
一般社団法人日本社会精神医学会・Meiji Seika ファルマ株式会社 共催

多職種のための社会精神医学セミナー（Zoom配信）

　近年、精神保健医療福祉分野において、様々な年代における切れ目のない（シームレスな）ケアの提供や、地域に
おいて多職種で協働した相談や支援の重要性が強調されています。本セミナーにおいては、周産期（出生前・乳児
期）、児童思春期、若年成人期といった各年代におけるメンタルヘルス相談や、地域の前線に立ち支援を継続する専
門家から、それぞれの実践や研究の報告をいただき、それに基づいて、今後地域において切れ目なく「誰一人取り残さ
ない」支援を行うための方策や課題について活発に議論したいと思います。

日時
配信

2023年 2月12日（日）10：00～ 12：00
Zoomウェビナー 申込先着 定員450名（視聴無料）

（日本社会精神医学会会員・非会員の医療従事者どなたでもご視聴いただけます）

10：00～ 10：05

10：05～ 12：00

動画による情報提供『エスシタロプラム錠「明治」に込めたmeijiの思い』
Meiji Seikaファルマ（株）

地域における切れ目のないメンタルヘルス相談と支援
総合司会 杏林大学医学部精神神経科学教室　教授　渡邊 衡一郎 先生

東邦大学医学部精神神経医学講座　教授　根本 隆洋 先生オーガナイザー

社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 こころのケアセンター心理室
公認心理師 /臨床心理士 /助産師 相川 祐里 先生吹谷 和代 先生

講演

1．周産期における母子のメンタルヘルスの相談と支援

東邦大学医学部精神神経医学講座　講師 舩渡川 智之 先生

2．シームレスなメンタルヘルス・ケア・サービスを目指して
　  －iCHAYAプロジェクトの始動－

東邦大学医学部精神神経医学講座/医療法人財団厚生協会東京足立病院　医員 内野　敬 先生

3．若者が気軽に相談できる社会とは？
　  －メンタルヘルス早期相談・支援窓口の実践と課題－

大正大学 地域構想研究所 BSR推進センター　専任講師 髙瀨 顕功 先生
4．地域におけるメンタルヘルスへの多面的な支援－寺院と農園－

5．総合討論

視聴予約・配信方法は次ページをご覧ください。

Final announcement



手順➊ 下記のURLかQRコードからご視聴登録をお願いいたします。

手順➋ Zoom登録フォームにご入力、申し込みボタンをクリックしてください。

手順➌ 主催側の承認後、ご登録アドレス宛にメールで視聴用URLが届きます。
当日は【ここをクリックして参加】を押し、ご視聴してください。

☞事前視聴確認
下記は常設のZoomサイト内での接続テストURLとなります。まずお使いのパソコンがZoomに
接続いただけるかを簡易的にご確認いただけます。
https://zoom.us/test

■本講演は、以下2点を禁止しております。予めご了承ください。
①医療関係者以外の視聴*
②メールやSNS等での視聴URLの転送・開示
*医薬品等適正広告基準 第4（基準）5「医療用医薬品等の広告の制限」に抵触する恐れがあるため
「医薬品等適正広告基準の改正について（平成29年9月29日薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）」及び
「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について（平成29年9月29日薬生監麻発0929第5号厚生労働省医薬・
生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知）」

■セミナーに関するお問い合わせ（Zoom等の技術的なことはお答えできません）
一般社団法人日本社会精神医学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-13 （有）エム・シー・ミューズ内
TEL 03-3812-3605 FAX 03-3812-0376

ご視聴方法

視聴時は【ここをクリックして参加】を
クリック、Zoom画面へアクセスしてください。

ブラウザが起動しZoomアプリケーションを起動
させ、上図のような画面が表示され、待機状態
となります。ホストがウェビナーを開始するま
でお待ちください。

ご視聴方法はZoomになります。スマートフォンの場合は事前にアプリのダウンロードをお願いいたします。
パソコンではアプリではなく下記のブラウザ上でもご視聴いただけます。
対応ブラウザ︓Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari、 Internet Explore

登録サイトへアクセスします☞

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3-R5MDafRBeQNfBmF880MA



地域における切れ目のないメンタルヘルス相談と支援

1.   周産期における母子のメンタルヘルスの相談と支援

社会福祉法人恩賜財団　済生会横浜市東部病院　　　　　　　
公認心理師／臨床心理士・助産師　吹谷 和代、相川 祐里

女性にとって、妊娠と出産は大きな出来事です。うれしくて喜ばしいことの多い一方

で、体や心、生活の変化は大きく、また家族にとっても、いつもよりストレスの現れや

すい時でもあります。そのような中、妊娠期と出産は出産施設、産後は地域行政と、主

体となってかかわる専門職が交代することで支援の隙間ができ、情報の共有がスムーズ

に行われない懸念があります。それを解消する取り組みとして、2017年4月より産婦

健康診査事業（産後2週間健診）の推進、また、母子保健法改正により「子育て世代包括

支援センター」設置や「産後ケア事業」実施が市町村の努力義務とされました。さらに 

2018年の診療報酬改定では、周産期メンタルヘルスケアの人員配置強化のために「ハ

イリスク妊産婦連携指導料」算定も開始され、この領域における専門職には、心のケア

や育児相談にきめ細かく取り組むことが今まで以上に求められています。

当院では2009年より「ペアレンティング・サポートシステム」という院内外の多職

種が連携し、周産期の母やその家族を支える取り組みを始めていました。2011年より

病院公認の委員会となり、精神疾患合併の妊産婦だけではなく、心理・社会的支援が必

要な対象者全般に妊娠期から産後まで一貫した対応を行っています。円滑な協同のため

には支援者同士が直接顔の見える関係性作りが大切と考え、活動の一環として、地域支

援専門職を招いて年2回地域連携会議を開催し、2019年からは区担当支援者らと定期

的なカンファレンスを行う取り組みをしています。また、コロナ禍という状況で支援方

法にも制限が生じる中、従来の心理師活動である対面面接上の配慮だけでなく、母親ら

が自らの力で適切なサポートに辿り着くことを支援する、ICT（情報通信技術）を活かし

たwebシステムを検討、構築しました。

周産期は人が育まれていく大切なスタート地点と考えます。そのため院内外の多職種

が連携・協働をしていくことが、母親やその家族が安心して子を養育していくことにつ

ながると感じています。

【略歴】	 吹谷 和代
	 	 2007年3月　群馬大学医学部保健学科看護学専攻　卒業
	 	 2007年4月～2013年3月　北里大学病院　助産師
	 	 2016年3月　筑波大学大学院人間総合科学研究科心理専攻　修了
	 	 2017年4月　臨床心理士資格取得
	 	 2019年2月　公認心理師　登録

はぐくみ母子クリニック（助産師/カウンセリング外来担当）、国立成育医療研究センターおよび聖マリアンナ医科大学
産婦人科（がん・生殖領域　研究技術員）等を経て、2019年4月より、主に現在所属にて公認心理師として勤務



地域における切れ目のないメンタルヘルス相談と支援

2.    シームレスなメンタルヘルス・ケア・サービスを目指して
 －iCHAYA プロジェクトの始動－

東邦大学医学部精神神経医学講座　講師　舩渡川 智之

精神疾患を有する外来患者数は、若年者においても増加している（厚生労働省，

2022）。また、文部科学省の調査による小・中学校の不登校児童生徒数の増加（文部

科学省，2020）、通級指導を受けている児童生徒数の増加（文部科学省，2021）、厚

生労働省の調査による全国の児童相談所での児童虐待の相談件数の増加（厚生労働省，

2021）、中高生の自殺率の上昇等（阪中，2016）も報告され、児童精神科医が関わ

るべき症例は着実に増えている。また、令和4年度から高等学校の教科書に精神疾患が

記載されるようになり、精神疾患の早期発見・支援に向けた素地が整いつつある。一

方で、実際に現場で若年者の精神疾患の治療や支援に当たる児童精神科医や、大学に

おいて学生や研修医の教育に当たる児童精神科医は不足している（飯田，2020）。令

和4年4月より東邦大学医療センター大森病院精神神経科は、「東邦大学子どものこころ

専門医研修施設群」の基幹施設として認定され「子どものこころの専門医」の育成を

開始した。同時に、東邦大学医学部精神神経医学講座（以下、当講座）では「iCHYA

（integrated care for CHildren, Adolescents, and Young Adults；アイチャヤ）

プロジェクト」と称した小児期から若年成人期の年代にかけてシームレスかつ統合的な

メンタルヘルス・ケア・サービスを提供するプロジェクトを開始し、各年代において医

療機関と教育機関や行政機関との連携の強化に向けて現在も活動している。発表の際に

は、「iCHYAプロジェクト」の実際の活動について紹介しつつ、今後の同プロジェクト

の活動の展望について討議したい。

　　

【略歴】	 2004年3月	 山形大学医学部医学科卒業	
	 2004年4月	 宮城厚生協会坂総合病院　研修医
	 2005年4月	 足利赤十字病院　研修医
	 2006年4月	 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室　助手
	 2007年4月	 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室　助教（名称変更）
	 2011年4月	 東邦大学医学部精神神経医学講座　助教　
	 2022年4月	 東邦大学医学部精神神経医学講座　講師
	 	 現在に至る。

【資格等】◦公益社団法人　日本精神神経学会　専門医・指導医
	 ◦一般社団法人　日本児童青年精神医学会　認定医
	 ◦一般社団法人　子どものこころ専門医機構　専門医・指導医
	 ◦一般社団法人　子どものこころ専門医機構「東邦大学子どものこころ専門医研修施設群」研修統括責任者　



地域における切れ目のないメンタルヘルス相談と支援

3.    若者が気軽に相談できる社会とは？
 －メンタルヘルス早期相談・支援窓口の実践と課題－

東邦大学医学部精神神経医学講座・
医療法人財団厚生協会東京足立病院　医員　内野 　敬

精神疾患は生涯で５人に１人以上が一度は経験するとされるが、精神疾患全体の約

50％は14歳までに、約75％は24歳までに発病する。また、発病年齢の最初のピーク

は15歳頃とされており、精神疾患の早期発見および早期治療という観点において、思

春期・若年成人期の若者たちは重要な対象である。しかし、若者が精神疾患あるいはメ

ンタルヘルスの不調を抱えた際、医療機関の受診に至るには様々な障壁がある。2019

年より我々は厚生労働科学研究の一環として、東京都足立区において「SODA」と名付

けた窓口を実装した。若者が気軽に援助希求をできる地域づくりを目指して、医療機関

のみならず、保健、教育、福祉など様々な領域にわたるステークホルダーと協働しなが

ら、地域における早期相談・支援の仕組みを形作っていった。2022年よりこの取り組

みは広がり、埼玉県川口市「こころサポートステーションSODAかわぐち」の開設に至

り、多くの若者が来所している。若者のアクセスしやすさに配慮した本窓口において、

メンタルヘルスのみに限らず多様な若者の悩みや困りごとをワンストップで受け付け、

多職種チームで相談支援対応を行っている。さらに、積極的に地域の関係諸機関への普

及啓発を行い、地域におけるメンタルヘルス・リテラシーの向上や、若者の援助希求を

円滑・活性化することを目指し活動を行っている。今後、本窓口で得られた知見や実践

経験を体系的に集約し利用することで、他地域における早期相談・支援の普及を目指し

ている。これらが、ひいては若者が気軽に援助希求をできるような社会づくりなるよう

貢献していきたい。本発表では、これまでのSODAにおける取り組みについて述べたい。

【略歴】	 2013年3月　東邦大学医学部医学科	卒業
	 2013年4月　東邦大学医療センター大森病院	初期臨床研修医
	 2015年4月　東邦大学医学部精神神経医学講座	レジデント
	 2016年4月　医療法人財団厚生協会東京足立病院	出向
	 2020年3月　東邦大学大学院医学研究科	修了
	 2020年4月　東邦大学医学部精神神経医学講座	シニア・レジデント（現職）

【資格等】	博士（医学）、精神保健指定医
	 日本精神神経学会	精神科専門医
	 日本精神保健・予防学会	評議員
	 一般社団法人SODA	代表理事
	 東京都	ひきこもりサポートネット	アドバイザー
	 東京都	都立学校における精神科専門医派遣事業	協力医



地域における切れ目のないメンタルヘルス相談と支援

4.    地域におけるメンタルヘルスへの多面的な支援－寺院と農園－
大正大学社会共生学部／

地域構想研究所BSR推進センター専任講師・浄土宗法源寺副住職　髙瀨 顕功

メンタルヘルスの不調は、たんに健康上の問題だけでなく、経済的、社会的な困難さ

を生じさせることがある。医療につながらず悩みを抱える人がいる一方、医療につなが

っても社会とのかかわりの中で生きづらさを感じる人もいる。

演者は、2021年、不登校やひきこもりの当事者・家族を支援するNPO団体「若者相

談支援窓口ココ☆カラ」に通う若者たちと一緒に農園活動を始めた。「Social Farming

青空」と名付けられたこの農園では、月に2回ほど農作業が行われ、これまで季節ごと

にさまざまな野菜を収穫してきた。ここに参加する若者たちは、これまで不登校や仕事

が続かないなどの体験をしてきた人も少なくない。また、家族や職場での対人関係での

生きづらさをかかえている人もいる。

本講演では、農園活動に継続的に参加する3人の若者にフォーカスを当て、参加の動

機や参加後の自身の変化について紹介するとともに、生きづらさを抱える人の居場所の

在り方について、〈無条件の承認〉〈専門機関との連携〉〈役割の付与〉〈地域との共生〉の

4つの観点から、地域社会におけるメンタルヘルスの支援のかたちをともに考えたい。

【略歴】	 大正大学社会共生学部公共政策学科／同大学地域構想研究所BSR推進センター専任講師。1982年（昭和57年）生まれ、
静岡県出身。立命館大学文学部卒業。大正大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士（文学）。ペンシ
ルベニア大学客員研究員、上智大学グリーフケア研究所研究員を経て現職。浄土宗法源寺副住職。地域における寺院・
宗教組織の役割や、宗教的ケアの可能性など、宗教の社会参加・社会貢献活動をテーマに研究を行う一方、僧侶による
生活困窮者支援団体「ひとさじの会」代表として社会実践も行う。


