
第５節 精神疾患 

 

第１ 精神疾患医療の現況 

１ 精神疾患の疫学 

（１）精神疾患の範囲 

   本計画の対象疾患は、世界保健機関（WHO）による国際疾病分類第 10版（ICD-10）の「精神

および行動の障害」に記載されている疾患を対象とし、福祉サービス等との連携も考慮し、現

行の精神障害者保健福祉手帳の対象となっている「てんかん」も対象とします。特に近年患者

が増加している「うつ病」と「認知症」さらに、救急医療や緩和ケアなど精神医療が関わる分

野についても考慮することとします。 

（２）精神疾患の現状  

    精神疾患は、近年その受療患者数が急増しており、平成 20年には 320万人を超えました。ま

た、国民の 4人に 1人(25％)が生涯でうつ病等の気分障害、不安障害及び物質関連障害のいず

れかを経験していることが明らかになっています。 

警察庁によると、自殺者数は、平成 10年以降 14年連続して３万人を超え、平成 24年には３

万人を切ったものの、依然高い状況にありますが、その原因・動機のうち、健康問題の中では、

うつ病の精神疾患が多いことが明らかになっています。 

精神疾患には、このほか、発達障害や、高齢化の進行に伴って急増しているアルツハイマー

病等の認知症等も含まれており、精神疾患は住民に広く関わる疾患となっています。 

また、精神疾患は、あらゆる年齢層で疾病により生じる負担が大きく、精神疾患にり患する

ことによる稼働能力の低下などによって、社会経済的な損失を生じるとともに、本人・家族の

生活の質の低下をもたらしています。 

  

２ 精神疾患の医療    

（１）予防 

   精神疾患の予防の必要性は認識されているものの効果を実証することが困難であり、具体的

な方法は確立されていません。しかし、幼少期・学童期などの人生早期に経験される精神保健

の問題への適切なケアや、成人における「適度な運動」、バランスのとれた「栄養・食生活」は、

身体だけでなくこころの健康においても重要と考えられます。これらに、心身の疲労の回復に

重要な「休養」が加えられ、健康のための３つの要素とされてきたところです。さらに、十分

な睡眠をとり、ストレスと上手につきあうことはこころの健康に欠かせない要素となっていま

す。 

（２）診断 

精神疾患の診断の基本は、十分な観察・問診による精神症状の正確な把握であり、心理検査・

脳画像等の検査が診断の補助として行われています。 

また、身体疾患で内科等を受診した患者にうつ病等の精神疾患が疑われる場合には、速やか

に精神科医に相談又は紹介することで、正確な診断が行われることが、適切な治療選択の観点

から重要と考えられます。 

（３）治療 

精神疾患の治療においては、薬物療法と精神療法が中心となりますが、向精神薬（抗精神病

薬、抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬など）を処方する際は、必要な投与期間、出現しうる有害作

用に対する対処法、治療効果が十分にあがらない場合の代替薬物、長期投与の必要性の有無な

どの知識をもとに、治療計画を患者とその家族等によく説明しておく必要があります。また、

診断、治療の両方において、生物・心理・社会的側面を考慮することが必要であり、生活習慣・

生活環境の改善と共に、専門的な精神療法、作業療法、精神科デイ・ケアなど薬物療法以外の
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治療法も重要と考えられます。 

（４）合併症の治療 

   精神疾患においては精神症状だけでなく、身体疾患の有無にも注意を払う必要があります。

特に、身体疾患を合併する患者については、それを担当する内科等の診療科と連携する仕組み

を構築する必要があります。 

（５）うつ病の医療 

   うつ病の診断では、甲状腺疾患、副腎疾患、膵疾患、膠原病、悪性腫瘍、脳血管障害など身

体疾患や、その治療薬もうつ状態を呈することがあることに留意する必要があります。 

また、双極性障害、認知症、統合失調症などの精神疾患との鑑別も考慮する必要があります。

さらに、アルコール依存症との併存にも注意が必要です。 

うつ病の診断には、上記の鑑別診断を考慮に入れた詳細な問診が不可欠であり、心理検査を

補助的に用いることがあります。 

治療は、抗うつ薬を中心としつつ、認知行動療法等の精神療法など非薬物療法も行われてい

ます。  

（６）認知症の医療 

   認知症には、アルツハイマー病型、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、

正常圧水頭症など様々なものがあります。治療としては、薬物療法、行動・心理症状などの周

辺症状への対応、身体合併症への対応などがあり、家族に対する対応指導が行われているほか、

在宅の患者に対しては、重度認知症患者デイ・ケアなども行われています。 

 

３ 精神疾患の医療体制   

（１）精神科医療機関等の状況 

   平成 22年(2011)医療施設調査・病院報告によれば、全国の精神病床を有する病院数は 1,667

病院、精神科病院（精神病床のみを有する病院）数は 1,082病院で、平成８年以降横ばいとな

っています。また、精神病床数は、平成 10年以降減少傾向にあり、平成 22年は 346,715床と

なっています。 

精神科を診療科目としている診療所の数は、平成 11年は 3,682施設、平成 20年は 5,629施

設と増加しています。 

精神科医師数は、平成 12年は 11,063人でしたが、平成 23年には 12,082人となっています。 

（２）精神科救急医療（身体疾患を合併する精神疾患患者含む） 

   精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するとともに、在宅患者の地

域生活維持を支援するための精神科救急医療の状況については、平成 22年度は、精神科救急医

療圏 148ヶ所、精神科救急医療施設 1,050施設（常時対応、輪番対応及び外来対応を含む）で

あり、施設数はほぼ横ばいで推移しています。 

夜間、休日の受診件数、入院件数は、平成 17年度はそれぞれ、約 3万件、約 1万 2千件、平

成 22年度はそれぞれ約４万件、約１万７千件といずれも増加していることから、精神科救急医

療体制の充実・強化が求められています。 

   さらに、近年、身体疾患を合併する精神疾患患者が増加しており、身体疾患を合併する精神疾

患患者の救急医療体制の整備が求められています。 

４ 本県の現状と課題 

（１）予防・アクセスに関する情報 

   ① 精神保健に関する相談指導 

ア  精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談 

（ア）精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談指導実人員 

         精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談の実施状況は、人口 10万人あたりで
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は実人員は、全国平均を下回っています。 
     （表 1）精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談等の実人員数   

精神保健福祉センターが実施し
た精神保健福祉相談等の実人員 

 全  国 青森県 

総数 24,094 108 

人口 10万人あたり 19 8 
    （衛生行政報告例：平成 22年度） 

(イ) 精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談指導延人員 

         精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談の実施状況は、人口 10万人あたりで 

は、延人員は全国平均を下回っています。 

          また、相談延人員は 358名で、内容別に見ると、思春期が 115名（32%）で最も多くな

っています。また、相談延人員のうち「（再掲）ひきこもり」は、122人(34.1%)、「再掲

（発達障害）」は 13人(3.6%)、「（再掲）自殺関連」は２人(0.6%)となっています。 

（表 2-1）精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談の延人員数   
精神保健福祉センターが実施し
た精神保健福祉相談等の延人員 

 全  国 青森県 
総数 210,592 358 

人口 10万人あたり 165.1 25.5 
（衛生行政報告例：平成 22年度） 

（表 2-2）精神保健福祉センターにおける精神保健福祉相談の延人員数   

    総数 老人精

神保健 

社会復帰 アルコ

ール 
薬物 思春期 心の健康

づくり 

うつ・う

つ状態 

その他 

全国件数 210,592 1,001 124,972 4,488 3,714 17,862 21,766 10,162 26,627 

比率 100% 0.5 59.3 2.1 1.8 8.5 10.3 4.8 12.7 

青森県.件数 358 - 21 - - 115 1 2 219 

  比率 100% 0 5.9 0 0 32.1 0.3 0.6 61.1 

(再掲) ひきこ

もり 

発達障

害 

自殺関連 犯罪被

害 

全国・件数 16,905 14,039 3,421 1,690 

比率 8.0 6.7 1.6 0.8 

青森県.件数 122 13 2 - 

   比率 34.1 3.6 0.6  

（衛生行政報告例：平成 22年度） 

イ 保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談 

（ア）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の実人員 

         保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の実人員は、人口 10万人あたりでは全 

国平均を下回っています。 

（表 3）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の実人員数   

  全  国 青森県 
保健所及び市町村が実施した精
神保健福祉相談等の実人員 

総数 302,735 1,649 
人口 10万人あたり 238.3 117.3 

 （地域保健・健康増進事業報告：平成 22年度） 

 

（イ）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の延人員 

保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の延人員は、青森県は 3,766人で、人口

10 万人あたりでは全国平均を下回っています。相談延人員の相談内容別にみると、社会

復帰が 1,550 人(41.2%)と一番多く、次にこころの健康づくり 324 人(8.6%)となっていま

す。 

また、相談延人員のうち「（再掲）ひきこもり」は、82 人(2.2%)、「（再掲）自殺関連」

は 50人(1.4%)、「（再掲）自殺者の遺族」は４人(0.1%)、「（再掲）犯罪被害者」は４人(0.1%)

となっています。 
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（表 4-1）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の延人員数   
  全  国 青森県 
保健所及び市町村が実施した精
神保健福祉相談等の延人員 

総数 818,480 3,766 

人口 10万人あたり 644.2 267.9 

（地域保健・健康増進事業報告：平成 22年度） 
 

（表 4-2）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談の延人員数  
 総 数 老人精

神保健 
社会復
帰 

アルコ
ール 

薬物 思春期 こころの健
康づくり 

その他 

全
国 

人数 818,480 39,774 264,201 35,697 7,268 18,422 81,493 371,625 

比率 100% 4.8 32.3 4.4 0.9 2.3 10.0 45.3 

青
森
県 

人数 3,766 157 1,550 128 ― 35 324 1,572 

比率 100% 4.2 41.2 3.4 0 0.9 8.6 41.7 

（再 掲） ひきこも
り 

自殺関
連 

自殺者
の遺族 

犯罪被
害 

 

 全
国 

人数 26,640 10,334 896 613 

比率 3.3 1.3 0.1 0.1 

青
森
県 

人数 82 50 4 4 

比率 2.2 1.4 0.1 0.1 

（地域保健・健康増進事業報告：平成 21年度） 

ウ 保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導 

（ア）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の実人員 

保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の実人員は、人口 10 万人あたりで

は全国平均を下回っています。 
（表 5）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の実人員数   
  全  国 青森県 
保健所及び市町村が実施した精
神保健福祉相談等の実人員 

総数 125,166 1,339 

人口 10万人あたり 98.5 95.2 

 （地域保健・健康増進事業報告：平成 22年度）  

（イ）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の延人員 

保健所及び市町村が実施した精神保健福祉相談等の延人員は、人口 10 万人あたりでは

全国平均を下回っています。相談延人員の相談内容別にみると、社会復帰が 924人(28.5%)

と一番多く、次にこころの健康づくり 361人(11.1%)となっています。 

（表 6-1）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の延人員数   

  全  国 青森県 
保健所及び市町村が実施した精
神保健福祉相談等の延人員 

総数 318,456 3,245 

人口 10万人あたり 250.6 230.9 

（地域保健・健康増進事業報告：平成 22年度） 

 

（表 6-2）保健所及び市町村が実施した精神保健福祉訪問指導の延人員数  

 総 数 老人精

神保健 

社会復

帰 

アルコ

ール 

薬 物 思春期 こころの健

康づくり 

その他 

全

国 

人数 318,456 29,716 95.490 13,937 2,660 4,678 31,053 140,922 

比率 100% 9.3 30.0 4.4 0.8 1.5 9.8 44.2 

青

森

県 

人数 3,245 334 924 155 13 21 361 1,437 

比率 100% 10.3 28.5 4.8 0.4 0.6 11.1 44.3 

（地域保健・健康増進事業報告：平成 21年度） 

 

  

- 141 -



② 精神保健に関する普及啓発 

    ア 精神保健福祉センターにおける普及啓発 

精神保健に関する普及啓発として、精神保健福祉センター、保健所では、地域住民への

講演・交流会等を開催しています。 

（表 7 ）精神保健福祉センター講演・交流会開催数 

 全国 10万人当たり 青森県 
地域住民への講演、交流会開催回数 1,223 9.6 ―   
地域住民への講演、交流会延べ人員 134,797 106.1 ― 

（衛生行政報告例：平成 22年度） 

イ  保健所における普及啓発 

   （表 8 ）保健所におけるこころの健康づくり講演会等の開催実績 

講 会 会 名 回 数 延 人 員 
こころの健康づくり教室 19 901 

（事業報告：平成 23年度） 

ウ 精神保健福祉協会における普及啓発 

県民のこころの健康保持増進及び向上を目的として、精神保健福祉センターが事務局と

なっている青森県精神保健福祉協会が実施する地域交流、講演会等の開催回数は次のとお

りとなっています。 
（表 9）精神保健福祉協会における普及啓発事業実績数        

団  体  名 地 域 交 流 講 演 等 
青森県精神保健福祉協会 74 131 

                 （青森県精神保健福祉協会事業実績：平成 23年） 
 

（２）患者動向に関する情報 

① こころの状態 

平成 22年国民生活基礎調査によると本県において「日常生活における悩みやストレスの

ある人」は、調査対象者の 36.3％（全国 46.5%）となっています。 

    ② 総患者数及びその内訳 

ア 入院患者数等 

(ア)総入院患者数 

  総入院患者数は、人口 10万人あたりでは、全国平均を上回っています。年齢階級別では、 

40 歳以上 65歳未満が 41.6％、65歳以上が 49.2％となっています。 

 疾患別では、統合失調症(F2)2,209人（55.2％）、続いて症状を含む器質性障害(F0)1,098 

人(27.4％)と 2疾患合わせて 82.6％となっています。 

 

     （表 10）入院形態別入院患者数 

      措置入院 医療保護入院 任意入院 その他 合計 

青 森 県 14 1,762 2,222 3 4,001 

人口 10万人あたり 1 126 159 0.2 285 

全   国 1,695 131,096 173,929 1,895 308,615 

人口 10万人あたり 2 104 137 2 243 

                                  (精神保健福祉資料：平成 22年) 

（表 11）年齢階級別入院患者数 

 20歳未満 20歳以上 

40歳未満 

40歳以上 

65歳未満 

65歳以上 

75歳未満 

75歳以上 合 計 

青 森 県 27 342 1,664 890 1,078 4,001 

 比率  0.7％ 8.5％ 41.6％ 22.2％ 27.0％ 100.0%  
全  国 1,946 26,070 127,647 72,046 80,906 308,615 

 比率 0.6％ 8.4％ 41.4％ 23.3％ 26.3％ 100.0% 

 (精神保健福祉資料：平成 22年) 
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（ 表 12） 疾患別入院患者数 

  疾    患    名 総  数 主 な 診 断 名 

F0  症状性を含む器質性障害 1,098 認知症 
F1 精神作用物質による精神及び行動の障害 151 アルコール依存症 

F2  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想障害 2,209  

F3  気分（感情）障害 305 うつ病 

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 70 不安障害 

F5  生理的障害 4 摂食障害 

F6 成人のパーソナリティ及び行動の障害 24 人格障害 

F7 精神遅滞【知的障害】 69  

F8 心理的発達の障害 12 広汎性発達障害 

F9 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 10 多動性障害 

てんかん 40  

その他 9  

合           計 4,001  

                              （精神保健福祉資料：平成 22年） 

 （イ）退院患者平均在院日数 

     本県の入院患者の退院までの平均在院日数は 338.4日で、全国平均は 290.6日です。 

二次医療圏別に見ると、最短が下北地域の 48.1日、最長が上十三地域の 957.7日となっ 

ています。なお、退院患者平均在院日数は退院患者の平均入院期間をみるための指標で 

るため、かなりの長期入院患者の退院があった場合は、その数値が大きくなる可能性が 

ることに留意する必要があります。 

(表 14)退院患者平均在院日数                       

退院患者
平均在院
日数 

全国 青森県 津軽 八戸 青森 西北五 上十三 下北 
290.6 338.4 476.3 143.1 305.2 96.1 957.7 48.1 

（患者調査：平成 20年）  

(ウ)１年未満入院患者の平均退院率 

       精神保健医療福祉体系の再編の達成目標値である１年未満入院患者の平均退院率は、青

森県は 72.5％、全国平均は 71.4％となっており、全国平均を上回っています。 

(表 15) １年未満入院患者の平均退院率  

 

（精神保健福祉資料：平成 22年度） 

(エ）在院期間５年以上かつ６５歳以上の退院者数 

精神保健医療福祉体系の再編の達成目標値である高齢の長期入院患者の退院者数は、

青森県は人口 10万人あたりでは 3.2(全国平均 1.9)で全国平均よりも退院者数が多い数

値となっています。 
(表 16) 在院期間５年以上かつ６５歳以上の退院者数 
 全国 青森県 

総数 2,507 45 
人口 10万人あたり 1.9 3.2 

（精神保健福祉資料：平成 22年度） 

(オ)認知症退院患者平均在院日数 

アルツハイマー型を除く認知症の患者が退院するまでの平均在院日数は、全国平均よ 

り短い日数となっています。 
(表 18) 認知症退院患者平均在院日数 
 全 国 青森県 
血管性及び詳細不明の認知症 420.4 391.1 
アルツハイマー病 264.9 282.8 

（患者調査：平成 20年） 

  

 全国 青森県 
1年未満入院患者の平均退院率 71.4％ 72.5％ 
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（カ）認知症新規入院患者２カ月以内退院率 

     認知症病棟における新規入院患者の２カ月以内の退院率は、全国平均を下回っています。 

    

(表 19) 認知症新規入院患者２カ月以内退院率 

 全 国 青森県 
2カ月以内退院率 64.3 51.2 

                 （精神保健福祉資料：平成 22年度） 

イ 外来患者数  

（ア）国民健康保険疾病分類統計表による精神疾患外来件数 

         青森県国民健康保険団体連合会による疾病別分類統計表の精神疾患外来件数は、統合失

調症が最も多く、続いて気分障害の順となっています。 

   （表 13）精神疾患外来件数 

疾    患    名 22年 5月 
血管性及び詳細不明の認知症 88 
精神作用物質使用による精神及び行動の障害 325 
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 4,753 
気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 3,379 
神経性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 2,897 
知的障害〈精神遅滞〉 300 
その他の精神及び行動の障害 895 
アルツハイマー病 242 
てんかん 1,419 

合         計 14,298 

(国民健康保険疾病分類統計表：平成 22年) 

③ 自殺死亡率 

    平成 23年の本県の自殺死亡者数は 356人、自殺死亡率は人口 10万人あたり 26.2で、全国

では高い方から７番目となっています。  
(表 17)自殺死亡者・死亡率 

 

                     （人口動態統計：平成 23年） 
 

（３）医療資源・連携等に関する情報 

①  精神科病院、診療所数 

平成 22年医療施設調査・病院報告による精神病床を有する病院及び精神科単科の診療所 

の設置状況は次のとおりです。病院数は、県全体では人口 10万人あたりでは全国平均を上回っ 

ていますが、圏域ごとの格差があります。 
(表 20) 精神病床を有する病院数 
 全 国 青森県 津軽 八戸 青森 西北五 上十三 下北 

精神病床を有する病
院院 

 
1,667 

 
27 

 
5 

 
8 

 
7 

 
2 

 
4 

 
1 

人口 10万人あたり 1.3 1.9 1.6 2.3 2.1 1.3 2.1 1.2 

精神病床のみを有す
る病院（再掲） 

 
1,082 

 
16 

 
4 

 
5 

 
4 

 
1 

 
2 

 
- 

（医療施設調査・病院報告:平成 22年） 

  

 全 国 青森県 
自殺による死亡者数 28,896 356 

 男 19,904 261 

女 8,992 95 

自殺死亡率(人口 10万人あたり) 22.9 26.2 

 男 32.4 40.8 

女    13.9 13.9 
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(表 21) 精神科を標榜する診療所数 
 全国 青森県 津軽 八戸 青森 西北五 上十三 下北 

総  数 5,629 59 11 14 23 3 7 1 
人口 10万人あたり 4.4 4.2 3.6 4.1 6.9 2.0 3.7 1.2 

（医療施設調査・病院報告:平成 20年） 

② 精神科病院の従事者数 

      精神科病院に従事している医師数（常勤換算）は、本県は 128.2人、人口 10万人あたり 

医師数（常勤換算）は、9.4人で全国平均とほぼ同じとなっています。         
(表 22) 精神科病院の従事者数（医師数） 
 全国 青森県 
総数 12,082 128.2 
人口 10万人あたり 9.5 9.4 

           （医療施設調査病院報告：平成 23年） 

③ 精神保健指定医 

  特に人権上適切な配慮を必要とする精神科医療において、患者の人権を擁護する上で一定 

の資質を備え、厚生労働大臣が指定する精神保健指定医数は、平成 24年 12月現在、全国で 

約 1万 4千人、病床千床あたり 41人であるのに対し、本県は 111人、病床千床あたり 25人 

となっています。 

④ 精神科デイ・ケア施設 

     退院患者及び通院患者に対し、様々な種類のプログラムを通して、日常生活や社会生活の 

能力、対人関係能力の改善を図る精神科デイ・ケア施設数は、本県は病院が 14施設、診療所 

が４施設となっています。 
（表 23）精神科デイケア実施医療機関名 

圏域名 医療機関名 施 設 の 種 類 
 
 
津  軽 

弘前愛成会病院 デイ・ケア（大）ショートケア（大） 
デイ・ナイトケア 

藤代健生病院 デイ・ケア（大）ショートケア（大） 
聖康会病院 デイ・ケア（小）ショートケア（小） 
黒石あけぼの病院 デイ・ケア（小）ショートケア（小） 
健生クリニック デイ・ケア（大）ショートケア（大） 

 
 
八  戸 

青南病院 デイ・ケア（大）ナイトケア、デイ・ナイトケア 
湊病院 デイ・ケア（大）デイ・ナイトケア 
松平病院 デイ・ケア（大）ショートケア（小）ナイトケア 

デイ・ナイトケア 
八戸市民病院 デイ・ケア（小） 
八戸赤十字病院 デイ・ケア（小） 
ささクリニック ショートケア（小） 
八戸マナクリニック ショートケア（小） 

 
青  森 

芙蓉会病院 デイ・ケア（大）ショートケア（大）  
生協さくら病院 デイ・ケア（大） 
県立精神保健福祉セ
ンター 

デイ・ケア（大） 

西北五 布施病院 デイ・ケア（大） 
上十三 
 

十和田済誠会病院 デイ・ケア（大） 
高松病院 デイ・ケア（小） 

     （大）大規模施設型、（小）小規模施設型   (24年 10月 30日現在) 

⑤ かかりつけ医認知症対応力向上研修の参加者数 

     平成 22年度までの修了者数は人口 10万人あたりでは全国平均を上回っています。 
(表 24) かかりつけ医認知症対応力向上研修参加者数 
 修了者数累計 18～22年度 
 全  国 青森県 
総     数 29,150 470 
人口 10万人あたり 22.9 33.4 

          （事業報告：平成 18～22年） 
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⑥ 認知症疾患医療センター数 

   平成 24年 11月 1日現在の認知症疾患医療センターは４医療機関に設置されています。 
 
(表 25) 認知症疾患医療センター  
圏域名 医 療 機 関 名 類  型  別 

津  軽 弘前愛成会病院 地域型 
八  戸 青南病院 地域型 
青  森 県立つくしが丘病院 地域型 
上 十 三 高松病院 地域型 

（平成 24年 11月 1日現在） 

⑦ 認知症治療病棟入院料届出医療機関 

       精神症状及び行動異常が特に著しい重度の認知症患者を対象とした急性期に重点をおいた

集中的な認知症治療を行う認知症治療病棟入院料の届出医療機関は、10医療機関となってい

ます。 

（表 26）認知症治療病棟入院料届出医療機関 

圏 域 名 医 療 機 関 名 
津軽 弘前愛成会病院、藤代健生病院、黒石あけぼの病院 
八戸 青南病院、湊病院、東八戸病院 
青森 芙蓉会病院、青い森病院、青森慈恵会病院 
上十三 高松病院 

                   （診療報酬施設基準:平成 24年 10月 1日） 

⑧ 心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関数 

「心神喪失者等の常態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」（心神 

喪失者医療観察法）に基づく指定通院医療機関は、本県は 8医療機関が指定されています。 
(表 27) 心神喪失者等医療観察法に基づく指定通院医療機関数 
 青森県 津軽 八戸 青森 西北五 上十三 下北 
指定通院医療機関 8 2 1 2 2 1 0 

                             （平成 24年 10月現在） 

 

（４）精神科救急医療に関する情報 

   かかりつけ医で受診できなかった精神疾患を有する患者、又は精神疾患のため緊急に医療を 

必要とする患者に対して、本県は各二次医療圏毎に精神科救急医療体制事業を実施しています。

(別表 青森県精神科救急医療体系図参照) 
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別表　　　　　　　　　　　　　　　青森県精神科救急医療体制体系図

　

相談・受診 保護依頼 相談・受診 搬送依頼 保護依頼
↓ 救急隊

↓

・相談受け付け
・診察

診察・処方
入院

紹介

診察・処方　　任意入院　　医療保護入院　　（緊急措置入院）

【高次救急医療】

↓
↓ 県立つくしが丘病院

指定病院

【第２次救急医療】

「かかりつけ医」のある患者

輪番制による当番病院（６ブロック２２病院）

かかりつけ医　保健所　警察　救急隊　

警　　察

応急入院指定病院
一般病院等

かかりつけ医

↓

「かかりつけ医のない患者」

・相談受付　　診察

・意識障害があり、本人や

応急入院対象者 身体合併症患者

措置入院

精神疾患のある患
者又はその疑いの
ある患者

受診できなかっ
た患者

保護者の同意がえられない
　場合

本人　　家族　　　知人等

緊急に保護を要する患者

↓

身体合併症を有する患者

警　　　察

      

① 精神科救急医療機関数 

本県の精神科救急医療体制は二次医療圏毎の輪番制となっています。二次医療圏毎の指定病院

は、22 医療機関です。 
（表 28） 精神科救急医療施設数  

 全国 青森県 津軽 八戸 青森 西北五 上十三 下北 
精神科救急医療機関
数 

 
1,050 

 
22 

 
4 

 
6 

 
5 

 
2 

 
4 

 
1 

（平成 24年 5月 1日現在） 
（表 29）二次医療圏別精神科救急医療機関名 

圏域名 精神科救急医療機関（輪番制） 
津軽 弘前愛成会病院、藤代健生病院、聖康会病院、黒石あけぼの病院 
八戸 湊病院 松平病院、八戸赤十字病院、さくら病院、八戸市立市民病院、 

みちのく記念病院 
青森 県立つくしが丘病院、芙蓉会病院、浅虫温泉病院、生協さくら病院、青い森病院 
西北五 つがる西北広域連合西北中央病院、布施病院 
上十三 十和田市立中央病院、高松病院、十和田済誠会病院、三沢聖心会病院 

下北 むつ総合病院 
 （平成 24年 5月１日現在） 

② 指定病院 

精神科救急医療における高次救急として、精神保健福祉法第 19条の 7に規定する県立病院 

については、県立つくしが丘病院を設置していますが、同法第 19条の 8により県が指定する 

措置入院患者を入院させるための指定病院は 10 カ所を指定しています。 
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(表 30)指定病院及び指定病床数  
圏 域 名 指定医療機関名 指定病床数 

津軽 弘前愛成会病院 10床 

藤代健生病院 10床 

八戸 青南病院 10床 

湊病院 10床 

青森 芙蓉会病院 10床 
西北五 西北中央病院 ５床 

布施病院 10床 

上十三 十和田市立中央病院 10床 
十和田済誠会病院 10床 

下北 むつ総合病院 ５床 
  計  90床 

    

③ 精神科相談窓口及び精神科救急情報センターの開設状況 

     精神医療相談窓口は、全国で 29ヶ所、東北では宮城県が開設しています。 

     精神科救急医療情報センターは全国で 39ヶ所、東北では、青森県が未設置です。 

④ 精神科急性期治療病棟入院料届出医療機関数 

    精神科急性期治療病棟入院料加算の届出医療機関数は、青森県は６病院です。 

  （表 31）精神科急性期治療病棟入院料届出医療機関数 

圏 域 名 医 療 機 関 名 
津軽 弘前愛成会病院 
八戸 湊病院 
青森 県立つくしが丘病院 芙蓉会病院 
上十三 十和田市立中央病院、高松病院 

                （診療報酬施設基準:平成 24年 10月 1日） 

  ⑤  精神科救急医療機関の夜間・休日の受診件数 

     精神科救急医療施設での夜間・休日の受診件数は、全国総数 40,049件（人口 10万人あた

り 31.5件）青森県は 1,345 件（人口 10万人あたり 95.7件）で、人口 10万人あたりの件 

数は全国平均の 3倍となっています。 
（表 32）精神科救急医療機関の夜間・休日の受診件数 
 全  国 青森県 
総           数 40,049 1,345 
人口 10万あたり 31.5 95.7 

                 （事業報告：平成 22年度） 

⑥  精神科救急医療機関の夜間・休日の入院件数 

      精神科救急医療機関の夜間・休日の入院件数は、全国総数 15,666件(人口 10万人あたり

12.3 件)、青森県は 245 件（人口 10 万人当たり 17.4 件）で、人口 10 万人あたりの件数は

全国平均よりも高くなっています。 
  
 (表 33) 精神科救急医療機関の夜間・休日の入院件数 

 全国 青森県 
総数 15,666 245 
人口 10万人あたり 12.3 17.4 

（事業報告：平成 22年度） 
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⑦ 入院救急医療施設で精神科病床を有する医療機関 

    入院救急医療施設で、精神科病床を有する医療機関は、次のとおりです。 

 （表 34）入院救急医療施設で精神科病床を有する医療機関 
圏 域 名 医 療 機 関 名 

津軽 弘前大学医学部附属病院 
八戸 八戸市立市民病院、八戸赤十字病院 
青森 青森市立浪岡病院 
西北 西北中央病院 
上十三 十和田市立中央病院 
下北 むつ総合病院 

（５）専門医療に関する情報 

① 専門医療入院医療管理管加算届出医療機関 

児童精神（思春期も含む）医療等の専門医療提供医療機関は、８医療機関となっています。   
(表 35）児童精神医療 専門外来実施医療機関 

 
圏 域 名 

 
医 療 機 関 名 

児童精神医療 重度アルコール依存症 

入院 外来 専門病床 入院管理料 

津軽 弘前愛成会病院  ○   

弘前大学医学部附属病院  ○   

八戸 青南病院   ○ ○ 
青森 県立つくしが丘病院 ○ ○   

芙蓉会病院 ○ ○ ○ ○ 

生協さくら病院    ○ 
西北五 布施病院    ○ 
上十三 十和田市立中央病院 ○ ○  ○ 

                                                    
（平成 24年 10月 1日） 

② 小児入院医療管理料５の届出医療機関数 

    精神科病床を有する病院で常勤小児科医が１名以上配置されている場合に算定できる小児医学

管理料５の届出医療機関は、十和田市立中央病院が届出をしています。 

③ その他の専門外来 

    その他の専門外来を実施している医療機関は、６医療機関となっています。 
（表 36）その他の専門外来実施医療機関数 
圏 域 名 医 療 機 関 名 名       称 

津軽 弘前大学医学部附属病院 てんかん外来 

藤代健生病院 もの忘れ外来 

八戸 湊病院 てんかん外来 

青南病院 もの忘れ外来 

上十三 十和田市立中央病院 もの忘れ外来 
高松病院 もの忘れ外来 

（平成 24年 10月 1日現在） 

（６）精神疾患患者の社会復帰（地域生活）に関する情報 

① 精神科地域移行実施加算届出施設数 

    精神障害者の地域移行支援に係る取組を計画的に進めることにより、当該医療機関におけ

る入院期間で５年を超える入院患者のうち、退院した患者の数が１年間で 5％以上減少の実

績がある場合に１年間算定できる精神科地域移行実施加算の届出医療機関は９医療機関とな

っています。 
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（表 37）精神科地域移行実施加算届出医療機関数 
圏 域 名  医 療 機 関 名 

津軽地域 弘前愛成会病院 
八戸地域 青南病院 湊病院、松平病院、みちのく記念病院 
青森地域 県立つくしが丘病院 生協さくら病院 芙蓉会病院 
西北五地域 布施病院 

（診療報酬施設基準:平成 24年 10月 1日現在） 

② 精神保健福祉手帳の交付数 

   精神疾患患者のうち、精神保健福祉手帳の交付者数は、人口 10万人あたりでは、 

全国を上回っています。 
（表 38）精神保健福祉手帳の交付者数 

 全 国 青 森 県 
総    数 562,944 8,088 

人口 10万人あたり 443.1 546.4 

（衛生行政報告例:平成 22年度） 
 

第２ 医療機関（関係機関）との連携 

（１）目指すべき方向性 

   前記「第１ 精神疾患医療の現況」を踏まえ、個々の医療機能、それを満たす医療機関、さ

らにそれら医療相互及び保健・福祉サービス等との連携により、地域において精神医療が実施

される体制を構築します。 

① 保健サービスやかかりつけ医等との連携により、地域格差のない精神科医を受診できる機

能【予防・アクセス】 

② 患者の状態に応じて、外来医療や訪問診療、入院医療等の必要な医療を提供し、保健・福 

祉等と連携して地域生活や社会生活を支える機能【治療・回復・社会復帰】 

③ 精神科救急患者（身体疾患を合併した患者を含む。）、身体疾患を合併した患者や専門医療 

が必要な患者等の常態に応じて、速やかに救急医療や専門医療等を提供できる機能【精神科

救急・身体合併症・専門医療】 

④ うつ病等の診断及び患者の状態に応じた医療を提供できる機能【うつ病】 

⑤ 認知症に対して進行予防から地域生活の維持まで必要な医療を提供できる機能【認知症】 

 

(２）各医療機能と連携 

① 予防・アクセス 

ア 目標 

・精神疾患の発症を予防すること 

・精神疾患や精神科医療の正しい知識の普及啓発を推進すること 

・精神疾患が疑われる患者が、発症してから精神科医に受診できるまでの期間をできるだけ 

短縮すること 

・精神科を標榜する医療機関と地域の保健医療サービス等との連携を行い、どこの地域にお 

いても均一な医療の提供を受けること 

・学校教育等教育分野での精神疾患や精神障害についての普及啓発活動や教育活動の充実を 

図ること 

イ  関係機関に求められる役割 

  ・住民の精神的健康の増進のための普及啓発、一次予防に協力すること 

  ・保健所、精神保健福祉センターや産業保健の関係機関と連携すること 

・精神科医との連携を推進していること 
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ウ  担い手 

 ・保健所、市町村、精神保健福祉センター、地域産業保健センター等 

 ・精神科病院、精神科を標榜する一般病院、精神科診療所 

 ・一般の医療機関、薬局 

 ・関係教育機関  

 ・青森県精神保健福祉協会、青森県精神科病院・診療所協会、青森県精神科医会、青森県精 

神保健福祉士会、ボランティア団体 

② 治療・回復・社会復帰 

ア 目標 

・患者の状態に応じた精神医療を提供すること 

・早期の退院に向けて病状が安定するための退院支援を提供すること 

・患者ができるだけ長く、地域生活を継続できること 

イ 関係機関に求められる役割 

・患者の状態に応じて、適切な精神科医療を提供すること 

・必要に応じ、アウトリーチ（訪問支援）を提供できること 

・早期の退院に向けて、病状が安定するための服薬治療や精神科作業療法等の支援や、相談 

支援事業者との連携により、退院を支援すること 

・障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等と連携し、生活の場で必要な支援を提供する

こと 

・産業医等を通じた事業者との連携や、地域産業保健センター、ハローワーク、障害者職業 

センター等と連携し、患者の就職や復職等に必要な支援を提供すること 

ウ  担い手 

 ・精神科病院、精神科を標榜する一般病院、精神科診療所 

 ・在宅医療を提供できる病院・診療所 

・薬局、訪問看護ステーション 

③ 精神科救急・身体合併症・専門医療 

ア 目標 

・24 時間 365日、精神科救急医療を提供できること 

・24 時間 365日、身体合併症を有する救急患者に適切な救急医療を提供できること 

・身体疾患を（腎不全、歯科疾患等）合併する精神疾患患者に対して、必要な医療 

を提供できること 

・医療観察法に基づく指定通院医療機関の必要数を確保すること 

イ 関係機関に求められる役割 

・精神科救急患者の受入が可能な設備を有すること 

・地域の精神科救急医療システムに参画し、地域の医療機関と連携すること 

・精神科病院及び精神科診療所は、継続的に診療している自院の患者・家族からの問合わせ

等については、地域での連携により夜間・休日も対応できる体制を有すること 

・身体疾患を合併した患者に対応する医療機関については、身体疾患と精神疾患の両方につ

いて適切に診断できる（一般の医療機関と精神科医療機関とが連携できる）こと 

・身体疾患を合併した患者に対応する医療機関であって、精神病床で治療する場合は、身体 

疾患に対応できる医師又は医療機関の診療協力を有すること 

・身体疾患を合併した患者に対応する医療機関であって、一般病床で治療する場合は、精神 

科リエゾンチーム又は精神科医療機関の診療協力を有すること 

・地域の医療機関や、介護・福祉サービス、行政機関と連携できること 

・専門医療を提供する医療機関は、他の都道府県の専門医療機関とネットワークを有するこ 
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と 

・医療観察法指定通院医療機関は、個別の治療計画を作成し、それに基づき必要な医療の提 

供を行うとともに、保護観察所を含む行政機関等と連携すること 

ウ 担い手 

・精神科救急医療体制整備事業の精神科救急医療施設 

・精神科病院、精神科を標榜する一般病院、精神科診療所 

・救命救急センター、一般の医療機関 

・専門医療を提供する医療機関  

・医療観察法指定通院医療機関 

④ うつ病   

   ア 目標 

 ・発症してから、精神科医に受診するまでの期間をできるだけ短縮すること 

 ・うつ病の正確な診断ができ、うつ病の状態に応じた医療を提供できること 

 ・関係機関が連携して、社会復帰（就職、復職等）に向けた支援を提供できること  

   イ 関係機関に求められる役割 

   （ア）一般の医療機関 

     ・うつ病の可能性について判断できること 

     ・症状が軽快しない場合等に適切に紹介できる専門医療機関と連携していること 

     （イ）うつ病の診察を担当する精神科医療機関 

・うつ病と双極性障害等のうつ状態を伴う他の疾患について鑑別診断できること 

・患者の状態に応じて、薬物療法及び精神療法等の非薬物療法を含む適切な精神科療法を

提供でき、必要に応じて、他の医療機関と連携できること 

・患者の状態に応じて、生活習慣などの環境調整等に関する助言ができること 

・かかりつけの医師をはじめとする地域の医療機関と連携していること 

・産業医等を通じた事業者との連携や、地域産業保健センター、ハローワーク、障害 

者職業センター等との連携、障害福祉サービス事業所、相談支援事所等との連携によ 

り、患者の就職や復職等に必要な支援を提供すること 

ウ 担い手 

・保健所、市町村、精神保健福祉センター、地域産業保健センター等 

・精神科病院、精神科を標榜する一般病院、精神科診療所 

・一般の医療機関 

・相談支援事業所、障害福祉サービス事業所 

 ⑤ 認知症 

ア 目標 

・認知症の人が、早期の発見・診断や、行動、心理症状などの周辺症状への対応を含む治

療等を受けられ、できる限り住み慣れた地域で生活を継続できるための医療サービスを介

護サービス等と連携しつつ、総合的に提供されること 

・認知症疾患医療センターを整備するとともに、認知症の鑑別診断を行える医療機関を含

めて、少なくとも二次医療圏に１カ所以上を確保すること 

・認知症の行動・心理症状で入院が必要な場合でも、できる限り短い期間での退院を目指

すための体制を整備すること 

イ 関係機関に求められる役割 

    （ア）認知症のかかりつけ医となる診療所・病院 

・地域包括支援センターや介護支援専門員等と連携して、認知症の人の日常的な診療を行

うこと 
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・認知症の可能性について判断でき、認知症を疑った場合、速やかに認知症疾患医療セン

ター等の専門医療機関を紹介できること 

・専門医療機関と連携して、認知症の治療計画や介護サービス、緊急時の対応等が記載さ

れた認知症療養計画に基づき患者やその家族等に療養方針を説明し、療養支援を行うこと 

・認知症への対応力向上のための研修等に参加していること 

・認知症疾患医療センター、訪問看護事業所、地域包括支援センター、介護サービス事業

所等との連携会議等に参加し､関係機関との連携を図ること 

・上記の連携にあたっては、その推進役として認知症サポート医等が、認知症の専門医療

機関や地域包括支援センター等の情報を把握し、かかりつけの医師からの相談を受けて助

言を行うなど、関係機関とのつなぎを行うこと 

（イ）入院医療機関 

・入院医療機関は、認知症疾患医療センター、訪問看護事業所、地域包括支援セン 

ター、介護サービス事業所等と連携体制を有し、退院支援・地域連携クリティカルパ 

スの活用等により、退院支援に努めていること 

ウ 担い手 

・病院・診療所 

・認知症疾患医療センター 

・認知症の専門医療機関（認知症の専門病棟を有する病院等） 

・訪問看護事業所 

・薬局  

・地域包括支援センター、介護サービス事業所等 

          

 

各医療機能と連携については、この節の最後尾に一覧にして再掲しています。 

また、医療連携体制の構築に必要な医療機能を担う医療機関について、ホームページ等で公表

します。（各論第１章－第４節「保健・医療・福祉の情報提供の推進」－「２ 疾病事業ごとの各

医療機能を担う医療機関の情報」（６６ページ）参照） 

 

第３ 医療連携体制の圏域 

   精神疾患の医療連携体制の圏域については、基本的には従前の６圏域を基本とし、不足する

機能については隣接・近傍医療圏から補完する等によって対応していくものとします。 

しかし、青森県の精神医療の特徴としては、６つの二次医療圏ごとに拠点病院がありますが、

下北医療圏は、むつ総合病院１カ所であるため、医療資源が限られており、そのため、保健所、

市町村や地域保健福祉機関での早期支援のための連携を強化するとともに、保健医療福祉関係

者の人材育成等に取組むことも重要です。 

 

第４ 青森県の精神疾患医療の課題 

   ① 予防・普及啓発の重点的実施 

  精神疾患については、予防の効果を実証することが困難であり、具体的な方法が確立され 

ているとはいえないことから、発症した場合にできるだけ早期に適切な医療機関を受診する 

ことが重要です。青森県においては、精神疾患に対する普及啓発がまだ十分とは言えないた 

め、精神疾患の知識の普及啓発や相談窓口の周知を図るなど、住民の精神的健康への理解と 

関心を増進することが重要です。 
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  ② 入院医療から地域生活への移行促進 

    誰もが住み慣れた地域で安心して生活することは重要です。しかしながら、精神科病院に 

おいて社会的入院を余儀なくされている入院患者もいるという現実があります。精神科病院 

から退院し、地域移行を促進し、社会的入院の解消をさらに進めるためには、地域生活を支 

える精神科医療体制を整備する必要があります。 

   

③ うつ病の早期診断・治療の提供と自殺防止 

    平成８年に約８万人だったうつ病患者は、平成 20年には約 104万人と、増加の一途をた 

   どっており、自殺者の増加とあいまってその対策は重要となっています。 

自殺原因の特定は困難ですが、自殺者の多くは、自殺の直前にうつ病等の精神疾患にり患 

しているとも言われているところです。 

    青森県における自殺死亡者数は、平成 23年に 356人、自殺死亡率 26.2であり、全国でみ 

ると、自殺死亡率では悪い方から７番目であることから、うつ病の早期診断・治療は特に重 

要であり、医療体制の強化が求められます。 

 また、総合病院等の救命救急部門での自殺未遂者に対して適切な支援を行う対応能力の向 

上を図ることも重要です。 

④ 認知症に対する適切な医療の提供 

  平成 24年に実施した県の調査において、「認知症者（日常生活自立度Ⅱ以上）」の人数は、 

これまでの国の推計値を大きく上回っています。 

高齢化の進展に伴って認知症患者は今後も増加することが見込まれます。こうした状況の

中で、認知症に対する精神医療の果たす役割をより明確化するとともに、認知症のかかりつ

け医となる診療所・病院、薬局、認知症サポート医、認知症疾患医療センター、精神科医療

機関、地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域住民、県及び市町村が連携・協力

して、患者・家族等の意見を踏まえつつ、それぞれの地域における取組を着実に進めていく

必要があります。 

⑤ 救急医療体制の構築 

  高齢者や障害者が地域生活を継続するためには、夜間・休日でも必要なときに適切な医療 

を受けることができることが重要です。本県の精神科救急医療体制は、二次医療圏ごとに輪 

番制をとっており、圏域ごとの参加医療機関数に地域差はありますが、構築されているとこ 

ろです。今後もこの体制を維持しつつ、各精神科医療機関が継続診療している自院の患者に 

夜間・休日も対応できる体制（ミクロ救急）を確保し、救急医療機関との連携強化等により 

身体疾患を合併する精神疾患患者の受入体制を確保することでさらに充実していくことが重 

要です。 

 また、身体合併症を有する精神疾患患者の救命救急センターや精神病床を有する総合病院 

等への受入促進のほか、一般医療機関と精神科医療機関との連携強化等の取組が必要です。 

 平日における精神医療相談窓口としては、各保健所・医療機関において対応しているとこ 

ろですが、夜間・休日にも対応できる精神医療相談窓口と精神科救急情報センターの設置に 

ついては、青森県における機能分担も含め、今後検討していく必要があります。  

さらに、地域住民への精神医療サービスの提供の充実を図るためには、精神科病院・診療 

所及び相互の役割分担を明確化するとともに、地域住民への情報提供体制を整備していく必 

要があります。 
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第５ 数値目標と達成のための施策 
課  題 課題解決にあたっての数

値目標 
目 標 達 成 の た め の 施 策 

予防・普及啓発の
重点的実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・県民のこころの健康増
進、相談支援事業 
の強化 

・精神保健福祉の普及啓発 
  患者家族会の組織化 
   現状 28市町村 
     41家族会 
    目標値  
       40市町村 
     53家族会 
  青森県精神保健福祉

大会開催市の拡大 
   現 状：3市 
   目標値：5市  

・相談窓口の充実（保健所、精神保健福祉セン
ター、市町村、相談支援事業所、精神科病
院） 

・精神保健福祉の正しい知識の普及啓発 
  （県、保健所、市町村、精神科病院・診療

所、精神保健福祉協会、精神保健福祉士会、
青森県精神科医会） 

・精神保健福祉センターによる保健医療福祉従
事者への研修、技術支援の実施（精神保健福
祉センター） 

・かかりつけ医等心の健康対応力向上研修 
  （県、保健所、精神科病院・診療所協会 
  県、市郡医師会） 
・ゲートキーパー養成（県、保健所、市町村、
精神科病院・診療所協会、県、市郡医師会、
県薬剤師会） 

・保健所、精神保健福祉センターによる市町村
等への技術支援（保健所、精神保健福祉セン
ター） 

・地域産業保健センター等による相談支援及び
事業所への普及啓発（地域産業保健センター、
産業医） 

・ハローワークによる就労支援（ハローワーク） 
・市町村における健康相談の実施（市町村） 
・教育機関における精神保健福祉の教育 
（学校等教育機関） 

入院生活から地域
生活への移行促進 

・１年未満の平均退院率 
  現状   72.5% 
   目標値 76% 
（改革ビジョンの目標

値） 
・５年以上かつ 65歳以上

の退院者数 
（目標値) 

    現状  45名 
  目標値 54名 
（現状の 20％増） 
 
・社会適応訓練事業訓練
者数 

  現状  25名 
  目標値 40名 
（21～23年度平均値） 
 
 
 
 

・地域移行・地域定着支援事業の強化（県、 
保健所、市町村、相談支援事業所、精神科
病院、障害者支援事業所） 

・自立支援（社会復帰）協議会の運営（保健所、
障害福祉サービス事業所、医療機関、当事者、
家族会、関係行政機関） 

・精神保健福祉の正しい知識の普及啓発（県、 
保健所、市町村、精神科病院・診療所、精 
神保健福祉協会、精神保健福祉士会、青森 
県精神科医会） 

・社会適応訓練委託事業所の拡大（県、保健所、 
社会適応訓練事業所）   

・精神科病院での退院支援計画書の作成 
 （精神科病院） 
・訪問看護ステーションによる訪問看護の実施 

（訪問看護ステーション） 
・介護支援サービス事業所による在宅サービス

の支援（介護支援サービス事業所） 
・障害福祉サービス事業所による就労訓練等の

サービスの提供（障害福祉サービス事業所） 
・社会適応訓練委託事業所における社会適応訓 

練事業の実施 
・ハローワークによる就労支援（ハローワーク） 
・家族教室、当事者交流会の開催（保健所、市 

町村） 
うつ病の早期診
断・治療の提供と
自殺防止 
 
 

・うつ病の早期診断・治
療の提供 

  かかりつけ医等心の
健康対応力向上研修
事業の実施 

   現状   未開催 
   目標値 ６医療圏域

で実施 
 

・かかりつけ医等こころの健康対応力向上研修 
の開催（県、保健所、精神科病院・診療所 
協会、県・市郡医師会） 

・ゲートキーパーの養成（県、保健所、市町村、 
精神科病院・診療所協会、県・市郡医師会） 

 
 
 

 

- 155 -



 

 

課   題 課題解決にあたっての数

値目標 

目 標 達 成 の た め の 施 策 

うつ病の早期診
断・治療の提供と
自殺防止 
 

・自殺者の減少 
（人口 10万人あたり） 
 現状  26.2 
 目標値  21.0  

（平成 34年） 
 

・うつ病に対する普及啓発事業の強化 
  （県、市町村、県・市医師会、精神科病院・ 

診療所協会、精神保健福祉協会、地域産業 
保健センター等） 

・地域産業保健センター等による相談支援及び
事業所への普及啓発（地域産業保健センター、 
産業医） 

・相談支援機関の相談窓口の夜間・休日の開所
（相談支援事業所） 

・市町村における健康教室、健康相談等の実施
活動（市町村） 

・教育機関における精神保健福祉の教育 
（学校等教育機関） 

・自殺ハイリスク者及び自死遺族への支援 
  （精神保健福祉センター、市町村、一般病 

院、精神科病院） 
認知症に対する適
切な医療の提供 

・新規入院認知症患者 
 の早期退院 
  認知症専門病棟の確

保 
・認知症疾患医療センター
の増 

  現状  ４カ所 
  目標値 ６カ所 
 

・認知症疾患医療センターの整備（県、精神科 
病院） 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修の実施 
（県、医療機関、介護支援施設） 

・認知症サポート医の養成（県、県医師会、精 
神科病院、一般病院・診療所） 

・認知症サポーターの養成と活用 
・認知症疾患医療センターにおける早期診断・
鑑別診断の実施（認知症疾患医療センター） 

・医療と介護の連携体制の強化（認知症疾患医
療センター、精神科医療機関、認知症サポー
ト医、かかりつけ医、地域包括支援センター、 

  薬局） 
介護サービス事業所等との連携の強化 

・認知症専門病棟による急性期治療の実施 
（精神科病院） 

・認知症クリティカルパスの導入及び参加 
  （精神科病院、介護支援施設、） 
・精神科医療機関と介護支援施設等との連携の

強化（精神科病院、介護支援施設） 
・認知症に関する正しい知識の普及啓発 
  （県、市町村、精神科病院・診療所、薬局

介護支援施設） 
・介護予防事業の推進（県、市町村、薬局、介

護支援施設） 
精神科救急医療体
制及び精神医療相
談窓口・精神科救
急情報センターの
整備 
 
 

・精神科医療相談窓口、精
神科救急情報センター
の整備 

  現状 未設置 
  目標値 1か所整備 

・青森県精神科救急医療連絡協議会の開催 
（県、精神科病院、家族会、警察、消防） 
・各保健所精神科救急医療連絡協議会の開催 
（保健所、精神科病院、家族会、警察、消防） 
・救命救急センター等での身体合併症を伴う精

神疾患患者の受入体制の充実強化 
（県、救命救急センター、精神科病院） 

・精神科医療相談窓口、精神科救急情報センタ
ーの整備の検討（県） 

 

 

第６ 評価 

  この計画における施策・事業の進捗状況の評価は、青森県精神保健福祉審議会において行うこと 

とします。 
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区   分 【予防・アクセス】 【治療・回復・社会復帰】 【精神科救急】 【身体合併症】 【専門医療】 【う つ 病】 【認 知 症】 

保健サービスやかかりつけ

医等との連携により、精神

科医を受診できる機能 

状態に応じて、必要な医療

を提供できる機能 

精神科医療が必要な患者等の状態に応じて、速やかに精神科医療や専門医療等を提供でき

る機能 

うつ病の診断及び患者の状

態に応じた医療を提供でき

る機能 

認知症に対して進行から地

域生活の維持まで必要な医

療を提供できる機能 

求められる役

割 
・住民の精神的健康の増進

のための普及啓発、一次

予防に協力する 
・保健所、精神保健福祉セ

ンターや産業保健の関係

機関と連携すること 
・精神科医との連携を推進

している 
 

・患者の状況に応じて、適

切な精神科医療を提供

し、必要に応じ、アウト

リーチを提供できる 
・早期の退院に向けて、病

状が安定するための服薬

治療や精神科作業療法等

の支援や相談支援事業所

等と連携し、生活の場で

必要な支援を提供する 
・産業医等を通じた事業者

との連携や、地域産業保

健センター、ハローワー

ク、障害者職業センター

等と連携し、患者の就職

や復職等に必要な支援を

提供する 

・精神救急患者の受入が可能

な設備を有する 
・地域の精神科救急医療シス

テムに参画し、地域の医療

機関と連携する 
・行動制限の実施状況に関す

る情報を集約し、外部の評

価を受けることが望ましい 
・精神科医療機関は、継続的

に診療している自院の患

者・家族や精神科救急情報

センター等の問合わせに夜 
 間・休日も対応できる体制

を有する 
・地域の医療計画や介護・福

祉サービス、行政機関等と

連携できる 

・身体合併と精神疾患の両方

について適切に診断できる

（一般の医療機関と精神科

医療機関とが連携できる） 
・精神病床で治療する場合

は、身体疾患に対応できる

医師又は医療機関の診療

協力を有する 
・一般病床で治療する場合

は、精神科リエゾンチーム

又は精神科医療機関の級

力を有する 
・地域の医療機関や介護・福

祉サービス、行政機関と連

携できる 

・各専門領域において、適

切な診断・検査・治療を

行える体制を有し、専門

領域毎に必要な保健・福

祉等の行政機関と連携す

る 
・他の都道府県の専門医療

機関とネットワークを有

する 
・医療観察法指定医療機関

は、個別の治療計画を作

成し、それに基づき必要 
 な医療の提供を行うとと

もに、保護観察所を含む

行政機関等と連携する 
・地域の医療機関や、介護・

福祉サービス、行政機関

等と連携できる 

（一般の医療機関） 
・うつ病の可能性について

判断でき、症状が軽快し

ない場合に適切に紹介で

きる専門医療機関と連携

している 
・内科等の身体疾患を担当

する医師等と精神科医と

の連絡会議等へ参画する 
・うつ病等に対する対応力

向上のための研修等に参

加している 
（うつ病の診療を担当する

精神科医療機関） 
・うつ病とうつ状態を伴う

他の精神疾患について、

鑑別診断でき、他の精神

障害や身体疾患の合併等

などを評価できる 
・患者の状態に応じて適切

な精神科医療を提供で

き、必要に応じて他の医

療機関と連携できる 
・患者の状態に応じて環境

調整等に関する助言がで

きる 
・かかりつけ医の医師をは

じめとする地域の医療機

関と連携している 

（認知症のかかりつけ医と

なる診療所・病院） 
・地域包括支援センターや

介護支援専門員等と連携

して認知症の人の日常的

な診断を行う 
・認知症の可能性について

判断でき、認知症を疑っ

た場合、速やかに認知症

疾患医療センター等の専

門医療機関を紹介できる 
・専門医療機関と連携して

認知症の治療計画や介護

サービス、緊張時の対応

等が記載された認知症療

養計画に基づき患者やそ

の家族等に療養方針を説

明し、療養支援を行う 
・認知症への対応力向上の

ための研修等に参加して

いる 
・認知症疾患医療センター、

訪問看護事業所、地域包

括支援センター、介護サ

ービス事業所等との連携

会議に参加し、関係機関

との連携を図る 
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区  分 
【予防・アクセス】 【治療・回復・社会復帰】 【精神科救急】 【身体合併症】 【専門医療】 【う つ 病】 【認 知 症】 

保健サービスやかかりつけ

医等との連携により、精神

科医を受診できる機能 

状態に応じて、必要な医療

を提供できる機能 
精神科医療が必要な患者等の状態に応じて、速やかに精神科医療や専門医療等を提供でき

る機能 
うつ病の診断及び患者の状

態に応じた医療を提供でき

る機能 

認知症に対して進行から地

域生活の維持まで必要な医

療を提供できる機能 
求められる役

割 
     ・産業医等を通じた事業者

との連携や、地域産業保

健センター等との連携、

障害福祉サービス事業所

等との連携により、患者

の就職や復職等に必要な

支援を提供する 

（ 認知症疾患医療センタ

ー） 
・認知症疾患医療センター

運営事業の実施要綱を踏

まえ、診断や治療など、

それぞれの類型に応じた

認知症疾患医療センター

としての役割を果たす 
（入院医療機関） 
・入院医療機関は、認知症

疾患医療センター、訪問

看護事業所、地域包括支

援センター、介護サービ

ス事業所等と連携体制を

有し、退院支援・地域連

携クリティカルパスの活

用等により、退院支援に

努める 
担い手 ・保健所、精神保健福祉セ

ンター、地域産業保健セ

ンター等の保健・福祉の

関係機関 
・市町村 
・一般の医療機関 
・薬局 
・精神科病院、精神科を標

榜する一般病院、精神科

診療所 
・家族会、ピアサポーター 
 ボランティア団体 

・精神科病院、精神科を標

榜する一般病院、精神科

診療所 
・在宅医療を提供する病院、

診療所 
・薬局 
・訪問看護ステーション 
・障害福祉サービス事業所 
・相談支援事業所、介護サ

ービス事業所、地域産業

保健センター、ハローワ

ーク 

・精神科医療相談窓口、精神科救急情報センター 
・精神科救急医療施設 
・精神科病院、精神科を標榜する一般病院、精神科診療所 
・救命救急センター、一般の医療機関 
・人口透析等の可能な専門医療 
・歯科を標榜する病院・歯科診療所 

・専門医療を提供する医療

機関 
・医療観察法指定通院医療

機関 

・精神科病院、精神科を標

榜する一般病院、精神科

診療所 
・一般の医療機関 
・薬局 
・市町村 
・保健所、精神保健福祉セ

ンター 
・関係教育機関 

・病院・診療所、認知症疾

患医療センター、認知症

の専門医療機関（認知症

の専門病棟を有する病院

等） 
・訪問看護事業所 
・薬局 
・患者家族会 
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区  分 

【予防・アクセス】 【治療・回復・社会復帰】 【精神科救急】 【身体合併症】 【専門医療】 【う つ 病】 【認 知 症】 

保健サービスやかかりつけ

医等との連携により、精神

科医を受診できる機能 

状態に応じて、必要な医療

を提供できる機能 
精神科医療が必要な患者等の状態に応じて、速やかに精神科医療や専門医療等を提供でき

る機能 
うつ病の診断及び患者の状

態に応じた医療を提供でき

る機能 

認知症に対して進行から地

域生活の維持まで必要な医

療を提供できる機能 
担い手 ・関係教育機関 

・青森県精神保健福祉協会 
・精神障害者社会適応訓練

事業所 
    

考えられる対

策 
・県民への正しい知識の普

及啓発 
・医療機関と行政等が連携

した一次予防と早期治療 
・保健所、精神保健福祉セ

ンターによる相談支援及

び事業所等への技術指導 
・教育機関における精神保

健福祉の教育 

・県民への正しい知識の普

及啓発 
・地域連携による患者の状

態の状態に応じた医療の

提供 
・退院促進と地域定着支援

の充実 
・グループホーム等地域移

行の受け皿の拡充 
・アウトリーチの推進 
・医療機関と福祉機関が連

携した支援づくり 
・産業保健関係機関や産業

医等を通じた事業所との

連携 
・家族教室、当事者交流会

の開催 

・精神医療相談窓口及び精神

科救急情報センターの設置 
・地域連携によるミクロ救急

の体制づくり 
・一般救急との連携のための

検討会の開催（身体合併症

患者の受入体制の確保） 

・一般救急との連携のための

検討会の開催（身体合併症患

者の受入体制の確保） 

・児童精神科医療の充実 
・児童精神科医の養成 
・アルコール依存症等専門

医療の充実 
・高次脳機能障害支援のネ

ットワークづくり 

・医師相互交流を通じたか

かりつけ医と精神科医の

地域連携強化 
・うつ病対応力向上研修事

業の実施 
・相談支援機関の相談窓口

機能の充実 
・認知症行動療法研修会等

うつ病治療の質の向上 
・市町村における健康教室、

健康相談等の実施 
・教育機関における精神保

健福祉の教育 
・自殺ハイリスク者及び自

死遺族への支援 
・家族教室の開催 

・認知症に対する正しい知

識の普及 
・かかりつけ医認知症対応

力向上研修の開催 
・認知症疾患医療センター

及び認知症の鑑別診断を

行える医療機関の設置 
・認知症疾患医療センター

とサポート医・かかりつ

け医及び介護関係機関の

連携の仕組みづくり 
・地域連携パスの作成 
・専門医の養成 
・介護予防事業の推進 
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