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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、精神医療の専門職が不在の島嶼において、精神医療を必要とする高
齢精神障害者（認知症高齢者を含む）への島外からの支援( 以下、「島外支援」）の実態を把握し、その有用性
と課題を明らかにすることであった。研究対象の沖縄県の離島17市町村中16市町村に島外支援が実施されてい
た。広い海域に多数の島を有する沖縄県では、高齢精神障害者が、島嶼で生活し続けるために、市町村、保健
所、医療機関などが、それぞれのできることを出し合い、支援事業をつくりあげていた。
島嶼における精神科医療の確保は大きな課題であり、それを補う島外からの支援を含めた地域包括ケアシステム
を構築していく必要がある。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research was to evaluate out-of-island support for 
elderly with mental illness (including dementia) who need mental health care at islands where mental
 health professionals are absent (hereinafter referred to as out-of-island support). Remote islands 
in Okinawa Prefecture, including 17 municipalities and 16 municipalities were identified to receive 
out-of-island support. In Okinawa Prefecture, which has a large number of islands in the extensive 
geographic area, there was the development of activities and supportive projects joined by 
municipalities, public health centers, medical institutions, and etc. Providing good mental health 
care for elderly with mental illness in remote island last is a difficult issue. It is necessary to 
construct regional comprehensive care systems including out-of-island support to achieve guality 
mental health care.

研究分野： 高齢看護学

キーワード： 島嶼　高齢精神障害者　在宅療養　島外支援

  １版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）研究の学術的背景 
平成 16 年の精神保健医療福祉の改革ビジ

ョンにおいて、精神障害者の支援は入院医療
中心から地域ケアへの移行が推進された。精
神病院では地域の関係機関と連携し、退院を
支援し地域での暮らし(在宅療養）を支える多
様な取り組みが行われている。公的精神保健
医療機関による精神障害者支援については、
サービスへのアクセスが困難なケースに対
するアウトリーチ型支援の必要性を述べ、保
健所の縮小・再編のなかで保健師活動が制約
され、市町村を含めた新たな公的サービスの
体制整備の提案(小川ら,2011)もある。一方、
島嶼地域に限定した精神障害者支援の課題
として、「医療の確保、精神科医の不在を補
う方策やシステムを早急に構築し、医療との
連携が不可欠」である（新井ら,2006))と報告
されている。このように、地域ケアを推進す
るうえでは、陸続きに保健所や精神医療機関
が存在している地域と、海で離れている島嶼
地域の課題を区別して整理し取り組むこと
が必要と考える。 
 ところで、地域保健法施行以前の沖縄には、
保健所が市町村に駐在所を確保し、ローテー
ションで確実に保健師を配置する保健師駐
在制度があり、人口 600 人弱の小さい島々に
も駐在保健師が配置されていた。駐在保健師
は、地域での健康管理のキーパーソンとして
地域精神保健の役割をも担い、精神科医、行
政担当者らと連携し、精神障害者の在宅療養
とデイケア、家族会を立ち上げ支援してきた
(宮里,2000)。また、沖縄の島嶼の精神障害者
の在宅療養のための支援は、佐々木や島らに
よって、保健所による精神巡回相談として、
島外から年に数回定期的に島嶼に出向き、在
宅療養中の精神障害者の訪問や来所相談、保
健師・役場担当職員を含め在宅療養継続のた
めのカンファレンス、患者会・家族会の組織
づくり支援など実践的に精力的に取り組ま
れてきた。近年では、民間の精神医療機関が
島嶼の町村と契約して巡回による精神医療
が行われている。このように、島嶼地域の精
神医療や精神保健は、いくつかの島外支援が
取り組まれているが、その実態（きっかけや
特徴など）の詳細は明らかにされていない。 
 精神医療が入院医療中心から地域ケアへ
移行する中、島嶼地域でも精神障害者が在宅
療養できる地域ケアが必要である。また、わ
が国は超高齢時代であり、地域包括ケアシス
テムの推進が急がれているが、島嶼で高齢化
した精神障害者の地域ケアを含め、検討され
なければならない。 
したがって、わが国の島嶼における精神障

害者に対する島外支援の実態を把握し、その
有用性と課題を明らかにすることは意義が
あると考える。 
 
（2）斬新なアイディアやチャレンジ性 

 「沖縄には、全国の 2 倍の精神障害者がい

る」という調査結果がある。この結果は、精
神障害者支援の後進地域とも受け取れるが、
地域精神保健医療の支援を考えるフィール
ドとしては適切な場と考える。全国調査に先
立って調査項目の検討のために沖縄を題材
にする具体的理由は、以下の点による。 
①沖縄はわが国で 2番目に多くの島嶼を有す
る県であること、②広い海域に人口規模の小
さい小離島が点在し精神医療は島外に依存
せざるを得ないこと、③佐々木と島の精神科
医が島嶼地域で精神医療と地域精神保健に
エネルギーを注いだ実践があること、④地域
保健法施行以前の保健師駐在制度による保
健師活動が島嶼地域にも浸透していたこと、
⑤研究者が沖縄県の精神医療の島外支援の
経験者であり、島外支援を提供している保健
所や医療機関、島外支援を受けている小離島
の実態把握をしやすいことによる。 
 このように、沖縄の島外支援の実態把握か
ら、全国の島嶼地域の実態調査項目を検討す
ることにチャレンジ性がある。  
 

（3）新しい原理の発展や斬新な着想や方
法論の提案 

 島嶼地域で高齢精神障害者が在宅療養を
継続するためには、島内の精神保健と島外の
精神医療の有機的連携が必要であると考え
る。精神病の特徴から医療拒否や拒薬に陥る
こともあり、精神医療は必須であり、精神科
医による診断治療と定期的なフォローアッ
プが求められる。島内での日常的な精神保健
は、島嶼町村役場の精神保健担当者と保健師
に継続支援として求められる。精神医療と精
神保健の有機的連携は、陸続きの地域では、
島内(陸）で地域包括ケアが完結できる。しか
し、精神医療の専門職の確保の困難な海で離
れている島嶼地域は、島内支援でできること
と島外支援に頼ることの棲み分けを行い、そ
のシステムを開発していく必要がある。 
 このように、都市地域での慢性疾患の精神
障害者の「地域完結型」地域ケアシステム構
築ではなく、島外支援を余儀なくされる島嶼
地域の「広域連携型」地域ケアシステム構築
をめざすことに斬新な着想があると考える。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、精神医療の専門職がいな

い島嶼において、精神医療を必要とする高齢
精神障害者の在宅療養するための島外から
の外部支援（島外支援）の実態を把握し、そ
の有用性と課題を明らかにすることである。 
 
３．研究の方法 
（1）沖縄県の概要 
沖縄県は、広い海域に多くの島嶼を有して

おり、沖縄振興特別措置法に規定する指定有
人離島は 39 島で、全国で 2 番目に多い。こ
れらの島は、平成 23 年発行の「沖縄におけ
る今後の離島振興策に関する調査報告書」に
おいて、類型化されている（表 1）。 



 
（2）研究協力者の選定と概要（表 2） 
 沖縄県の島嶼における精神障害者への島
外支援を、多面的に捉えるために、行政資料、
支援の受け手側（行政担当者）、支援の担い
手側（島外専門職）から実態把握を行った。 

 行政資料は、「沖縄県総合精神保健福祉セ
ンター所報」、「沖縄県における精神保健福祉
の現状」、「各市町村要覧」「保健所概要」、「県
立病院概要(各病院)」、「沖縄県立病院年報」
を用いた。行政担当者は、指定有人離島 39
島のうち、精神医療を有する“拠”の島 2島
と架橋で拠の島と連結する 4 島を除く 33 島
が所属する 17 市町村とした。合意を得たの
は 17 市町村中 12 市町村の 24 名であった。
島外専門職は、行政資料で把握した 10 機関
と市町村への聞き取りで把握した 6 機関で、
16 機関中、合意を得たのは 13 機関の 17 名で
あった。 
 

（3）データの収集 
 行政資料による実態把握は、島外支援を受
けている島、島外支援事業名、島外支援機関
を確認し、市町村ごとに整理した。そのデー
タをもとに、平成 28 年 3月～平成 29 年 2月
に支援を受けている島の行政担当者と支援
をしている島外専門職に、半構造化した面接
質問紙調査を実施した。面接内容は、①島外
支援事業の概要（事業名、実施主体、内容）、
②島外支援事業の開始のきっかけ、支援内容
等であった。面接内容は、質問紙への記録と、
同意を得て IC レコーダーに録音し、逐語録
を作成した。 

（4）データの分析 
 島外支援を概観するために、市町村ごとに
島外支援事業名、島外支援機関、費用負担に
ついて整理した。島外支援の内容等は、行政
資料、行政担当者と島外専門職の面接の逐語
録から、事実確認出来たことを抜き出し、事
例として記述した。 
 
（5）倫理的配慮 
 対象者及び対象機関等に対しては、研究の
主旨と内容に加え、調査の日程や場所につい
て希望に応じること、面接を実施する場合に
は、対象機関等の協力を得てプライバシーの
確保できる空間で行うこと、面接内容につい
ては秘密を守り、研究中や研究結果の公表の
際には個人が特定されないよう取り扱うこ
と、研究に関連するデータはすべて鍵のかか
る場所で保管し、研究終了後は速々かにデー
タを破棄すること、研究協力に同意したあと
でも断ることが可能であることを文書と口
頭で説明、約束し、書面で同意を取り交わし
た。なお、本研究の実施にあたり、沖縄県立
看護大学の研究倫理審査委員会（承認番号
15003）の審査を受け実施した。 
 
４．研究成果 
（1）島嶼における精神障害者への島外支
援の概要 

 島外支援の概要を離島類型、島外支援事業
名、島外支援機関、費用負担で整理し、概観
した（表 3）。研究対象の 17 市町村中 16 市町
村に島外支援が実施されていた。 
 
① 離島類型では、近距離型離島、孤立型離
島、付属型離島で島外支援が行われていた。 
② 島外支援事業名は、「精神巡回相談」、「市
町村後方支援」、「離島精神科巡回診療」、「精
神訪問看護」などがあった。 
③ 島外支援機関は、管轄保健所、公立病院
などの公的機関、民間病院、介護保険事業所
等の民間機関があり、公的機関は、16 市町村
すべてに支援を行っていた。 
④ 費用負担は、島外支援機関のみ、市町村
のみ、島外支援機関と市町村の折半があった。 
 
 島嶼における精神障害者への島外支援は、
事業名や支援機関、費用負担など多様な方法
で実施されていた。 
 
（2） 島外支援の事例 

 島外支援は、1972 年の本土復帰前の厚生省
（当時）の医師の派遣から、公的機関（管内
保健所）に引き継がれ、ここ数年は民間機関
による医療保険や介護保険サービスで行わ
れていた。 
 
① 公的機関による島外支援 
 保健所が担う精神保健福祉離島巡回相談
（精神巡回相談）事業は、本土復帰前の 1971
年、厚生省の医師の派遣にはじまる。その目

表 2 研究協力者の概要 

行政担当者 島外専門職
（島外支援の受け手） （島外支援の担い手）

保健師・看護師 16 9

医師 0 4

事務職 7 0

精神保健福祉士 1 3

理学療法士・作業療法士 0 1

計 24 17

職種

表 1 離島の類型化 

沖縄県離島 数

“拠”の島
（中核拠点型離島）

圏域の拠点となる
島。交通拠点や都
市的な中核施設を
有する

中核的かつ拠点型 宮古島・石垣島 2

“近”の島
（近距離型離島）

中核となる島から
近いが、ある程度
の機能をもち自立
性を有する島

近距離かつ自立型
伊江島・渡嘉敷島・座間味島・
阿嘉島・津堅島・久高島・伊良部島・
竹富島・西表島・小浜島・黒島

11

“遠”の島
（孤立型離島）

拠点島と距離があ
り、自立を有する島 孤立的かつ自立型

伊平屋島・伊是名島・久米島・粟国
島・渡名喜島・北大東島・南大東島・
多良間島・波照間島・与那国島

10

“接”の島
（付属型離島）

他の島に近接し、
その島に生活維持
機能の多くを頼る
島

付属型
野甫島・水納島（本部町）・奥武島・
池間島・大神島・来間島・下地島・
鳩間島・慶留間島

9

“微”の島
（極小離島）

人口が10人以下で
コミュニティの維持
が難しい島

極小型
オーハ島･前島・嘉弥真島・
水納島（多良間村）・由布島・
新城島（上地）・新城島（下地）

7

離島類型 特徴

引用文献：内閣府．(2011)．沖縄における今後の離島振興策に関する調査報告書．
http://www.ogb.go.jp/sinkou/shinki/ritosinkosaku.pdf　より作表  



的は、治療中断や患者の潜在化がおこりやす
い離島町村で精神巡回相談を実施し、患者及
び家族生活を支援していけるように推進す
ることである。また、役場や診療所、島外の
病院などの関係機関と連携を図り、精神保健
福祉の充実を図ることであった。E 島でスタ
ートした島外支援は、管轄保健所へ引き継が
れ定期的に実施された。精神巡回相談は、島
で生活する精神障害者やその家族の相談の
みならず、市町村担当者、島の保健師、島の
診療所医師・看護師など島内支援者に対する
支援（市町村後方支援）をしていた。また、
その支援によって精神デイサービスが誕生
していた。保健所は、県内の限られた精神医
療の専門医を柔軟に確保できるよう公立病
院だけでなく、民間病院、大学など県内のあ
らゆる機関へ働きかけ、継続的に精神巡回相
相談を実施していた。 
 このように、厚生省の医師の派遣により E

島で始まった精神障害者への島外支援は、保
健所を通して島々へ伝播していた。そして、
市町村による行政サービスの充実、島内専門
職の支援、精神デイサービスなど「公助」の
強化だけでなく、断酒会の発足など「自助」
や「互助」の活性化に貢献してきた。この公
的機関による島外支援は、50 年以上過ぎた現
在も継続している。 
 
② 民間機関による島外支援 
 D 村（D 島）は、保健所の実施する精神巡
回相談は、専門医によるアドバイスを得られ
るものの、薬の処方ができないため治療に繋
がらず、困っていた。K 島で民間病院が精神
科の巡回診療を実施し、薬の処方や診断書の
発行をしていることを知った。役場はその民
間病院へ直接依頼し、D 村での巡回診療を依
頼し、引き受けてもらった。定期的な診療が
可能になった D村では、島外に出向かなくて

表 3 島嶼における精神障害者への島外支援の概要 

市町村 離島類型
島外支援
事業ID

島外支援事業名 島外支援機関 費用負担

1 精神巡回相談

2 市町村後方支援

3 総合支援事業（相談支援） サービス事業所 市町村

4 精神巡回相談 管轄保健所 島外支援機関

5 離島精神科巡回診療 民間病院 島外支援機関

6 市町村後方支援 管轄保健所 島外支援機関

7 離島精神科巡回診療 島外中核病院 島外支援機関

8 精神巡回相談 折半

9 市町村後方支援 島外支援機関

10 精神巡回相談 島外支援機関

11 市町村後方支援 島外支援機関

12 市町村後方支援 管轄保健所 島外支援機関

13 離島精神科巡回診療 島外支援機関

14 精神訪問看護 島外支援機関

15 訪問リハビリ 島外支援機関

16 精神巡回相談 管轄保健所 島外支援機関

17 離島精神科巡回診療 民間病院 島外支援機関

18 精神巡回相談

19 市町村後方支援

20 総合支援事業（相談支援） サービス事業所 市町村

21 こころの健康相談 臨床心理士 市町村

22 精神巡回相談 管轄保健所 市町村

23 島内医療機関精神科外来診療応援 島外中核病院 市町村

24 島外庁舎保健師の派遣 市町村 島外支援機関

25 市町村後方支援 管轄保健所 島外支援機関

26 離島精神科巡回診療 島外公立病院 島外支援機関

27 精神訪問看護 訪問看護事業所 市町村

28 精神巡回相談 島外支援機関

29 市町村後方支援 島外支援機関

30 こころの相談 島外支援機関

31 精神訪問看護 島外支援機関

32 総合支援事業（相談支援） サービス事業所 市町村

L村 近距離型離島 33 精神巡回相談 管轄保健所 折半

M市 近距離型離島 34 島外庁舎保健師の派遣 市町村 島外支援機関

35 精神巡回相談 島外支援機関

36 市町村後方支援 島外支援機関

37 離島精神科巡回診療 民間病院 島外支援機関

38 島外庁舎保健師の派遣 市町村 島外支援機関

39 離島精神科巡回診療 島外支援機関

40 精神訪問看護 島外支援機関

41 訪問リハビリ 島外支援機関

O町 付属型離島 42 島外庁舎保健師の派遣 市町村 島外支援機関
＊付属型離島への支援を実施していない一町を除く

A村 孤立型離島

B村
孤立型離島・付属型離
島

C村 孤立型離島

D村 孤立型離島

E町
孤立型離島・付属型離
島

F町 孤立型離島

G村 孤立型離島

H村 孤立型離島

I村 孤立型離島

J村 近距離型離島

P町
孤立型離島・近距離型
離島・付属型離島

管轄保健所

管轄保健所

民間診療所

管轄保健所

K村
近距離型離島・付属型
離島

N市
付属型離島

島外支援機関

島外支援機関

管轄保健所

管轄保健所

民間病院

管轄保健所

民間診療所

    



も内服治療ができるようになった。それによ
って、保健所による精神巡回相談は、その役
割を終えた。さらに、その民間病院による巡
回診療は、近隣の島、C 村へ波及した。この
民間病院による島外支援は、「公助」では限
界のあった精神障害者への支援を、「共助」
である保険サービスを加えて、島に馴染むサ
ービスに発展させていた。 
 このように、島外支援は、公的機関、民間
機関ともに、限定された専門職の確保の工夫
を行いながら、島々へ広がり、変化していた。 
 
広い海域に多数の島を有する沖縄県では、

多様な島外支援が行われていた。慢性疾患で
ある精神障害者が、島嶼で生活し続けるため
に、市町村、管轄保健所、民間病院などが、
それぞれのできることを出し合い、支援事業
をつくりあげていた。島外支援の限界を超え
るために、創意工夫を繰り返し、地域のケア
力を高める取り組みをしていた。 
 
精神医療を加えた島嶼における地域包括

ケアシステムは、島外からの支援を含めて構
築していく必要がある。 
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