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あたり前の｢自分らしい生活｣を送るために

平成29年に厚生労働省より｢精神障害にも対応した地域包括

ケアシステムの構築｣に向けた事業が推進され、｢入院医療

中心から地域生活中心へ｣という方向性に基づき、様々な取

り組みが行われています。

本特集では、福岡市東区での取り組みの1つである｢東区心

のケアネットワーク研修会｣について、取りまとめをされて

いる、東区第 3障がい者基幹相談支援センター管理者 野下

聡美さんにお話を伺いました。

東区心のケアネットワーク研修会とは

福岡市東区は、｢精神科病院数｣｢精神保健福祉手帳交付数｣が市内で最も多いことをご存じでしょうか。

この現状を受けて、東区が先駆けとなり｢精神障がい者の地域生活を支える取り組みを進めたい｣とい

う想いから、前身である｢東区心のケア連絡会｣が発足しました。行政と委託相談支援事業所の共催の

もと、主に区内の医療機関･障がい福祉サービス事業所への呼びかけを行い、精神障がいに係る関係機

関のネットワーク作り･情報共有･学びの場として機能してきました。

平成 29年度に行われた福岡市の相談支援体制整備を受けて、東区心のケア連絡会は解散し、｢精神障

害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた協議の場｣として生まれ変わったのが、｢東区心

のケアネットワーク研修会｣です。

現在の心のケアネットワークの体制

研修内容は、参加機関へのアンケートやヒアリングにて選定します。内容により、障がい福祉サービ

ス事業所･訪問看護事業所･薬局･地域の不動産店などにも呼び掛けを行い、30名～60名程の方にご参

加いただいています。

目的

精神保健福祉に係る関係機関のネットワーク構築

支援者の質の向上

精神障がい者の自立した在宅生活、社会復帰のための支援体制強化

地域づくり(精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築)

事務局
東区保健福祉センター 健康課

東区第3障がい者基幹相談支援センター

参加機関

区内精神科医療機関

地域活動支援センター

東区障がい者基幹相談支援センター 他

開催頻度 3～5回/年
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これまでの取り組みと現状の課題

心のケアネットワーク研修会がスタートして、3年が経過しました。これまでに｢医療機関における退

院支援｣｢地域移行支援｣｢住まいについて｣など、様々なテーマで研修やグループワークを実施してい

ます。現在参加いただいている機関の他、相談支援事業所や地域の民生委員さんと共同で研修を行う

など、幅広くネットワーク構築を行っています。

併せて、区内精神科病院ソーシャルワーカーを対象に、精神障がい者が暮らしやすい地域づくりに向

けて、東区の現状と課題を把握することを目的としたヒアリング調査を実施しました。ヒアリング結

果をもとに｢12の地域課題｣を抽出し、関係機関との共有及び解決策の検討を少しずつ進めているとこ

ろです。このように、現場のリアルな声をキャッチし課題を多角的に捉え、その解決に向けて協議す

る場があることは、東区の強みであると考えています。

野下 聡美 さん

今年度に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、研修会の開催が困難な状況が続いていま

す。本来であれば｢精神障がい者が安心して暮らせる地域づくり ～有事の際の保健･医療･福祉の連携

について～｣というテーマで講演会を実施する予定でしたが、開催延期となっています。このような時

期だからこそ、いま一度地域づくりについて検討する場が必要だと考えています。障がいの有無に関

わらず、安心できる場所で自分らしく生活を送ることはあたり前のことです。そのあたり前を東区で

作るため、出来ることから一歩一歩取り組みを進めていきたいと思います。

川崎医療福祉大学 医療福祉学部 臨床心理学科を卒業後、麻生医療福祉

専門学校にて精神保健福祉士資格を取得。平成 18年に、田川市にある

地域活動支援センター･相談支援事業所に入職し、精神障がい者の地域

生活支援に従事する。平成22年より、社会福祉法人 福岡あけぼの会 障

がい福祉サービス事業多機能型みらいに入職。自立に向けた作業訓練の

支援員として従事する。その後、法人内指定特定相談支援事業所での勤

務を経て、平成30年より東区第3障がい者基幹相談支援センターにて勤

務。東区内での医療連携･地域移行促進担当事務局を担っている。

社会福祉法人 福岡あけぼの会

東区第3障がい者基幹相談支援センター 管理者

東区第3障がい者基幹相談支援センター ホームページ

http://f-akebonokai.jp/publics/index/181/



10 / 22に、当院で受療行動調査が行われました。受療行動

調査とは、厚生労働省の依頼により、受診される外来患者

さんや入院している患者さんに対して、受療の状況や受け

た医療に対する満足度などを調査するものです。

調査は無事終了いたしました。令和 3年秋ごろに概数が公

表され、報告書が令和4年夏以降に刊行される予定です。

ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。

受療行動調査

｢かけはし｣に関するご意見やご感想などを、

メール・Facebook・職員・右記QRにお願いいたします。

皆さんは｢原風景｣という言葉をご存知ですか？

最近何かの拍子で知ったのですが、｢人の心の奥にある原初の風

景で、懐かしさの感情を伴う事があり、個人の考え方や感じ方に

影響を及ぼす事がある｣という意味だそうです。

自身の原風景は？と思い返してみると、｢天気は晴れているのに

雨が降っていて、太陽の光に雨が反射しているのを大人と眺めて

いる｣という風景が浮かびました。懐かしく感じながらも曖昧な

記憶の中で、その大人に対する感謝の気持ちが湧きあがりました。

｢雁の巣病院での原風景｣で思い返してみると、｢病棟ホールで多

くの患者さんに向けて、アルコール依存症についての講義を行う

熊谷院長の姿｣が浮かびました。その時に生じた感情は今も忘れ

ず残っていて、私の医療従事者としての心構えに今でも大きく影

響を与えています。

過去の記憶を思い返すことで、初心を振り返ることができ、良い

新年のスタートを切ることができました。皆さんも懐かしの風景

を思い返してみませんか？

日記な

後記

B3病棟 課長

和田 武法

コロナ感染対策のもと、11 / 16にデイケアはっぴ～ (精神

科デイ･ケア )にて、当院看護師によるチェロの演奏会が行

われました。

様々な曲が披露され、参加されたはっぴ～のメンバーは、

その音色に聴き入っていました。作曲者の紹介やチェロに

ついての説明などもあり、メンバーからは質問もたくさん

挙がり、大盛況となりました。

デイケアはっぴ～ チェロ演奏会



＜診療科＞

内科･心療内科･精神科

＜診療時間＞

月～金曜

9:30∼13:00 15:00∼19:00

土･日･祝日

休診

＜アクセス･リンク＞

福岡市中央区谷1-9ｰ19

メディカルビル谷Ⅱ 3F

TEL 092ｰ753ｰ8773

URL https://www.a-k.clinic/

2021年、新しい年を迎え最初の誌にお声掛けいただき、あり

がとうございます。

私たちのAKクリニックは、九州大学六本松キャンパス跡地か

ら徒歩5分ほどのメディカルビル3階にて、2018年3月に開院

いたしました。当院は｢愛情と感謝の気持ちを忘れずに診療を

行う｣という思いを大切にしています。常に、愛情(A)と感謝

( K )をもって患者さんと向き合いたいと診療をしています。

福岡市内で診療をしているクリニックにとって、急性期対応

をしてくださる雁の巣病院は、とても心強い存在であります。

2020年はコロナウイルスによる感染症により、これまでの生

活が大きく変化することとなりました。ストレスの多い現代

において感染症の存在は、さらに精神的なストレスの要因と

なったように感じます。精神科という診療科はまだまだ敷居

が高いと、日常の診療において患者さんから感じ取ることが

あります。しかし、様々なストレスを抱える現代において、

精神科という診療科がもっと容易に人々の日常に存在するこ

とが出来れば、精神科医の役割もまた、社会において貢献で

きるのではないかと考えます。

まだまだ未熟な小生ですが、クリニックに様々な想いで連絡

をくださる患者さんを｢予約がいっぱいで｣という理由でお断

りすることがないように、予約をしていなくても、可能な範

囲で診療をさせて頂くことにしています。一人でも多くの方

の心の声に耳を傾け、縁あってお会いした方の笑顔ある生活

を取り戻すお手伝いができればと思っています。

これからも、悩みを抱えた方の心のよりどころになれるよう

な場所を目標に診療を続け、地域の一部としての役割を担い

連携医療機関の紹介 Vol.16

AKクリニック

今村 綾子 院長

今村院長より

患者さんの多くは、クリニックで先生に診てもらいたいと思

い、私たちに電話等の連絡をしているのだと思います。しか

し｢予約がいっぱいで｣とお断りされると、患者さんはようや

く勇気を出してSOSしたにも関わらず、｢断られたからもう少

し様子をみて、またダメだったら連絡しよう｣と、症状が大き

くなるまで診療はしないという経過をたどっています。その

ため私たちは、その勇気を無駄にしないように、また一人で

も多くの SOSに耳を傾けて、まだ軽症のうちにできるだけ早

く診療をして、社会復帰して頂きたいと思っています。

お役に立てるよう、スタッフ

一同日々努力していきたいと

考えております。

最後まで読んで頂きありがと

うございました。2021年、皆

様に幸せが訪れますように。

事務より



精神科・心療内科

内科・リハビリテーション科・歯科

293床（精神病床264床 ,一般病床29床）

〒811-0206

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

TEL 092-606-2861

FAX 092-607-2211

http://www.gannosu.org

患者・家族の皆様、そして私たちが

納得のいく医療の実践に努めます

診療時間

平日 9:00 ～ 17:00

土曜日 9:00 ～ 12:00

日・祝祭日 休診

9:00 ～ 19:00

納得のいく医療

外来受診は予約制となっております。

ただし、急患の際はこの限りではございません。

24時間365日、ソーシャルワーカーがご相談を

お受けします。まずはお電話にてご相談ください。

医療法人優なぎ会

訪問看護ステーションがんのす

〒811-0206 福岡市東区雁の巣 1丁目26番1号

TEL : 092-609-9119

面会時間

関連施設

アクセス

【車でお見えになる方】

・高速道路利用

九州自動車道 古賀インターから約20分

・都市高速道路利用

福岡都市高速道路･香椎浜ランプから約10分

【西鉄バスをご利用の方】

系統：21A番 ,21番 ,210番 ,220番

バス停｢雁の巣｣下車 徒歩 約2分

【JR九州をご利用の方】

香椎線(鹿児島本線 香椎駅で乗り換え)

雁ノ巣駅 下車 徒歩 約5分

医療法人優なぎ会

もりもと病院

〒847-0056 佐賀県唐津市坊主町 441

TEL : 0955 -72-5176

医療法人共和会

小倉リハビリテーション病院

〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎 1丁目5-1

TEL : 093-588-0668

社会福祉法人 松寿会

特別養護老人ホーム こくらの郷

〒803-0275 北九州市小倉南区高野 4-12-11

TEL : 093-453-1100


