Ⅰ 精神障がい者保健福祉施策の変遷
昭和25年

昭和40年

昭和62年

平成5年

平成7年

精神衛生法
制定

改正

精神保健法に改正

改正

精神保健及び精神 改正
障害社福祉に関す
る法律（精神保健福
祉法）に改正

社会復帰推進を明記
障害者基本法成立

法
体
系

平成11年

障害者雇用促進
法に名称変更

改正

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

改正

平成25年

平成26年

大綱改定

大綱見直し

（H16)精神保健医療福祉の改革ビジョン提示

障害者
総合支援法

精神障害者の医療
の提供を確保する
ための指針（厚生
労働大臣告示）の
策定

生活困窮者自立支援法施行
改正

(H14～)障害者就業･生活支援センターの設置

(H9知的 雇用義務化）

改正

精神障害者も対象となる

(H30精神 雇用義務化）

（H16)障害者基本計画［第３

（H6)［第２期］

平成27年

改正

（H15）医療観察法 （H16)発達障害者支援法

精神障がい者社会復帰促進センター

(S51身体 雇用義務化） 身体障害者･知的障害者対象
（S56）障害者長期行動計画［第１期］

改正

平成19年

障害者
自立支援法施行

精神障害者が対象として位置づけ

身体障害者雇用促進法

平成18年

自殺対策基本法 自殺総合対策大綱

自立と社会参加の促進を明記

地域保健法成立

平成17年

期］

障害者基本計画［第４期］
障がい福祉計画［第１期］

障がい福祉計画［第２期］

発達障がい者支援センター 設置
精神科救急電話相談センター 開設

高次脳機能障害支援拠点機関 設置

平成17年

平成19年

障がい福祉計画［第４期］

障がい福祉計画［第３期］

ひきこもり地域支援センター 設置

大分県精神保健福祉センターの動き
昭和25年

昭和40年
S30精神衛生相談所設置
(大分保健所内）

審査会

昭和62年

平成5年

平成7年

自立支援医
療･手帳の
判定

技術指導･
援助
組織育成

精神保健
福祉相談

精神科
デイケア

平成18年

平成20年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

平成27年

こころとからだの相談支援センターに統合
(身更相･知更相との統合、研修棟の新設）

H14～判定事務開始(健康対策課から移管、H17 交付事務移管）
自立支援医療費(精神通院医療）に制度改正

S50～保健所支援（社会復帰相談事業、精神相談） H2～関係職員研修
～市町村･関係機関支援
S50～保健所支援（家族勉強会）

大分アディクション・フォーラム 開始

S56 大分県精神障がい者健全育成会 発足
H13 当時者会｢どげえ会」発足
S47 自閉症児父母の会、S58 大分県断酒連合会、S62 日本てんかん協会大分県支部、H2 AA大分、呆け老人を抱える家族の会 発足 H15 社会的ひきこもり当事者グループ「フリーダム」、H16 ひきこもりの家族の会「ステップの会」 発足

S54～酒害相談 開始
S60/４月～こころの電話相談 開設
S60/６月～心の健康相談（相談医師等の招聘開始）
（H元～思春期相談統計）
（S54～診療(投薬)開始→S58院外処方箋へ切り替え） H5～12 家族療法

H8～アルコール・嗜癖相談
（H20 自殺対策：こころ （H21～ 自殺対策キャンペーン当別電話相談）
の電話24時間相談）

H7～シルバー相談 開始
H11～薬物相談 開始

S50/９月～開始（月･木）
＊大規模精神科デイケア開始(８月～）
→(S55～月･木･金）→(S59～金は自主活動）
H14～就労後フォローアップミーティング開始
→ (月･火・木･金）
→ (月･木･金）
（H20～21 家族発達障がい学習会）
H元～デイケア家族会開始
H14～OB会 発足
S61～H2 デイケアスポーツ大会 （H7～OT配置）
出張デイケア開始～
S52～H13 デイケア研修会
H14～15 精神障害者リハビリテーション研修会
H19～23 デイケア従事者研修
H14～17 障害者ケアマネジメント研修
H19～20 就労支援関係研修
H21～23、25 精神障がい者雇用応援セミナー
H24～26 発達障がい支援実践報告会
H10～ ピアカウンセリングセミナー →H14～16 ピアカウンセラー研修
H7～10 リラクセーション講座
H22～23 精神保健福祉関係職員新任研修 H24～精神保健福祉関係職員基礎研修
S52～ 定例事例検討会・ブロック別研修会(S56～研修会）→H3～医師･保健婦定例研修会 →H10～精神保健福祉関係者研修会（H14～16 基礎･実践･応用研修）
S52～ 保健所精神衛生事務担当者研→S63～保健所精神保健事務担当者研修（H13～精神保健福祉関係者研修会に統合）
(H22～23 デイケア体験参加）
S54 精神衛生相談員資格認定講習会
H7～ 精神保健入門研修(H10～精神保健福祉関係者研修会に統合）
S60～H13 電話相談員研修
H17～精神科救急電話相談センター相談員・オンコール医研修
H14～16 ひきこもり対策推進事業(関係者研修会）
（大分県こころのケアチーム派遣）
H18 こころの緊急支援体制整備事業→H19～こころの緊急支援活動推進事業（隊員登録開始）
児童･思春期講演会、トラウマ･ケア研修会 H20～21 基礎（普及）/実践研修
H22～基礎(普及）/養成･現任研修
H24～災害等こころのケア研修
全国CRT連絡協議会

H17～うつ病等対策推進事業（H18～21 自殺･うつ病等対策推進事業）
（うつ評価地域支援）
（うつ評価）
（うつ評価）
（睡眠）
（周産期）
（子どものうつと自殺）
H6～10 思春期問題研究会
H13 思春期研修講座
H2～4 痴呆性老人対策研修会→H5 老人性痴呆疾患保健医療指導者研修会 （高齢者のうつ）
（希死念慮者対応）

ー

大
分
県 教育･研修
精 (関係機関
対象)
神
保 新規事業
健
等
福
祉
セ
ン
タ

平成11年

S50精神衛生センター設置 S63精神保健センターに改称
精神保健福祉センターに改称
（H6大分市玉沢に新築移転）
(大分市荏隈）
H14～審査事務開始（健康対策課から移管、H18 全ての審査会事務移管）
H15～退院等請求にかかる電話相談事業開始（健康対策課から移管）

（希死念慮者対応）

H27～デイケア従事者研修
H27～精神障害者就労支援従事者研修会

・CRT(リーフ)

H22～自殺予防対策強化事業
（認知行動療法普及啓発研修→H24～25 認知行動療法研修）
（薬物依存症）
（若者の心の問題） （若者の心の問題） （若者の心の問題）
（高齢者のうつ病）
（希死念慮者対応）

（パーソナリティ障がい）

（パーソナリティ障がい）

（希死念慮者対応）

（希死念慮者対応）

（パーソナリティ障がい）

（自死遺族対応）
（アルコール依存症）

（アルコール関連問題）

（アルコール関連問題）

H10～11 精神保健福祉活動推進事業（実態把握、中央研修、地域研修、ガイドブック作成）
精神保健福祉業務従
H12 健康ハート 高次脳機能障がい支
事者九州ブロック研

21推進事業 援事業関係行政職員
S55～60 金曜会(自主勉強会） H2～5 小児発達研究会
修会
研修会
S57～12 登校拒否問題懇話会(→不登校問題懇話会）
H5～12 家族療法勉強会(システムズ･アプローチ研究会）
H5～15 アルコール関連問題研究会
（H8 九州アルコール関連問題学会） H11～23 大分アディクション・フォーラム（実行委員会と共催 H24～実行委員会単独） ギャンブル依存症講演会
アルコール家族教室→H元・2 アルコール教室
H8～１３ アルコール家族教室
・S60 適正飲酒の手引き 初版

・お酒と健康

（H9 摂食障害）

S50～地域・民間団体等への出前講座
S59・60 登校拒否の子を持つ親の会

（アルコール関連問題）

H27～ギャンブル支援者研修
H27～ネット依存研修

（ギャンブル依存症）

聴覚障がい者メンタ
ルヘルス事業

H27～依存症啓発講演会
薬物依存症家族学習会

H24～ギャンブル依存症家族学習会

・ギャンブル依存症回復マニュアル
・あなたはまっていませんか(リーフ）

H14～16 ひきこもり講演会
H14～19 ひきこもり家族教室

(改訂）

H23～発達障がいシンポジウム→H24～発達障がい講演会
H22～成人発達障がい者家族教室

・H13ひきこもり（リーフ）

H17～18 うつ対策県民講座
H17～自死遺族の集い
・うつ病Q&A
・うつ病(リーフ）
・うつ問題対応マニュアル

普及啓発

（H20～26 自殺対策：多重債務無料相談会）
・大切ないのち（リーフ）

・自死遺族を支えるために(支援者のための手引き）初版
・大切な方を自死で亡くされたあなたへ（パンフ・リーフ）
・豊の国こころのホッとライン(リーフ H21～26 クリアファイル)
・自殺対策のための相談の手引き

(改訂）
(改訂）

・自殺予防対策普及啓発ミニタオル
・健やかな睡眠のために(リーフ）
・健やかな睡眠のための相談・指導の手引き

リーフレッ
ト作成等
S57～59 痴呆性老人介護教室･巡回相談会
S62～63 心の健康教室

H2～精神保健家族教室(統合失調症）

H16～27 統合失調症の方の暮らし応援セミナー
H19～20 A：統合失調症、B：うつ病

H21～うつ病家族教室
・災害時の心理的援助に関するマニュアル

S61 えのくま祭りメイキング H2～14 センター案内、DC、SST、ピアカウンセリング、訪問活動、県内社会復帰施設紹介等のビデオ作成
H2 精神保健ハンドブック
H6～21 センター便り（ハートコム・いんふぉめーしょん）発行
ホームページ開設
S61～ こころの健康フェスティバル（えのくま祭り）→ H6～ こころの健康フェスティバルinたまざわ
S55～ 精神衛生大分県大会（大分県精神衛生協会と共催）→S62 精神保健大会→H７～11 精神保健福祉大会（H12～大分県精神保健福祉協会単独）

-27-

・Re☆スタート応援プログラム

H22～こころとからだの健康フェスティバルinたまざわ

(改訂）

精神保健福祉行政のあゆみ

医
療

社会の動き

精神保健福祉に関する法律と主な内容

終戦（昭和２０年）
新憲法の成立
（公衆衛生の向上増
進を国の責務とした）

精神衛生法
この法律の成立によって、
「精神病者監護法」
「精神病院法」は廃止され、精神障害者の私宅監置が禁止された。
新たな対象として、従来の狭義の精神病者に加え精神薄弱者、精神病質者が位置づけられた。
・都道府県に精神病院の設置が義務づけ
・保護義務者の制度を設けた
・自傷他害のおそれのある精神障害者の措置入院と保護義務者の同意による同意入院、診察に日時を要する場合の仮入院の
制度の新設
・精神病院以外の場所での「保護拘束」を認めた・精神障害者の拘束の要否を決定するための精神衛生鑑定医制度が新設。
また、精神障害の発生予防と国民の精神的健康の保持向上が図られることとなり、各都道府県に精神衛生相談所の設置や訪
問等を規定した。
精神衛生法一部改正（昭和４０年改正）
保健所を精神衛生行政の第一線機関として位置づけ・保健所等を支援指導するための技術的中核機関として各都道府県に精
神衛生センターを設置することとした
・在宅精神障害者の治療の確保を図るために、精神障害者の通院医療費公費負担の制度を創設
・警察官等の精神障害者に関する通報・届出制度を強化
・緊急措置入院制度の新設及び措置入院制度の強化
精神保健法（昭和６２年）
精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進のために改正が行われ、国民の精神的健康の保持増進を図る観点から法律の名称が
変更された。
・本人の同意に基づく任意入院及び、精神科救急に対応するための応急入院制度の新設
・入院時に書面による、権利等の告知制度の新設
・入院の必要性や処遇の妥当性について審査するための精神医療審査会の創設・精神衛生鑑定医制度に代わり、精神保健指
定医が制定・社会復帰施設の規定が初めて設けられた。
精神保健法改正（平成５年）
精神障害者の規定が、「精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者」とされた。
・精神障害者地域生活援助事業（グループホーム）の法定化。
・精神障害者社会復帰促進センターが創設・保護義務者が保護者に変更。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）（平成７年改正）
法律の中に精神障害者福祉がうたわれ、法律名を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に変更
・精神障害者保健福祉手帳制度が創設
・社会復帰施設、事業の充実、社会適応訓練事業の法定化。
・公費負担制度の保険優先化・市町村の役割の明記
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(平成１１年改正)
在宅の精神障害者に対する福祉事業を市町村を中心として推進する体制を整備する等の措置が講じられた。
・精神障害者保健福祉手帳、通院医療費公費負担制度等の申請窓口が保健所から市町村に変更
・精神医療審査会の事務 、精神障害者保健福祉手帳と通院医療費公費負担の申請に対する決定に関する事務のうち、専門的
な知識及び技術を必要とする事務が精神保健福祉センター実施・精神医療審査会の機能強化
・精神保健指定医の役割の強化・医療保護入院の要件の明確化・「保護者」の自傷他害防止監督義務規定が削除
・緊急に入院を必要とする精神障害者を都道府県知事の責任によって適切な病院に移送することができる制度の創設・精神
障害者地域生活支援センターが社会復帰施設に追加
「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」により、地域精神保健福祉施策の充実、市町村の役割明記
精神保健医療福祉の改革ビジョン及び「今後の障害保健福祉施策について（改革のグランドデザイン案）」（平成１６年）
「入院医療中心から地域生活中心へ」というその基本的な方策が進められることになり、今後１０年間に進める方向性が打
ち出された。特に、受入条件が整えば退院可能な者（約７万人）について、１０年後の解消を図ることが示された。また、
改革の基本的視点として、「障害保健福祉の総合化」「自立支援型システムへの転換」「制度の持続可能性の確保」があげ
られ、障害者自立支援法が成立した。
障害者自立支援法の成立（平成１７年）
市町村を中心として、精神障害も含めた３障害一元化したサービスが提供されることになった。施設を中心とした福祉体系
が大きく見直されることとなり、障害者の地域生活への移行や就労支援といった事業が創設された。これまで障害種別に分
かれていた施設・事業体系が３障害一元化して再編された
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(平成１７年改正)
「精神分裂病」から「統合失調症」に呼称が変更。平成１７年の障害者自立支援法の成立を受けて、精神保健福祉法から障
害者福祉に関する事項や通院医療に関する事項が削除された
・精神科病院等に関する指導監督体制の見直し
・緊急時における入院等に係る診察の特例措置が導入
精神科救急医療体制の確立に向けた新たな枠組みが整理されることになった。
障害者自立支援法改正（平成２２年改正）
平成 22 年発達障害者が障害者自立支援法の対象となることが明記。平成２４年４月からは、応能負担を原則にされることと
なった。市町村に基幹相談支援センターを設置し、自立支援協議会を法律上位置づけた。また、地域移行支援・地域定着支
援が個別給付化されることになった。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）（平成２４年改正）
「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」に改正。法の目的に「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記。障
害者の範囲の見直しがされて、新たに難病等が追加され、障害福祉サービスの対象とした。
精神保健福祉法改正（平成２５年改正）
これまで保護者に課せられていた精神障害者に治療を受けさせる義務等の規定が、この改正によって削除されることとなっ
た。また、法改正に伴い「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」が策定された。
・保護者制度の廃止・医療保護入院が見直しされ、保護者の同意要件が外され、家族等のうちいずれかの者の同意が要件と
された。
・精神科病院の管理者に、医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（退院後生活環境相談員）の
設置、地域援助事業者との連携、退院促進のための体制整備などが義務付けられた。
精神医療審査会の委員に「精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験を有する者」が規定された。
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ライシャワー事件
（昭和３９年）

提
供

人
権
擁
護
、
社
会
復
帰
の
促

宇都宮病院事件
（昭和５９年）

国際連合総会におい
て「精神疾患を有する
者の保護及びメンタ
ルヘルスケアの改善
のための諸原則」が採
択（平成３年）
「障害者対策に関す
る新長期計画」
（Ｈ５年度～14 年度）
障害者基本法成立
（平成５年）
地域保健法成立
（平成６年）
障害者プランの策定
（Ｈ８年度～
１４年度）

進
心神喪失等の状態で
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
（医療観察法）
（平成１５年）
発達障害者支援法
（平成１６年）

障害者基本法改正
自
立
・
社
会
参
加

障害者虐待の防止、障
害者の養護者に対す
る支援等に関する法
律（障害者虐待防止
法）（平成２３年）
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