーズは確実に存在しており、佐渡の精神科医
療をなんとか維持していかなくてはいけないと感
じています。また単に機能を縮小させるというこ
とではなく、この佐渡総合病院への機能統合を
きっかけとして発展させることができる部分につ
いても考えています。外来診療に関しては今まで
通り新患患者を受け入れつつ、再来患者は基本的
に全て佐渡総合病院精神科にて引き継いでいく方
針です。先に申し上げた通り佐渡は新潟市以上の
面積を有しているため、佐渡総合病院へのアクセ
スが難しいという方もいらっしゃいます。そこで
月１回程度の想定ではありますが、南佐渡地域医
療センターへの出張診療を新たに開始する準備を
進めています。入院診療に関しては今まで108
あった病床数が60へと大きく減少します。ここが
最も懸念されていた点の１つでしたが、長期入院
状態となっていた患者さんを中心に退院促進を精
力的に行いました。
　結果として、令和４年９月９日時点で入院患者
は55人となり、佐渡総合病院への移行ができる状
態となりました。これに際しては転院や入所など
で多くの病院ならびに施設にご協力をいただきま
した。この場を借りて厚く御礼を申し上げたいと
思います。
　またさらなる発展という点については、今まで

佐渡島内では実施していなかったクロザピン、電
気けいれん療法の導入準備を進めています。治療
抵抗性の統合失調症にて長期入院となってしまっ
ている例がいくつかあり、クロザピン処方のため
島外の病院に通っている患者さんもいらっしゃる
ため、これらを解消できればと考えています。ま
た今までは月１回だけ佐渡総合病院へ医師１人が
出張しリエゾン診療を行ってきましたが、統合後
はリエゾンチームを編成し充実した形で行ってい

く予定です。これらは総合病院内に精神科ができ
ることのメリットです。人口減少社会が本格的に
到来することにより、病院の経営は必ずしも今ま
で通りというわけにはいかなくなります。佐渡に
おいてはその流れがいち早く到達していることを
実感させられます。地域の医療ニーズになるべく
こたえつつ、さらに工夫し発展させる機会にでき
ればと思っています。

　離島である本市は、人口減少や高齢化が急速に
進展し、令和４年３月末現在の高齢化率は 42.3％
と、市民の５人に２人が高齢者という状況になっ
ています。
　人口が減少するなか、身体障害者数は減少傾向
にある一方で、療育手帳所持者及び精神障害者保
健福祉手帳所持者数は年々増加しています。また
自立支援医療（精神通院医療）の受給者も増加傾
向にあります。

　佐渡市では、第３次佐渡市障がい者計画におい
て「一人ひとりが自分らしい人生を歩む～しあわ
せプランの実現～」を目標に、佐渡市地域自立支
援協議会精神障がい部会を中心に協議をすすめて
います。
　令和３年度は、それぞれの立場から意見や取り
組むべき課題があげられました。
①　「社会資源の不足」
　日中の居場所やグループホーム等の福祉サービ
スの不足や、相談支援専門員等の人材不足など、
社会資源が少ないといった意見が出されました。

②　 「地域住民に対する普及啓発」
　精神障がいの理解をさらに深めることが必要と
の声が挙がり、教育分野への啓発、チラシ等を活
用した情報発信、支援者向け研修会の開催等の意
見が出ました。
③　「住まいの確保」
　支える家族の高齢化、島外居住とともに、地域
とのつながりも希薄で身寄りのない障がい者が増
え、保証人がいない、グループホームが少ない、
持家が老朽し管理ができない等の課題が挙がりま
した。　
④　 「本人の能力を活かす支援」
　容易に金銭管理ができるシステムづくりやピア
サポートの必要性について意見が出ました。

　そのなかで、令和４年度から実施している主な
事業をご紹介します。
⑴　入院中の精神障がい者の地域移行支援の強化
　佐渡保健所、医療機関、相談支援事業所等関係
機関との連携を強化し、市内福祉サービス事業所
とも協議を重ね、地域で安心して生活を送ること
ができるような環境整備をすすめています。
⑵　精神保健福祉ボランティア養成講座実施
　精神障がいに対する理解を高め、地域活動に参
加していただくため、ボランティア養成講座を実
施し、26 名の方から参加いただきました。
⑶　「やすんでみんかっちゃ」実施
　真野みずほ病院医師住宅をお借りして、だれも
が気軽に立ち寄れる居場所「やすんでみんかっ
ちゃ」を月１回実施しています。新型コロナウイ

ルス感染防止のため調理等のイベントは実施する
ことはできませんが、居心地のよい空間づくりを
目指しています。

　その他にも、ヘルパー向け研修会やチラシづく
り、出前授業等を計画しています。
　また、月１回ではありますが、佐渡保健所や相
談支援事業所のみなさんと一緒に勉強会を開催し
ています。支援者同士または外部講師を招いての
ミニ講義のほか、支援困難ケースの事例検討や情
報共有等を行い、組織の枠を超えた、顔のみえる
つながりをつくることにより、相談支援体制の強
化につながっています。勉強会に参加することで、
様々な知識を得たり刺激を受け、業務に対するモ
チベーションの向上につながるとともに、たくさ
んの方の協力があって佐渡市の福祉が成り立って
いることを実感し、心強く感じています。

　今後も精神疾患のある方が住み慣れた地域で安
心して暮らすことができる共生社会の実現を目指
し、市民の皆様をはじめ関係機関との連携を図り
ながら精神保健福祉施策を推進していきたいと考
えております。皆様の一層のご理解ご協力をお願
いいたします。

真野みずほ病院の佐渡総合病院への機能統合について
真野みずほ病院　病院長　井　桁　裕　文

精神保健福祉における佐渡市の取り組みについて
佐渡市社会福祉部社会福祉課　　　　　　　　　　　　　
総合福祉相談支援センター　センター長　池　田　　　修

障害者手帳所持者数の推移（各年４月１日現在）

真野みずほ病院　
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　離島である本市は、人口減少や高齢化が急速に
進展し、令和４年３月末現在の高齢化率は 42.3％
と、市民の５人に２人が高齢者という状況になっ
ています。
　人口が減少するなか、身体障害者数は減少傾向
にある一方で、療育手帳所持者及び精神障害者保
健福祉手帳所持者数は年々増加しています。また
自立支援医療（精神通院医療）の受給者も増加傾
向にあります。

　佐渡市では、第３次佐渡市障がい者計画におい
て「一人ひとりが自分らしい人生を歩む～しあわ
せプランの実現～」を目標に、佐渡市地域自立支
援協議会精神障がい部会を中心に協議をすすめて
います。
　令和３年度は、それぞれの立場から意見や取り
組むべき課題があげられました。
①　「社会資源の不足」
　日中の居場所やグループホーム等の福祉サービ
スの不足や、相談支援専門員等の人材不足など、
社会資源が少ないといった意見が出されました。

②　 「地域住民に対する普及啓発」
　精神障がいの理解をさらに深めることが必要と
の声が挙がり、教育分野への啓発、チラシ等を活
用した情報発信、支援者向け研修会の開催等の意
見が出ました。
③　「住まいの確保」
　支える家族の高齢化、島外居住とともに、地域
とのつながりも希薄で身寄りのない障がい者が増
え、保証人がいない、グループホームが少ない、
持家が老朽し管理ができない等の課題が挙がりま
した。　
④　 「本人の能力を活かす支援」
　容易に金銭管理ができるシステムづくりやピア
サポートの必要性について意見が出ました。

　そのなかで、令和４年度から実施している主な
事業をご紹介します。
⑴　入院中の精神障がい者の地域移行支援の強化
　佐渡保健所、医療機関、相談支援事業所等関係
機関との連携を強化し、市内福祉サービス事業所
とも協議を重ね、地域で安心して生活を送ること
ができるような環境整備をすすめています。
⑵　精神保健福祉ボランティア養成講座実施
　精神障がいに対する理解を高め、地域活動に参
加していただくため、ボランティア養成講座を実
施し、26 名の方から参加いただきました。
⑶　「やすんでみんかっちゃ」実施
　真野みずほ病院医師住宅をお借りして、だれも
が気軽に立ち寄れる居場所「やすんでみんかっ
ちゃ」を月１回実施しています。新型コロナウイ

ルス感染防止のため調理等のイベントは実施する
ことはできませんが、居心地のよい空間づくりを
目指しています。

　その他にも、ヘルパー向け研修会やチラシづく
り、出前授業等を計画しています。
　また、月１回ではありますが、佐渡保健所や相
談支援事業所のみなさんと一緒に勉強会を開催し
ています。支援者同士または外部講師を招いての
ミニ講義のほか、支援困難ケースの事例検討や情
報共有等を行い、組織の枠を超えた、顔のみえる
つながりをつくることにより、相談支援体制の強
化につながっています。勉強会に参加することで、
様々な知識を得たり刺激を受け、業務に対するモ
チベーションの向上につながるとともに、たくさ
んの方の協力があって佐渡市の福祉が成り立って
いることを実感し、心強く感じています。

　今後も精神疾患のある方が住み慣れた地域で安
心して暮らすことができる共生社会の実現を目指
し、市民の皆様をはじめ関係機関との連携を図り
ながら精神保健福祉施策を推進していきたいと考
えております。皆様の一層のご理解ご協力をお願
いいたします。

度佐渡総合病院に紹介しなければならない。こう
した状況は患者・医療従事者双方に大きな負担を
強いている。
　ストレス社会と言われる現代では身体症状と精
神症状の両面からアプローチする重要性が高まっ
ており、この需要は年齢や通常・救急診療を問わ
ず増加している。真野みずほ病院に勤務する精神
科医師が月１～２回の頻度で佐渡総合病院に出向
き、リエゾン精神医療を中心に活動している。一
方で、少子化は医療従事者不足を加速させ、機器
整備や施設老朽化も相俟って病院運営に大きな支
障を来している。
　以上を背景に、かつて切り離した精神医療を統
合する必要性が高いと判断、2022年12月より真野
みずほ病院を廃院、佐渡総合病院へ統合する方針
とした。これに伴い、精神科病床は158床から60
床へ減少、精神訪問看護は佐渡総合病院訪問看護
ステーションへ統合される。

　精神科病床の大幅な減少には、「５疾病・５事
業」による医療体制の整備、市町村や保健所等の
行政の取り組み、精神保健福祉士の養成など社会
生活を基軸とする精神疾患患者への対応、統合失
調症をはじめとする薬物療法の進歩による外来治
療の拡大、認知症サポート体制による認知症患者
の社会生活促進などを積極的に活用しなければな
らない。行政・医療・介護福祉の保健医療福祉関
係者の十分な理解と実践、住民自身の理解と協力
が必須である。
　入院が必要な精神疾患・認知症患者に対する一
般的イメージは「社会からの隔離」であり、住民
はもちろん、保健医療福祉関係者の多くも同様で
ある。突然隔離を要するほど重篤化することはま
れであり、入院を防ぐには多くの身体疾患と同じ

く早期発見・早期対応が肝要である。早く気づい
ても対応が遅れるほどに患者本人および家族の孤
立が進み、重症化を早め、社会生活時間が短縮す
る。病態を理解し、早期に対応することで病状の
進行を抑制し、社会の理解の元で社会生活をより
長く送られる体制・環境を作り上げていくことが
持続可能な精神医療と社会の存続に向けた根幹的
対策である。
　上述したように、精神疾患・認知症患者への対
応は医療だけでなく、行政・介護福祉領域、さら
に住民の理解が要である。佐渡では、超少子高齢
社会に対応できる社会保障体制の構築を目的に、
行政を含む多施設・多職種から成る佐渡地域医
療・介護・福祉提供体制協議会が設立されている。
協議会では、精神入院病床を制度上撤廃したイタ
リアの事例を材料に、多職種で学ぶ機会を2022年
３月から開始した。保健医療福祉関係者の理解か
ら始め、住民にも展開していく計画であるが、コ
ロナ禍の影響は大きく、想定通りに進めない現実
がある。オンライン会議などを利用しながら少し
でも進めていきたい。
　最後に佐渡総合病院統合後の運用について概説
する。2024年度の「医師働き方改革」法制化を見
据え、精神疾患患者の救急は精神科医師が対応す
ることとし、精神科医師は病院の夜間・休診日救
急外来を担当しない。精神疾患患者からの電話問
合せは少なくないが、こちらは精神科病棟で対応
することとし、病院の救急外来の負担を軽減する。
このように少ない病院職員の業務負荷分散を図る
予定である。
　末筆ながら、真野みずほ病院の長期入院患者の
転院などご尽力をいただいた関係各位、多大なご
支援をいただいている新潟大学医学部精神医学教
室に厚く御礼申し上げます。今後ともご教導、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

　佐渡の精神医療はかつて佐渡郡厚生農業協同組
合連合会佐渡総合病院を拠点に実践されていた。
精神科病床を考慮しない医師充足率の算出方法が
規定され、佐渡総合病院の医師数が不足する事態
に陥ったため、2003年３月に精神科機能を切り離
し、委譲された旧国立佐渡療養所を新潟県厚生農
業協同組合連合会真野みずほ病院に転換して移行
した。以来、真野みずほ病院は精神科診療と佐渡
総合病院の医師派遣による外来機能を持つ医療機
関として運営されてきた。
　佐渡の人口減少と少子高齢化は著しく、1980年
台後半には高齢化率21%を越える超高齢社会に突
入、2022年には高齢化率43%に達している。高齢
化に伴って精神科入院治療を要する認知症患者も

増加し、真野みずほ病院でも入院の３～４割は認
知症随伴症状の治療が目的である。高齢化は精神
疾患患者にも等しく訪れ、身体疾患を有する患者
が大半を占める。高齢化が他地域より進んでいた
佐渡では、精神科以外の診療科にも通院している
患者が多く、真野みずほ病院設立時から佐渡総合
病院に往来するシャトルバスを運用してきた。
　真野みずほ病院には新潟県指定の認知症疾患医
療センターが設置されている。認知症診断には、
器質的疾患の除外が必要であるが、真野みずほ病
院にはＣＴ・ＭＲＩ等の検査機器が整備されてお
らず、佐渡総合病院に都度検査を依頼する必要が
ある。また、精神疾患・認知症患者ともに身体疾
患の診断・治療を要する場合が多く、こちらも都

真野みずほ病院閉院に寄せて
　　　～皆が自分らしい人生を過ごせるように～

社会福祉法人 とき福祉会　理事長　末　武　正　義

　当法人は、平成16年に設立され、現在、障害者
自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所
「さわやか」に移行し、就労継続支援Ｂ型３施設
とグループホーム２施設（男性１、女性１）並び
に市から受けている相談支援事業を業務とし運営
しています。特に、平成18年度に障害者自立支援
法が施行されてからは、佐渡地域の精神障がい者
の福祉向上に努め、コロナ禍であっても緩やかで
はありますが、施設整備の推進、法人の安定運営
を計ってまいりました。
　これは、ひとえに関係機関、地域の皆様方の当
法人に対するご理解とご協力のおかげと思ってお
り、感謝申し上げます。
　いよいよ今年11月末で、佐渡で唯一、入院病床
を有する精神科病院｢真野みずほ病院｣が閉院とな
ります。平成15年の開院と聞いており､ほぼ当法人
の開所と同じころですので、何か縁を感ずるもの
があります。
　事の良し悪しや、賛・否は別として、物や事象
が「無くなる」ということは一抹の寂しさ、残念
さを感ずるものであります。
　「佐渡の精神科医療の課題」を見る前に佐渡の
医療・介護・福祉の現状（特に人材資源問題等）

が「離島」ということも有り、県内に於いても
由々しき状態にあると認識しなければならないと
思います。
　佐渡市合併後、人口は２万人余も減っています。
加えて高齢者の比率高、少子化の急進、観光業の
落ち込み等の経済的な要因、決定的なものは見つ
かりませんが、まさしく総合的な社会要因による
「島の医療」の衰退です。
　そのような状況下での精神医療からすれば、高
齢者の「社会的入院」及び「入院の長期化」が混
在している状況も課題だったのでしょう。しかし、
平成30年時病床数を減らしたときは、医師不足が
大きな要因と聞いております。
　特に、佐渡に於いては、総合的な視野からは真
野みずほ病院の機能を佐渡総合病院への集約・統
合は理解せざるを得ません（かつて、佐渡総合病
院に精神科があった)。
　昨年、当法人がメンバーの皆さんから「真野み
ずほ病院閉院」についてとったアンケートを紹介
します（別図)。
　結果を見ますと､「閉院」に関しては、全員
知っていたとのことですので、周知については問
題は有りませんが､「不安の内容」が多く寄せら

れています。
　病院の場所が変わるために起きる問題、佐渡病
院での診療内容の問題など心配されています。メ
ンバーの皆さんは患者さんのごく一部ですので、
佐渡全体として「大きな声」があると認識してい
ただきたいです。
　佐渡総合病院に精神科が移りますと、様々なメ
リットも得られると思います。他の診療科との連
携がとりやすくなりますので、精神科医療がより
充実したものになると考えられます。
　精神疾患対象診療科の患者さんは、偏見・差別
視される傾向にあります。日本人は、心の病を
「病気」と捉えない傾向にあると言われます。総
合病院診療になって、それらがなくなることも期
待しています。
　佐渡市では、精神保健福祉施策として自立支援
協議会の部会で関係機関とワーキングをしていま
す。ゴールは､『一人ひとりが自分らしい人生を
歩む』（詳細は省きます）事を目指すとしており、

この中での精神障がい者の皆さんを地域で支える
体制を構築することと位置づけております。
　医療機関は、病を治療するところで、生活の場
とするところではありません。このことは、私た
ち地域で支える関係者は肝に銘じなければならな
いと思います。その上で、地域移行をどのような
形で進められるのか、医療と地域の連携が重要で
あると思います。この『佐渡を一つ』とした、現実
的な構想を一日も早く実現できるよう期待します。
　当法人が業務全体として､「地域移行」へどの
ように寄与できるか、特にグループホームの運営
などは重要なことと認識しています。法人運営の
拡大は急務ですが、そう簡単には出来ません。絶
大なる関係機関の指導、援助が必要です。
　真野みずほ病院機能の佐渡総合病院への移行を
契機に、佐渡の精神保健福祉施策が前進すること
を期待していますし、又、役職員一同、協力もし
て行きたいと考えております。

佐渡総合病院　

精神保健福祉ボランティア養成講座
（真野みずほ病院長による講義）

36



佐渡地域の精神医療の課題と、
佐渡総合病院での新たな精神科医療の展開に向けて特集

度佐渡総合病院に紹介しなければならない。こう
した状況は患者・医療従事者双方に大きな負担を
強いている。
　ストレス社会と言われる現代では身体症状と精
神症状の両面からアプローチする重要性が高まっ
ており、この需要は年齢や通常・救急診療を問わ
ず増加している。真野みずほ病院に勤務する精神
科医師が月１～２回の頻度で佐渡総合病院に出向
き、リエゾン精神医療を中心に活動している。一
方で、少子化は医療従事者不足を加速させ、機器
整備や施設老朽化も相俟って病院運営に大きな支
障を来している。
　以上を背景に、かつて切り離した精神医療を統
合する必要性が高いと判断、2022年12月より真野
みずほ病院を廃院、佐渡総合病院へ統合する方針
とした。これに伴い、精神科病床は158床から60
床へ減少、精神訪問看護は佐渡総合病院訪問看護
ステーションへ統合される。

　精神科病床の大幅な減少には、「５疾病・５事
業」による医療体制の整備、市町村や保健所等の
行政の取り組み、精神保健福祉士の養成など社会
生活を基軸とする精神疾患患者への対応、統合失
調症をはじめとする薬物療法の進歩による外来治
療の拡大、認知症サポート体制による認知症患者
の社会生活促進などを積極的に活用しなければな
らない。行政・医療・介護福祉の保健医療福祉関
係者の十分な理解と実践、住民自身の理解と協力
が必須である。
　入院が必要な精神疾患・認知症患者に対する一
般的イメージは「社会からの隔離」であり、住民
はもちろん、保健医療福祉関係者の多くも同様で
ある。突然隔離を要するほど重篤化することはま
れであり、入院を防ぐには多くの身体疾患と同じ

く早期発見・早期対応が肝要である。早く気づい
ても対応が遅れるほどに患者本人および家族の孤
立が進み、重症化を早め、社会生活時間が短縮す
る。病態を理解し、早期に対応することで病状の
進行を抑制し、社会の理解の元で社会生活をより
長く送られる体制・環境を作り上げていくことが
持続可能な精神医療と社会の存続に向けた根幹的
対策である。
　上述したように、精神疾患・認知症患者への対
応は医療だけでなく、行政・介護福祉領域、さら
に住民の理解が要である。佐渡では、超少子高齢
社会に対応できる社会保障体制の構築を目的に、
行政を含む多施設・多職種から成る佐渡地域医
療・介護・福祉提供体制協議会が設立されている。
協議会では、精神入院病床を制度上撤廃したイタ
リアの事例を材料に、多職種で学ぶ機会を2022年
３月から開始した。保健医療福祉関係者の理解か
ら始め、住民にも展開していく計画であるが、コ
ロナ禍の影響は大きく、想定通りに進めない現実
がある。オンライン会議などを利用しながら少し
でも進めていきたい。
　最後に佐渡総合病院統合後の運用について概説
する。2024年度の「医師働き方改革」法制化を見
据え、精神疾患患者の救急は精神科医師が対応す
ることとし、精神科医師は病院の夜間・休診日救
急外来を担当しない。精神疾患患者からの電話問
合せは少なくないが、こちらは精神科病棟で対応
することとし、病院の救急外来の負担を軽減する。
このように少ない病院職員の業務負荷分散を図る
予定である。
　末筆ながら、真野みずほ病院の長期入院患者の
転院などご尽力をいただいた関係各位、多大なご
支援をいただいている新潟大学医学部精神医学教
室に厚く御礼申し上げます。今後ともご教導、ご
支援賜りますようお願い申し上げます。

佐渡の精神医療の課題と対策の方向性
　　　～社会生活を基軸とする医療福祉をめざして～

新潟県厚生連 佐渡総合病院　病院長　佐　藤　賢　治

両津港

佐渡市
〇人口
　51,023人
　（R4.8.31現在）

〇世帯数
　23,198世帯
〇面積
　855.68㎢

真野みずほ病院

佐渡総合病院

佐渡市の精神科病院　真野みずほ病院の
佐渡総合病院への機能統合
　Ｒ４年11月30日をもって、真野みずほ病院は閉院し、
佐渡総合病院に機能統合します。
・真野みずほ病院
　　設立：平成15年（国立佐渡療養所より移譲)、
　　　　　稼働病床数108床
・統合後の機能：佐渡総合病院
　　病床数(一般病床290床、精神病床60床、感染症４床）

佐渡地域の精神医療の課題や今後の展開等について、
４人の方に寄稿していただきました。

　新潟県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　佐渡総合病院　　病院長　佐藤　賢治 先生

　新潟県厚生農業協同組合連合会
　　　　　　　　真野みずほ病院　病院長　井桁　裕文 先生

　佐渡市社会福祉部社会福祉課
　総合福祉相談支援センター　センター長　池田　　修 氏

　社会福祉法人とき福祉会　　　　理事長　末武　正義 氏

　佐渡の精神医療はかつて佐渡郡厚生農業協同組
合連合会佐渡総合病院を拠点に実践されていた。
精神科病床を考慮しない医師充足率の算出方法が
規定され、佐渡総合病院の医師数が不足する事態
に陥ったため、2003年３月に精神科機能を切り離
し、委譲された旧国立佐渡療養所を新潟県厚生農
業協同組合連合会真野みずほ病院に転換して移行
した。以来、真野みずほ病院は精神科診療と佐渡
総合病院の医師派遣による外来機能を持つ医療機
関として運営されてきた。
　佐渡の人口減少と少子高齢化は著しく、1980年
台後半には高齢化率21%を越える超高齢社会に突
入、2022年には高齢化率43%に達している。高齢
化に伴って精神科入院治療を要する認知症患者も

増加し、真野みずほ病院でも入院の３～４割は認
知症随伴症状の治療が目的である。高齢化は精神
疾患患者にも等しく訪れ、身体疾患を有する患者
が大半を占める。高齢化が他地域より進んでいた
佐渡では、精神科以外の診療科にも通院している
患者が多く、真野みずほ病院設立時から佐渡総合
病院に往来するシャトルバスを運用してきた。
　真野みずほ病院には新潟県指定の認知症疾患医
療センターが設置されている。認知症診断には、
器質的疾患の除外が必要であるが、真野みずほ病
院にはＣＴ・ＭＲＩ等の検査機器が整備されてお
らず、佐渡総合病院に都度検査を依頼する必要が
ある。また、精神疾患・認知症患者ともに身体疾
患の診断・治療を要する場合が多く、こちらも都

　当法人は、平成16年に設立され、現在、障害者
自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業所
「さわやか」に移行し、就労継続支援Ｂ型３施設
とグループホーム２施設（男性１、女性１）並び
に市から受けている相談支援事業を業務とし運営
しています。特に、平成18年度に障害者自立支援
法が施行されてからは、佐渡地域の精神障がい者
の福祉向上に努め、コロナ禍であっても緩やかで
はありますが、施設整備の推進、法人の安定運営
を計ってまいりました。
　これは、ひとえに関係機関、地域の皆様方の当
法人に対するご理解とご協力のおかげと思ってお
り、感謝申し上げます。
　いよいよ今年11月末で、佐渡で唯一、入院病床
を有する精神科病院｢真野みずほ病院｣が閉院とな
ります。平成15年の開院と聞いており､ほぼ当法人
の開所と同じころですので、何か縁を感ずるもの
があります。
　事の良し悪しや、賛・否は別として、物や事象
が「無くなる」ということは一抹の寂しさ、残念
さを感ずるものであります。
　「佐渡の精神科医療の課題」を見る前に佐渡の
医療・介護・福祉の現状（特に人材資源問題等）

が「離島」ということも有り、県内に於いても
由々しき状態にあると認識しなければならないと
思います。
　佐渡市合併後、人口は２万人余も減っています。
加えて高齢者の比率高、少子化の急進、観光業の
落ち込み等の経済的な要因、決定的なものは見つ
かりませんが、まさしく総合的な社会要因による
「島の医療」の衰退です。
　そのような状況下での精神医療からすれば、高
齢者の「社会的入院」及び「入院の長期化」が混
在している状況も課題だったのでしょう。しかし、
平成30年時病床数を減らしたときは、医師不足が
大きな要因と聞いております。
　特に、佐渡に於いては、総合的な視野からは真
野みずほ病院の機能を佐渡総合病院への集約・統
合は理解せざるを得ません（かつて、佐渡総合病
院に精神科があった)。
　昨年、当法人がメンバーの皆さんから「真野み
ずほ病院閉院」についてとったアンケートを紹介
します（別図)。
　結果を見ますと､「閉院」に関しては、全員
知っていたとのことですので、周知については問
題は有りませんが､「不安の内容」が多く寄せら

れています。
　病院の場所が変わるために起きる問題、佐渡病
院での診療内容の問題など心配されています。メ
ンバーの皆さんは患者さんのごく一部ですので、
佐渡全体として「大きな声」があると認識してい
ただきたいです。
　佐渡総合病院に精神科が移りますと、様々なメ
リットも得られると思います。他の診療科との連
携がとりやすくなりますので、精神科医療がより
充実したものになると考えられます。
　精神疾患対象診療科の患者さんは、偏見・差別
視される傾向にあります。日本人は、心の病を
「病気」と捉えない傾向にあると言われます。総
合病院診療になって、それらがなくなることも期
待しています。
　佐渡市では、精神保健福祉施策として自立支援
協議会の部会で関係機関とワーキングをしていま
す。ゴールは､『一人ひとりが自分らしい人生を
歩む』（詳細は省きます）事を目指すとしており、

この中での精神障がい者の皆さんを地域で支える
体制を構築することと位置づけております。
　医療機関は、病を治療するところで、生活の場
とするところではありません。このことは、私た
ち地域で支える関係者は肝に銘じなければならな
いと思います。その上で、地域移行をどのような
形で進められるのか、医療と地域の連携が重要で
あると思います。この『佐渡を一つ』とした、現実
的な構想を一日も早く実現できるよう期待します。
　当法人が業務全体として､「地域移行」へどの
ように寄与できるか、特にグループホームの運営
などは重要なことと認識しています。法人運営の
拡大は急務ですが、そう簡単には出来ません。絶
大なる関係機関の指導、援助が必要です。
　真野みずほ病院機能の佐渡総合病院への移行を
契機に、佐渡の精神保健福祉施策が前進すること
を期待していますし、又、役職員一同、協力もし
て行きたいと考えております。

真野みずほ病院閉院に伴うアンケート結果

● 真野みずほ病院が閉院することを知っていますか

真野みずほ病院に通院されている利用者を対象にアンケートを実施 2021/06/30

● 真野みずほ病院が閉院する不安がありますか

「真野みずほ病院が2022年11月末で
　閉院することを知っていますか？」
　　知っている 100％
　　知らない 0％

　全員が閉院について理解していることが確
認できた。

「真野みずほ病院が
　閉院する不安がありますか？」
　　不安がある 71％
　　不安はない 29％

　約７割の方が不安があるとの回答であっ
た。理由として
・服薬の効果があるときは不安がないが、効
果が切れてくると不安が出てしまう。

「真野みずほ病院が無くなることの
　不安は何ですか？」
　医師が代わってしまうかもしれない不安が
一番多く、佐渡総合病院に行くことの不安、
通院が遠くなる不安、診療内容が変わってし
まう恐れの不安が見られました。
　中には、デイケアが継続されるかの不安
や、薬が変えられてしまう心配事も見られ
た。

● 不安の理由

知らない
0％

知っている
100％

不安はない
29％

不安がある
71％

その他　11%

診療内容への不安
11%

通院が
遠くなる不安

11%

佐渡総合病院に
行くことになる不安

22％

真野みずほ病院が
無くなることの不安
34％

医師が代わる不安
11％

72
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No.39No.39No.39 　縁があって看護系の専門学校で講義をすることになりまし
たが、そこで使用している教科書の中に、うつ病における自
殺を防ぐはたらきかけとして､“初診時には「つらさのあまり
死や自傷が解決だと思われることが多いが、あなたは大丈夫
ですか」とはっきりと問い、自殺や自傷をしないでほしいと
話し、約束してもらう。約束はたいていまもられる。”との
記述がありました（医学書院：系統看護学講座　精神看護学
①精神看護の基礎　第６版　p190)。
　確かに私も精神科医になった当時、希死念慮を認めた場合
には自殺をしない約束をすること（そしてそれをカルテに書
くこと)、と教わりました。しかし臨床経験を積んでしばらく
経ったころから、私は少なくとも記載の通りに患者さんに
“自殺をしないでほしいと話し､（自殺をしないように）約束
してもらう”ようにはしていません。それは、うつ病を患う
方たち、特に希死念慮があるほど症状が重い方は､“自分には
能力や価値がない"“周囲に迷惑をかけ、疎まれ、低い評価を
受けている”などと、自己や他者に対して否定的な認知を有
することが多く、希死念慮が強まった場合に“約束したのに
死にたいと思ってしまう”自分を責め苦しみ、またそのよう
に思う申しわけなさから希死念慮が強まっていることを言い
出せなくなってしまうのではないかと考えたからです。同じ
ように自殺をしない約束の有効性に疑問を持った方が調べた
ところによれば、その有効性は確立されておらず、そのよう
な対応を取ることに否定的な意見もあるそうです（齊尾・栗
原．自殺をしない誓約は有効か？．臨床評価　2019；47(1)：
153-162.)。ただし、そもそも自殺をしない約束が有効である
ことを実証することは困難であり、約束が有効でないと示さ
れたものではありません。2000年のWHOによる自殺予防の手
引きには「自殺をしないと約束してもらう」とあり（自分の
行動を十分にコントロールできる患者の場合のみに、このよ
うに約束することが適切である、との但し書きがあります)、
自殺予防の研修やマニュアルでも採用されています。
　例外もありますが、うつ病の方に私が行っている対応は、
“「自殺をしたい」と思う気持ちは病気の症状であり、痛み
や発熱のように自分でコントロールできることでも自分の責
任でもないこと”を説明し､“「自殺をしたい」という気持ち
が強くなったら実行に移す前に病院や身近な人に言う”よう
に依頼し、約束してもらうことです。これが効果的かは全く
分かりませんし、自殺をしない約束より根拠の乏しいことで
す。自殺をしない約束をすることで救われる方、助かる命も
あるかもしれません。しかし、少なくとも教科書的もしくは
マニュアル的に希死念慮の有無を確かめ､「自殺をしない」と
約束してもらうことには慎重であるべきと私は考えています。
希死念慮への対応について何かご存じの方は、ご助言いただ
ければ幸いです。

　令和４年度定期総会で実施した役員
改選により、新役員体制が決定しまし
た。

新潟県精神医療機関協議会事務局からお知らせ

令和４年度
新役員体制について

　社会環境等の変化に伴い人とのつながりが希薄化している中で、ウイルス禍の長期化によって社会にお
いて内在していた孤独・孤立の問題が顕在化し、より一層深刻さを増しています。令和３年２月には内閣
官房孤独・孤立対策担当室が設置され、社会全体で取り組むべき問題として対策が推進されています。
　見えにくい孤独・孤立の問題で困難を抱えている方への必要な支援などについて学ぶ機会とします。

１　日　時　　令和５年２月17日（金）
　　　　　　　午前10時30分～午後４時　※開催方法：未定

２　主　催　　新潟県精神医療機関協議会、新潟県精神障害者家族会連合会、
　　　　　　　新潟県精神保健福祉士協会、新潟県精神障害者社会福祉施設協議会、
　　　　　　　新潟県精神保健福祉センター

３　プログラム
　
　　　◇講　師　　大嶋　栄子 氏
   　　　　　　 　（ＮＰＯ法人リカバリー代表、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所客員研究員）　

　
　　　◇シンポジスト　
　　　　①若年者支援　　ＮＰＯ法人新潟ねっと　代表理事　村山　 賢 氏
   　　　　　　　　　　 　ひきこもり等の生きづらさを抱えた若者の相談や就労支援に数多く対応

　　　　②高齢者支援　　新潟市地域包括支援センターふなえ　センター長　須貝　秀昭 氏
   　　　　　　　　　　 　包括支援センターのセンター長であるとともに、身寄りなし問題研究会代表として幅広く活動

　　　　③生活困窮支援　新潟県パーソナル・サポート・センター　センター長　小田　 恵 氏
   　　　　　　　　　　 　孤立・困窮問題を抱えたさまざまな相談に対応し、自立に向けた伴走型支援に取り組む

　　　　④居場所支援　　一般社団法人り・ぼん　理事　斉藤　純子 氏
   　　　　　　　　　　 　依存症等の方への居場所・入所による回復支援を行う、自身も当事者としての経験をもつ

　　　◇座　　　　長　　細木　俊宏 先生 （県立精神医療センター　院長）

令和４年度新潟県精神医療・保健・福祉関係者合同実践セミナーのご案内

「見えにくい孤独・孤立の支援」

役　職

会　長

副会長

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

理　事

監　事

監　事

氏　　名

染　矢　俊　幸

佐　野　英　孝

松　田　ひろし

長谷川　まこと

細　木　俊　宏

高　橋　邦　明

北　村　秀　明

金　子　尚　史

後　藤　雅　博

佐久間　寛　之

所　　属

（敬称略）　任期：令和６年度定期総会まで

新潟大学大学院医歯学総合研究科

白根緑ケ丘病院

柏崎厚生病院

新津信愛病院

県立精神医療センター

高橋クリニック

佐潟公園病院

南浜病院

こころのクリニックウイズ

さいがた医療センター

【午前の部】 基調講演

　精神保健福祉士。精神科ソーシャルワーカーを経て、北海道札幌市で2002年に社会的困難の状態にある女性の
支援の場「それいゆ」を立ち上げ、2004年にＮＰＯ法人リカバリーを設立。現在、グループホーム等５か所の施
設を運営。
　主に女性の依存症、発達障害者、精神障害者、生きづらさや困難を抱える方に生活支援や就労支援を積極的に行っ
ている。

【午後の部】 シンポジウム

※内容の詳細及び申込み等については、後日開催通知を送付いたします。
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