
日時：2015年３月３日(火) 正午～午後２時 

会場：衆議院第一議員会館（１階・多目的ホール） 

STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! 
❤ 生活をするのは普通の場所がいい ❤ 

病棟転換型居住系施設について考える院内集会 
part３ 

 

精神障害者も 
認知症の人も 

隔離は嫌だ!! 
 

 

 

 
 
 
 

精神科病院の中に「退院」させようというおかしさ―そのあまりの理不尽さに対し、 

昨年 6月 26日、日比谷野音での緊急集会に、障害当事者をはじめとする 3,200人が集まりました。 

それでもなぜか、精神科病棟を住まいと言い換えるための施策を強行しようとする厚生労働省。 

その名は「地域移行支援型ホーム」―省令改悪による病院敷地内グループホームの新設です。 

また、1月 27日に閣議決定された「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」では、 

直前まで地域包括ケア中心で議論がまとまっていた当初案が、 

突如として、認知症の人を精神科病院へ入院を進める精神医療関与強化へと変質しました。 

病院に留め置かれ続ける精神障害のある人たち、 

病院の新たな収入源と目されている認知症の人たち…。 

住まいは普通の場所に！ 障害者・高齢者を狙う「収容ビジネス」に STOP!! 

 

 

 

 

主催 病棟転換型居住系施設について考える会 
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1月 16日、

ために、障害者総合支援法に関する省令の改定を強行しました。

「病院で死ぬということと、病院内の敷地にある自分の部屋で死ぬということには大き

な違いがある」という発言に端を発したこの方針は、障害のある人の「死ぬ場所」を引

き続き社会から隔離された場所に用意をしようという、人権を完全に無視したものです。 

このような極めて問題の大きい施策に対し、障害のある人たちの声に誠実に耳を傾け

たいくつかの都道府県・政令市からは、国に追従した条例の改定はしない、つまり

、 、という方針を示すと

ころが生まれてきています。 

また一方で、政府は 1 月 27 日、認知症の人の精神科病院への入院を進める精神医療

関与強化の方向を含む「新オレンジプラン」を閣議決定しました。これは、世界に類を

見ない莫大な数の精神病床を維持・拡大していくことを狙うものです。これでは世界最

大の“精神病床大国”の解消も、「安かろう・悪かろう」の精神医療の解消もできませ

ん。日本は先進諸国と正反対の道を歩みますます乖離していってしまいます。 

本集会では、精神科病棟転換型居住系施設の問題の本質を見据えながら、全国各地に

広がる反対運動の報告、そして、障害があって高齢になっても、当たり前に地域の中で

暮らし続けていけるために必要とされる制度、施策のあるべき姿を考えていきます。 

 

 

 

《連絡先》長谷川利夫（杏林大学保健学部作業療法学科教授） 

〒192-8508 東京都八王子市宮下町 476 杏林大学 保健学部 精神障害作業療法学研究室内 

TEL.042-691-0011（内線 4534） 〔携帯電話〕090-4616-5521 

E-mail hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 

 

http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu/e/b931c4c43743a97895930cd4296a 

「病棟転換型居住系施設について考える会」は、精神科病棟転換により、精神障害のある人たち

を長期にわたり病院に留め置く施設づくりに強い危惧を抱き、本来求められている一日も早い退院

と地域生活への移行を願う有志により結成されました。私たちの活動は、特定の組織等からの財政

的支援によるものではなく、多くの方々の賛同により進められています。資金面におきましても、

ぜひとも多くのみなさまからのご賛同とご協力を賜りたく、心よりお願い申し上げます。（一口千円。

できるだけ複数口でのご協力をいただければ幸いです）。 
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2015 年 3 月 3 日（火）正午～午後 2 時   

衆議院第一議員会館 １階・多目的ホール 

 

 

○ 基調報告「精神科病棟転換型居住系施設の問題の本質はどこにあるのか」 

長谷川利夫（杏林大学教授） 

 

 

○ 特別報告「認知症の人こそ地域で」 

上野秀樹（内閣府障害者政策委員会委員、敦賀温泉病院医師）」 

 

 

○ リレートーク～精神障害、認知症の当事者、家族の声～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 会終了後、ＤＶＤ「やればできるさ！～STOP! 精神科病棟転換型居住系施設」（40 分）

を上映します。  
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基調報告 

「精神科病棟転換型居住系施設の問題の本質はどこにあるのか」 

長谷川 利夫 （杏林大学教授） 
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特別報告 

「認知症の人こそ地域で」 

上野 秀樹（内閣府障害者政策委員会委員、敦賀温泉病院医師） 
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（2014 年 12 月 17 日／朝日新聞）  
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精神科病棟転換問題に関するマスコミ報道・弁護士会声明 

2015 年 2 月 5 日現在／作成：氏家憲章 

 

＜新聞＞ 

○東京・中日新聞 『「地域と分断」当事者が反発』 ······································· （2013 年 11／28） 

○朝日新聞・社説『精神科医療、病院と地域の溝うめよ』 ·································· （2014 年 1／24） 

○福祉新聞『精神病床の転換案「権利条約に合わぬ」 障害者政策委で反発』 ·················· （2／10） 

○東京・中日新聞『こちら特報部・転換型施設の推進案浮上』 ······································· （5／19） 

○東京・中日新聞・社説『精神科病院、暮らしの場ではない』 ······································· （5／19） 

５・２０「病棟転換型居住系施設について考える院内集会」 

○福祉新聞『精神障害者｢退院して自由に｣ 意向調査で浮き彫り』 ································· （5／19） 

○東京・中日新聞『精神科病棟→障害者住宅に改修「隔離から地域へ名目だけ」 ··············· （5／21） 

○読売新聞『患者囲い込み続く懸念』 ········································································ （6／12） 

○朝日新聞『精神病床「住まい化」波紋、入院１年超２０万人』 ···································· （6／18） 

○上毛新聞『空き病床利用に反対』 ··········································································· （6／24） 

○京都新聞『長期入院の固定化懸念（精神病床「居住の場」に活用方針』 ························ （6／24） 

生活をするのは普通の場所がいいＳＴＯＰ！精神科病棟転換型居住系施設！！ 

６．２６「日比谷野音緊急集会」会場が満杯の 3,200名参加 

○毎日新聞『精神病床解消策「隔離続く」』 ································································ （6／27） 

○埼玉新聞『「障害者権利条約に違反」精神科病棟転換で反対集会』 ······························· （6／27） 

○赤旗『普通の場所で生活を精神障害者ら集会』 ························································· （6／27） 

○神奈川新聞『精神障害者の病棟転換住居反対 東京で集会』 ······································· （6／27） 

○西日本新聞『精神科長期入院 地域格差なぜ？』 ······················································ （6／27） 

○河北新聞・社説『精神科病床転換／根本的な解決にはならない』 ································· （6／29） 

○埼玉新聞『地域で暮らす今幸せ、精神科病棟転換高まる反対の声』 ······························ （6／30） 

○東京・中日新聞・社説『病院の居住化、生き直す機会奪われる』 ··································· （7／1） 

○朝日新聞『精神病床「居住化」条件付きで容認へ』 ····················································· （7／2） 

○毎日新聞『居住施設へ転換容認』 ············································································· （7／2） 

○日本経済新聞『精神空き病棟、試験的に居住施設へ』 ·················································· （7／2） 

○朝日新聞・社説『「精神医療改革」あくまで地域へ』 ··················································· （7／4） 

○愛媛新聞・社説『「敷地内退院」では理念がゆがむ』 ··················································· （7／4） 

○ジャパンタイム・社説『精神障害者の解決にはならない』 ············································ （7／7） 

○神奈川新聞『精神障害者病床削減 反対押し切り 転換を試行へ』 ································ （7／7） 

○福祉新聞『精神病床を削減へ 病棟から居住施設への転換を容認』 ································ （7／7） 

○信濃毎日新聞・社説『精神病棟転換／患者のためになるのか』 ······································ （7／8） 

○沖縄タイムス・社説「精神科病棟の居住化／「地域移行」に逆行する」 ·························· （7／8） 
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○北海道新聞『厚労省報告に賛否・精神科病棟を居住系施設に』 ···································· （7／10） 

○読売新聞『精神病床数 日本が突出』 ····································································· （7／11） 

○読売新聞・社説『精神医療改革／社会的入院の解消を図りたい』 ································· （7／13） 

○東京・中日新聞『病棟を居住施設に、精神科の長期入院対策の波紋』 ··························· （7／17） 

○朝日新聞・社説『精神医療改革 あくまでも地域へ』 ················································ （7／22） 

○徳島新聞・コラム『「朝三暮四」の厚生労働省』 ······················································· （7／25） 

○徳島新聞・社説『精神病棟転換／患者本位とはいえない』 ·········································· （7／26） 

○東京・中日新聞『精神医療「脱施設化」進まず』 ······················································ （7／28） 

○高知新聞・社説『【精神科病床】地域で暮らせるように』 ··········································· （7／30） 

○社会新報『「転換型居住系施設」構想の問題』  ······················································· （7／30） 

○赤旗・社説『精神科病院の病棟転換。看板書き換えは願いに逆らう』 ····························· （8／4） 

○高齢者住宅新聞『精神科病院の転換に問題、認知症入院者の議論全くなし』 ···················· （8／6） 

○信濃毎日新聞・社説『精神病院から地域へ／尊厳を取り戻すために』 ··························· （8／17） 

○赤旗『地域で暮らしたい・精神障害を持って生きる』（3 回シリーズ） ·························· （8／24） 

○佐賀新聞・論説『精神医療改革』 ··········································································· （8／25） 

○福井新聞『精神障害者どう支援、病床の居住施設転換テ―マ』 ······································ （9／1） 

○読売新聞『論点・スペシャル、精神科入院減らそう』 ················································ （10／1） 

○西日本新聞・社説『精神医療改革・長期入院を減らすために』 ···································（10／27） 

○朝日新聞『身よりなき患者、遠くに入院』 ······························································（10／30） 

○琉球新報・論壇『精神病と隔離政策・地域で暮らせる社会に』 ···································· （11／9） 

○『精神科病院のＧＨ、条件付きで検証へ』 ······························································ （11／10） 

１１・１３「病棟転換型居住系施設について考える院内集会 part2」 

○沖縄タイムス・オピニオン『心を病む人の叫び感じよう』 ········································· （11／23） 

○福祉新聞『「病院施設内ＧＨに反対」精障者ら１５０名が集会』 ································· （11／24） 

○沖縄タイムス『29 日精神障がい・ハンセン病シンポ（ありのまま理解広める）』 ··········· （11／24） 

○沖縄タイムス『沖縄に優れた草の根運動（戦争体験者調査とケアを）』 ························ （11／27） 

○沖縄タイムス『尊厳大切にするイタリア（「自由こそ治療」が合言葉）』 ······················· （11／27） 

○琉球新聞『大会後援県が拒否、精神障がい・ハンセン病』 ········································· （11／27） 

○琉球新聞・社説『県の後援拒否、地方分権に逆行している』 ······································ （11／28） 

○沖縄タイムス『障がい者自立支援を（精神・ハンセン病シンポで採択）』 ····················· （11／30） 

○琉球新報『隔離が人生を奪った（施策是正へ決議）』 ················································ （11／30） 

○沖縄タイムス・社説『二つの「隔離」排除の歴史繰り返すな』 ···································· （12／1） 

○琉球新報『入所障がい者の地域移行を促進』 ···························································· （12／1） 

○琉球新聞『心の扉を開いたら（心に傷をため、病状は起こる）』 ·································· （12／1） 

○沖縄タイムス『精神病の「隔離」反対』 ·································································· （12／2） 

○琉球新聞『大会後援拒否「是正取り組む」』 ····························································· （12／2） 

○琉球新聞『誰もが生きやすい社会を（優しさが薬以上の効果）』 ·································· （12／5） 

○沖縄タイムス『精神障がい者自立へ予算を』 ···························································（12／10） 

○琉球新報『精神障がい者大会の決議文県に手渡す』 ··················································（12／10） 
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○朝日新聞『精神科病院を考える』（上）「回復は社会生活の中で」 ································（12／16） 

○朝日新聞『精神科病院を考える』（下）「強い入院中心の文化」 ···································（12／17） 

○朝日新聞『精神科長期入院後の生活「一歩ずつ自分らしく」』 ·························· （2015 年 1／30） 

○東京・中日新聞『患者の隔離差別続くだけ、人権意識欠如・転換認めない』 ·················· （1／30） 

○東京・中日新聞『こちら特報部「なぜ減らない精神科の長期入院」』 ···························· （2／15） 

 

 

＜雑誌＞ 

○『週刊金曜日』「病棟転換型居住系施設」構想で反対集会、厚労省「検討会」は条約違反 ··· （7／4） 

○『雑誌ＦＡＣＴＡ』「認知症５万人」を幽閉する精神科病院 ········································ （9 月号） 

○『精神医療』特集・精神科病棟転換型居住系施設の争点 ································· （2015 年 №77） 

 

 

＜テレビ放映＞ 

○ＮＨＫ・Ｅテレ「６０歳からの青春～精神科病院４０年をえて」 ································· （6／10） 

○ＮＨＫクローズアップ現代『精神科病床が住居に？長期入院は減らせるか』 ·················· （7／24） 

 

 

＜弁護士会の反対声明＞ 

○日本弁護士連合会 ·································································································· （6／6） 

「精神科病院の病床を居住系施設に転換することに反対する日弁連会長声明」 

○大阪府弁護士会 ··································································································· （6／30） 

「病床転換型居住系施設に反対する会長声明」 

○和歌山県弁護士会 ································································································ （7／10） 

「精神科病院の病棟を居住系施設に転換することに反対する会長声明」 

○東京弁護士会 ······································································································ （7／31） 

「精神科病院の病床を居住系施設に転換することに反対する会長声明」 
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障発０１１６第４号 

平成２７年１月１６日 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

厚生労働省障害保健福祉部長（公印省略） 
 

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に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政

令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令及び児童福祉法に基

づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の公布について 

（通知） 
 

本日、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に基づく指定障害福祉サービス

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定

する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令（平成 27 年厚

生労働省令第５号）及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

の一部を改正する省令（平成 27年厚生労働省令第６号）が別紙のとおり公布され、平成 27年４月１日

から施行することとされたところである。その趣旨及び主な内容等について下記のとおり通知するので、

これらについて十分御了知の上、管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、

その周知徹底を図っていただく等、本省令の円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。 
 

記 
 

１ 省令の趣旨 

障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの議論を踏まえ、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に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 18年厚生労働省令第 171号。以下「サービス指定基準」という。）及び厚生労働省関係構造改

革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令（平

成 15年厚生労働省令第 132号。以下「特区省令」という。）並びに児童福祉法に基づく指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成 24年厚生労働省告示第 15号。以下「指定通所基

準」という。）の一部を改正するものの一部を改正するもの。 
 

２ 主な内容 

一 サービス指定基準の一部改正 

⑴ 基準該当生活介護及び短期入所の対象拡大について（略） 

⑵ 病院の敷地内における指定共同生活援助事業等経過的特例ついて 

「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」の取りまとめを踏まえ、

平成 36 年度末までの間、一定の条件を満たす場合に、精神病床の削減を行った場合の病院の敷

地内において指定共同生活援助の事業等を行うことができる特例を設ける。 

⑶ 指定共同生活援助事業所において居宅介護等を利用する場合の特例について（略） 

二 指定通所基準の一部改正（略） 

三 その他所要の規定の整備を行うこととした。 
 

３ 施行期日 

平成 27年４月１日 
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○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に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一号）新旧対照表【抜粋】 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

附 則 

 

（地域移行支援型ホームの特例） 

第七条 次の各号のいずれにも該当するものとし

て都道府県知事が認めた場合においては、平成

三十七年三月三十一日までの間、第二百十条第

一項（第二百十三条の六において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず、病院の敷地内の

建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の

事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助

の事業（以下「指定共同生活援助の事業等」と

いう。）を行うことができる。 

 

一 （略） 

二 当該病院の精神病床の減少を伴うものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

（地域移行型ホームの特例） 

第七条 次の各号のいずれにも該当するものとし

て都道府県知事が認めた場合においては、法附

則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日

までの間、第二百十条第一項（第二百十三条の

六において準用する場合を含む。）の規定にかか

わらず、入所施設又は病院の敷地内に存する建

物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事

業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の

事業（以下「指定共同生活援助の事業等」とい

う。）を行うことができる。 

一 （略） 

二 当該入所施設の入所定員又は病院の精神病

床の減少を伴うものであること。ただし、法

附則第三十五条の規定による改正前の身体障

害者福祉法（以下「旧身体障害者福祉法」と

いう。）第三十条の二に規定する身体障害者福

祉ホーム（以下「身体障害者福祉ホーム」と

いう。）、法附則第四十八条の規定によりなお

従前の例により運営をすることができること

とされた法附則第四十六条の規定による改正

前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和二十五年法律第百二十三号。以下「旧

精神保健福祉法」という。）第五十条の二第一

項第一号に掲げる精神障害者生活訓練施設

（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）、

法附則第五十八条第一項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることと

された法附則第五十二条の規定による改正前

の知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三

十七号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）

第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮

のうち旧知的障害者福祉法第十五条の十一第

一項の指定を受けているもの（以下「指定知

的障害者通勤寮」という。）若しくは旧知的障

害者福祉法第二十一条の九に規定する知的障

害者福祉ホーム（以下「知的障害者福祉ホー

【参考】第二百十条第一項 

 指定共同生活援助に係る共同生活住

居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用

者の家族や地域住民との交流の機会が確

保される地域にあり、かつ、入所により

日中及び夜間を通してサービスを提供す

る施設(以下「入所施設」という。)又は病

院の敷地外にあるようにしなければなら

ない。 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定により指定共同生活援助の事業等

を行う事業所（以下「地域移行支援型ホーム」

という。）における指定共同生活援助の事業等に

ついて第二百十条第二項から第九項まで（第二

百十三条の六において準用する場合を含む。）の

規定を適用する場合においては、第二百十条第

二項中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十

人以下」とする。 

 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活住居の

構造等） 

第七条の二 地域移行支援型ホームにおいて指定

共同生活援助の事業等を行う者（以下「地域移

行支援型ホーム事業者」という。）が設置する共

同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生

活の独立性を確保するものでなければならな

い。 

 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援

助等の提供期間） 

第八条 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者

に対し、原則として、二年を超えて、指定共同

生活援助等を提供してはならない。 

 

 

 

（地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援

助等の取扱方針） 

第九条 地域移行支援型ホーム事業者は、入居し

ム」という。）又は旧精神保健福祉法第五十条

の二第一項第三号に掲げる精神障害者福祉ホ

ーム（附則第十九条及び附則第二十二条にお

いて「旧精神障害者福祉ホーム」という。）を

共同生活住居とする場合においてはこの限り

でない。 

２ 法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

の前日において現に前項の規定により指定共同

生活援助の事業等を行っている者については、

第二百十条第一項（第二百十三条の六において

準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当

該共同生活援助の事業等を行う事業所において

指定共同生活援助の事業等を行う場合に限り、

同号に掲げる規定の施行の日以降においても指

定共同生活援助の事業等を行うことができる。 

３ 第一項の規定により指定共同生活援助の事業

等を行う事業所（以下「地域移行型ホーム」と

いう。）における指定共同生活援助の事業等につ

いて第二百十条第二項から第九項まで（第二百

十三条の六において準用する場合を含む。）の規

定を適用する場合においては、第二百十条第二

項中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十人

以下」とする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等

の提供期間） 

第八条 地域移行型ホームにおいて指定共同生活

援助の事業等を行う者（以下「地域移行型ホー

ム事業者」という。）は、利用者に対し、原則と

して、二年を超えて、指定共同生活援助等を提

供してはならない。 

 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活援助等

の取扱方針） 

第九条 地域移行型ホーム事業者は、入居してい
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ている利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム

以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サ

ービス利用型指定共同生活援助事業所（以下「住

宅等」という。）において日常生活を営むことが

できるかどうかについて定期的に検討するとと

もに、当該利用者が入居の日から前条に定める

期間内に住宅等に移行できるよう、適切な支援

を行わなければならない。 

 

 

（地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計

画の作成等） 

第十条 地域移行支援型ホームにおける指定共同

生活援助の事業等について第二百十三条又は第

二百十三条の十二において準用する第五十八条

の規定を適用する場合においては、同条第二項

中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日か

ら附則第八条に定める期間内に附則第九条に規

定する住宅等に移行すること」と、同条第四項

中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の

敷地外における福祉サービスの利用その他の活

動」とする。 

 

（地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置） 

第十一条 地域移行支援型ホーム事業者は、指定

共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の

地域への移行を推進するための関係者により構

成される協議会（以下「地域移行推進協議会」

という。）を設置し、定期的に地域移行推進協議

会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会か

ら必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。 

２ 地域移行支援型ホーム事業者は、法第八十九

条の三第一項に規定する協議会その他都道府県

知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの

（以下「協議会等」という。）に対して定期的に

地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援

助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等に

よる評価を受けるとともに、協議会等から必要

な要望、助言等を聴く機会を設けなければなら

ない。 

（以下、略） 

る利用者が住宅又は地域移行型ホーム以外の指

定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利

用型指定共同生活援助事業所（以下「住宅等」

という。）において日常生活を営むことができる

かどうかについて定期的に検討するとともに、

当該利用者が入居の日から前条に定める期間内

に住宅等に移行できるよう、適切な支援を行わ

なければならない。 

 

 

（地域移行型ホームにおける共同生活援助計画の

作成等） 

第十条 地域移行型ホームにおける指定共同生活

援助の事業等について第二百十三条又は第二百

十三条の十二において準用する第五十八条の規

定を適用する場合においては、同条第二項中「営

むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則

第八条に定める期間内に附則第九条に規定する

住宅等に移行すること」と、同条第四項中「達

成時期」とあるのは「達成時期、入所施設又は

病院の敷地外における福祉サービスの利用その

他の活動」とする。 

 

（地域移行型ホームに係る協議の場の設置） 

第十一条 地域移行型ホーム事業者は、指定共同

生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域

への移行を推進するための関係者により構成さ

れる協議会（以下「地域移行推進協議会」とい

う。）を設置し、定期的に地域移行推進協議会に

活動状況を報告し、必要な要望、助言等を聴く

機会を設けなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下、略） 
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障発０２２０第７号 

平成２７年２月２０日 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

中核市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

「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に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について 

 

障害保健福祉行政の推進につきまして、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申上げます。 

今般、「障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するため法律に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準ついて」（平成 18年 12月 6日障発第 1206001号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知）を別紙のとおり改正し、平成 27年４月１日から適用しますので、

御了知の上、貴管内市町村等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段のご配慮をお願いします。

ただし、平成 27年４月１日において現に存する地域移行型ホームについては、なお、従前の例により

ます。 

 

 

○「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に基づく指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18年 12月６日障発第 1206001号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（抄）新旧対照表【抜粋】 

（傍線部分は改正部分） 

改 正 案 現   行 

第十五 附則 

１ 地域移行支援型ホームの特例（基準附則第７

条） 

指定共同生活援助事業所及び外部サービス利

用型指定共同生活援助事業所の立地について

は、基準第 210条第１項（基準第 213 条の６に

おいて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定

により、入所施設や病院の敷地外に立地される

べきこととしている（第十三の２の（１）参照）

が、精神科病院（精神科病院以外の病院で精神

病床（医療法（昭和 23年法律第 205号）第７条

第２項第１号に掲げる精神病床をいう。）が設け

られているものを含む。以下「病院」という。）

第十五 附則 

１ 地域移行型ホームの特例（基準附則第７条） 

 

指定共同生活援助事業所及び外部サービス利

用型指定共同生活援助事業所の立地について

は、基準第 210条第１項（基準第 213 条の６に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、入

所施設や病院の敷地外に立地されるべきことと

している（第十三の２の（１）参照）が、平成

24 年３月 31 日までの間、入所施設又は病院の

敷地内に存する既存の建物を共同生活住居とす

る場合であって、次の要件を満たす場合に限り、

地域移行型ホームとして、指定共同生活援助又
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に長期間入院していた精神障害者が退院後すぐ

に地域での生活が困難な状況にある場合に、一

定期間病院の近くで障害福祉サービスの利用等

をしながら生活を送ることによって円滑に地域

生活への移行が図られるよう、通過型の居住の

場として、平成 37 年３月 31 日までの間、病院

の敷地内に存する建物を共同生活住居とする場

合であって、次の要件を満たす場合に限り、地

域移行支援型ホームとして、指定共同生活援助

又は外部サービス利用型指定共同生活援助を行

うことができるものとする。 

なお、地域移行支援型ホームは、病院に長期

間入院している精神障害者の地域移行を支援す

るための選択肢の１つとして試行的に実施する

ものであることから、新規の指定や運営期間に

ついては時限的なものとする。よって、新規の

指定については平成 27 年４月１日から平成 31

年３月 31日まで、指定後の運営期間については

当該指定を受けてから６年間とする。なお、こ

れらの期間を含む地域移行支援型ホームの将来

の在り方については、平成 30年度にそれまでの

地域移行支援型ホームの活動状況等を踏まえて

検討する。 

また、平成 27年４月１日において現に存する

従前の地域移行型ホームについては、基本的に

従前の例により運営することができるが、加え

て、３（１）について特に留意すること。 

（１）地域移行支援型ホームは、指定共同生活援

助又は外部サービス利用型指定共同生活援助

を行う事業所のうち基準第 210 条第１項の規

定の特例措置であるため、異なる定めがある

場合を除き、指定共同生活援助又は外部サー

ビス利用型指定共同生活援助に係るその他の

要件を満たさなければならない。 

（２）指定共同生活援助又は外部サービス利用型

指定共同生活援助の量が、都道府県障害福祉

計画において定める量に満たない地域であっ

て、都道府県知事が特に必要と認めた場合で

あること。 

（３）病院の精神病床数の減少を伴うものであっ

て、病院の定員１以上の削減に対し、地域移

は外部サービス利用型指定共同生活援助を行う

ことができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、平成 24 年３月 31 日までの間に指定を

受けた地域移行型ホームについては、平成 24年

４月１日以降についても、引き続き当該事業を

行うことができることに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定共同生活援助又は外部サービス利用型

指定共同生活援助の量が、都道府県障害福祉

計画において定める量に満たない地域であっ

て、都道府県知事が特に必要と認めた場合で

あること。 

（２）入所施設の定員数又は病院の精神病床数の

減少を伴うものであること。この場合におけ
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行支援型ホームの定員を１とする（つまり、

病院の定員の削減数の範囲内で、地域移行支

援型ホームの定員を設定することとなる。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）１以上の共同生活住居を有するものとし、

当該共同生活住居の入居定員の合計数は、第

210 条第２項（基準第 213 条の６において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、４

人以上 30人以下であること。 

 

１の２ 地域移行支援型ホームにおける共同生活

住居の構造等（基準附則第７条の２） 

地域移行支援型ホームを行う事業者が設置す

る共同生活住居は、医療の提供を行う病院とは

異なり日常生活を送るための生活の場であり、

利用者のプライバシーを確保する観点からも、

共同生活住居の構造及び設備は、利用者の生活

の独立性が確保されなければならない。 

このため、共同生活住居の入口は、病院を利

用する患者や病院関係者が利用する病院の入口

と異なるものとするとともに、病院を利用する

患者等が共同生活住居に立ち入らないよう、建

物を別にしたり廊下に壁や施錠されたドアを設

ける等共同生活住居と病院を直接行き来できな

る具体的な取扱いは、次のとおりとする。 

① 入所施設又は病院の一部又は全部を地域

移行型ホームに転換する場合については、

入所施設又は病院の定員 1 以上の削減に対

し、地域移行型ホームの定員を１とする（つ

まり、入所施設又は病院の定員の削減数の

範囲内で、地域移行型ホームの定員を設定

することとなる）。 

② 入所施設又は病院の敷地内にある看護師

寮や職員寮など、入所施設又は病院以外の

建物を地域移行型ホームに転換する場合に

ついては、原則として、入所施設又は病院

の定員１の削減に対し、地域移行型ホーム

の定員を 2とする。 

③ 入所施設又は病院の敷地内にある身体障

害者福祉ホーム、精神障害者生活訓練施設、

精神障害者福祉ホーム(A型及び B型)、知的

障害者通勤寮又は知的障害者福祉ホームを

地域移行型ホームに転換する場合について

は、入所施設又は病院の定員削減は要さな

いものとする。 

（３）１以上の共同生活住居を有するものとし、

当該共同生活住居の入居定員の合計数は、第

210 条第２項（基準第 213 条の 6 において準

用する場合を含む。）の規定にかかわらず、４

人以上 30人以下であること。 
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いような構造としなければならず、共同生活住

居の設備は病院で使用する設備と共用すること

はできない。 

また、地域移行支援型ホームの従業者は、専

ら当該地域移行支援型ホームの職務に従事する

者でなければならず、サービス提供時間帯以外

の時間帯も含め、当該地域移行支援型ホームを

設置する病院の従業者と兼務してはならない。 

 

２ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活

援助等の提供期間（基準附則第８条） 

地域移行支援型ホームは、地域への移行のた

めの通過的な居住の場としての機能を有するも

のであることから、地域移行支援型ホーム事業

者は、利用者に対し、２年を超えてサービスを

提供してはならないことを原則としている。 

しかしながら、個々のケースによっては、当

該２年間が経過した時点において、利用者の状

況や退去後の居住の場の確保が困難な場合な

ど、一律に退居を求めることは適当でない場合

も想定されることから、例外的に、市町村審査

会における個別の判断により、地域移行支援型

ホームにおける指定共同生活援助等の提供期間

の延長が認められるものとする。 

 

３ 地域移行支援型ホームにおける指定共同生活

援助等の取扱方針（基準附則第９条） 

（１）基準第３条に規定されているように、地域

移行支援型ホーム事業者を含む指定障害福祉

サービス事業者は、利用者及び障害児の保護

者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用

者又は障害児の保護者の立場に立った指定障

害福祉サービスの提供に努めなければならな

いこととされている。 

このため、地域移行支援型ホームを行う事

業者は、障害者権利条約の理念を踏まえつつ、

利用者の意向を尊重して支援を行わなければ

ならない。よって、地域移行支援型ホームの

利用は利用する者の意思に基づき選択されな

ければならず、病院や地域移行支援型ホーム

を行う事業者がその利用を過度に推奨したり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地域移行型ホームにおける指定共同生活援助

等の提供期間（基準附則第８条） 

地域移行型ホームは、地域への移行のための

通過的な居住の場としての機能を有するもので

あることから、地域移行型ホーム事業者は、利

用者に対し、２年を超えてサービスを提供して

はならないことを原則としている。 

しかしながら、個々のケースによっては、当

該２年間が経過した時点において、利用者の状

況や退去後の居住の場の確保が困難な場合な

ど、一律に退居を求めることは適当でない場合

も想定されることから、例外的に、市町村審査

会における個別の判断により、地域移行型ホー

ムにおける指定共同生活援助等の提供期間の延

長が認められるものとする。 

 

３ 地域移行型ホームにおける指定共同生活援助

等の取扱方針（基準附則第９条） 
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強制してはならない。また、利用者の地域移

行支援型ホームにおける日常生活上の行為に

ついて、利用者が自由に行動できるよう配慮

しなければならない。例えば、利用者が外出

する際に当該事業者の許可を条件とすること

や外部からの来客との面会を禁止すること、

利用者の意思に反して日中活動の場を指定す

ること、利用者の日常生活上の行為について

正当な理由なく報告を課すことなどはしては

ならない。ただし、防犯上の理由などやむを

得ない事情がある場合や共同生活を送る上で

通常必要と考えられる必要最低限の範囲で一

般的な決まりを設けることは可能であるが、

利用者に対し不当な制限を課していると疑わ

れる行為は厳に慎まなければならない。 

（２）地域移行支援型ホームを行う事業者は、利

用者が、当該地域移行支援型ホームを退居し、

一般住宅又は指定共同生活援助事業所若しく

は外部サービス利用型指定共同生活援助事業

所において、安心して日常生活を営むことが

できるかどうか、指定特定相談支援事業者や

他の障害福祉サービス事業者等の関係者を含

め、定期的に検討を行うとともに、当該地域

移行支援型ホームに入居してから原則として

２年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、

他の障害福祉サービス等を積極的に利用させ

る等関係者との十分な連携を図りつつ、入居

中においても地域移行に向けて計画的に必要

な支援を行うものとする。 

 

４ 地域移行支援型ホームにおける共同生活援助

計画の作成等（基準附則第 10条） 

地域移行支援型ホームにおけるサービス管理

責任者は、基準第 213 条又は第 213 条の 12 に

おいて準用する基準第58条に規定される業務の

ほか、利用者に対するアセスメント及び支援内

容の検討結果に基づき、利用者が当該地域移行

支援型ホームに入居してから２年の間に、一般

住宅等へ移行できるよう、適切な共同生活援助

計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画

を作成する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域移行型ホームを行う事業者は、利用者が、

当該地域移行型ホームを退居し、一般住宅又は

指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス

利用型指定共同生活援助事業所において、安心

して日常生活を営むことができるかどうか、他

の障害福祉サービス事業者等の関係者を含め、

定期的に検討を行うとともに、当該地域移行型

ホームに入居してから原則として２年の間に、

一般住宅等へ移行できるよう、他の障害福祉サ

ービス事業者等との十分な連携を図りつつ、計

画的な支援を行うものとする。 

 

 

 

 

４ 地域移行型ホームにおける共同生活援助計画

の作成等（基準附則第 10条） 

地域移行型ホームにおけるサービス管理責任

者は、基準第 213 条又は第 213 条の 12 におい

て準用する基準第 58 条に規定される業務のほ

か、利用者に対するアセスメント及び支援内容

の検討結果に基づき、利用者が当該地域移行型

ホームに入居してから２年の間に、一般住宅等

へ移行できるよう、適切な共同生活援助計画又

は外部サービス利用型共同生活援助計画を作成

する必要がある。 
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また、地域生活への移行を段階的に進める観

点から、共同生活援助計画又は外部サービス利

用型共同生活援助計画に位置付けた上で、病院

の敷地外の障害福祉サービス等を積極的に利用

できるよう、支援しなければならない。この場

合、敷地外の障害福祉サービス等を毎日利用し

なければならないということではないが、段階

的に敷地外の障害福祉サービス等を増やしてい

くなど、利用者の状況や地域移行へ向けたプロ

セス等を勘案しながら、適切な支援を行う必要

がある。 

 

５ 地域移行支援型ホームに係る協議の場の設置

（基準附則第 11条） 

基準附則第 11条に規定する地域移行推進協議

会は、地域移行支援型ホームを行う事業者が、

利用者及びその家族、市町村職員又は当該地域

移行支援型ホームを行う事業者以外の障害福祉

サービス関係者等に対し、定期的に（四半期に

１回程度を目安とする）活動状況を報告し、当

該地域移行推進協議会から必要な要望、助言等

を聴く機会を設け、利用者の地域移行へ向けた

取組を明らかにするとともに、地域に開かれた

サービスとすることにより、サービスの質の確

保を図ることを目的として設置するものであ

り、当該地域移行支援型ホームを行う事業者自

らが主体的に設置すべきものである。 

なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域

移行支援型ホームの指定申請時において、既に

設置されているか又は確実な設置が見込まれる

ことが必要となるものである。 

さらに、地域移行支援型ホームを行う事業者

は、法第 89条の３第１項に規定する協議会又は

その他の都道府県知事がこれに準ずるものとし

て特に認めるもの（都道府県又は市町村職員、

医療関係者、一般相談支援事業者などが参加し

て精神科病院に入院している障害者の地域移行

の推進について検討を行う会議）（以下「協議会

等」という。）に対し、定期的に（少なくとも年

に１回以上とする）実施状況を報告し、当該実

施状況について当該協議会等による評価を受け

また、地域生活への移行を段階的に進める観

点から、共同生活援助計画又は外部サービス利

用型共同生活援助計画に位置付けた上で、入所

施設又は病院の敷地外の障害福祉サービス等を

積極的に利用できるよう、支援しなければなら

ない。この場合、敷地外の障害福祉サービス等

を毎日利用しなければならないということでは

ないが、段階的に敷地外の障害福祉サービス等

を増やしていくなど、利用者の状況や地域移行

へ向けたプロセス等を勘案しながら、適切な支

援を行う必要がある。 

 

５ 地域移行型ホームに係る協議の場の設置（基

準附則第 11条） 

基準附則第 11条に規定する地域移行推進協議

会は、地域移行型ホームを行う事業者が、利用

者及びその家族、市町村職員又は当該地域移行

型ホームを行う事業者以外の障害福祉サービス

関係者等に対し、利用者の地域移行へ向けた取

組を明らかにするとともに、地域に開かれたサ

ービスとすることにより、サービスの質の確保

を図ることを目的として設置するものであり、

当該地域移行型ホームを行う事業者自らが主体

的に設置すべきものである。 

 

 

 

なお、当該地域移行推進協議会は、当該地域

移行型ホームの指定申請時において、既に設置

されているか又は確実な設置が見込まれること

が必要となるものである。 
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るとともに、当該協議会等から必要な要望、助

言等を聴く機会を設けなければならない。 

また、当該地域移行推進協議会及び当該協議

会等における報告等の記録は、基準第 213 条又

は第 213条の 12において準用する基準第 75条

第２項の規定に基づき、５年間保存するととも

に、個人情報の保護に留意しつつ、当該記録や

事業の運営状況を積極的に公表するものとす

る。 

 

６～９（略） 

 

10 指定共同生活援助介護事業所において個人単

位で居宅等を利用する場合の特例（基準附則第

18条の２） 

（１）指定共同生活援助事業所の利用者うち、重

度訪問介護又は行動援護の対象者であって、

区分４以上に該当する者が、共同生活住居内

おいて、居宅介護又は重度訪問介護の利用を

希望する場合に限り、平成 30 年３月 31 日ま

での間、当該利用者については基準第 211 条

第３項の規定を適用しないものとする。 

（２）指定共同生活援助事業所の利用者うち、区

分４以上に該当する者が。共同生活住居内に

おいて、居宅介護（「居宅における身体介護が

中心である場合」に限る。）の利用を希望し、

次の①及び②の要件のいずれにも該当する場

合に限り、平成 30 年３月 31 日までの間、当

該利用者については、基準第 211 条第３項の

規定を適用しないもとする。 

① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利

用が位置付けられていること。 

② 居宅介護の利用について、市町村が必要と

認めること。 

（３）前２項の場合、基準第 208 条第１項２号に

掲げる当該指定共同生活援助事業所に置くべ

き生活支援員の員数については、当該利用者

の数を２分１として算定するものとする。 

 

11（略） 

 

 

また、当該地域移行推進協議会における報告

等の記録は、基準第 213 条又は第 213 条の 12

において準用する基準第75条第２項の規定に基

づき、５年間保存しなければならない。 

 

 

 

 

６～９（略） 

 

10 指定共同生活援助介護事業所において個人単

位で居宅等を利用する場合の特例（基準附則第

18条の２） 

（１）指定共同生活援助事業所の利用者うち、重

度訪問介護又は行動援護の対象者であって、

区分４以上に該当する者が、共同生活住居内

において、居宅介護又は重度訪問介護の利用

を希望する場合に限り、平成 27 年３月 31 日

までの間、当該利用者については、基準第 211

条第３項の規定を適用しないものとする。 

（２）指定共同生活援助事業所の利用者うち、区

分４以上に該当する者が、共同生活住居内に

おいて、居宅介護（「居宅における身体介護が

中心である場合」に限る。）の利用を希望し、

次の①及び②の要件のいずれにも該当する場

合に限り、平成 27 年３月 31 日までの間、当

該利用者については、基準第 211 条第３項の

規定を適用しないもとする。 

① 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利

用が位置付けられていること。 

② 居宅介の利用について、市町村が必要と認

めること。 

（３）前２項の場合、基準第 208 条第１項２号に

掲げる当該指定共同生活援助事業所に置くべ

き生活支援員の員数については、当該利用者

の数を２分１として算定するものとする。 

 

11（略） 
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平成 27年 2月 20日

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課地域移行・障害児支援室 

 

問１ 地域移行支援型ホームは、新規指定が平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日まで、その

間に指定を受けたホームは当該指定日から６年間運営が可能とされているが、制度施行後４年目を

メドに制度の在り方を検討することされている。 

   この検討結果次第では、現在、最大で平成３７年３月３１日まで運営が可能となっているが、こ

の期間が長くなることがあるのか。 

（答） 

○ 地域移行支援型ホームについては、平成３０年度に、それまでの事業の実施状況を踏まえて本制度

の在り方を検討することとしており、検討の結果次第でどのような見直しがなされるかについてはそ

の時に関係者のご意見も聞きながら検討されることになるため、現時点ではお答えできない。 

 

問２ 地域移行支援型ホームは、病院敷地内にある共同生活住居と病院敷地外にある共同生活住居を有

す事業所として設置できるか。 

（答） 

○ 設置できない。共同生活援助事業所は一体的なサービス提供に支障がない範囲で複数の共同生活住

居の設置を認めているが、今回病院の敷地内で設置を認める地域移行支援型ホームと病院の敷地外に

設置する通常の共同生活援助事業所は、定員や人員など指定基準に違いがあることなどから、一体的

な事業所としては指定せず、同一法人が地域移行支援型ホームと通常の共同生活援助事業所を設置す

る場合は、別々の事業所として指定する。 

 

問３ 地域移行支援型ホームの事業者が事業を開始した日時点で精神科病院に１年以上入院していれ

ば、例えば、実際に当該ホームを利用する時点ではすでに退院後１ヶ月経過していて現に地域で生

活している者も利用できるのか。また、当該ホームが事業を開始した日以後に一度退院して、再度

入院して現に入院中の者も利用できるのか。 

（答） 

○ 利用できない。利用するには、地域移行支援型ホームの事業を開始した日時点で精神科病院に１年

以上入院していて、かつ、利用日時点まで継続して入院していることが必要である。現に地域で生活

している場合や、利用先として考えている地域移行支援型ホームの事業者が事業を開始した日以後に

一度退院した場合は当該ホームの利用対象とはならない。 

 

問４ 他の病院に入院している者や転院した者は利用対象となるのか。 

（答） 
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○ 利用する地域移行支援型ホームが事業を開始した日時点において、精神科病院（当該ホームがある

病院以外の病院でも可）に１年以上（複数の病院に継続して入院していた場合は通算して１年以上）

入院していた者であれば、現に他の病院に入院している者であっても当該ホームを利用可能である。 

（例）H27.10.1にＡ病院で地域移行支援型ホームの事業を開始。 

H27.10.1時点における精神科病院の入院期間３年（Ａ病院１年、Ｂ病院１年、Ｃ病院１年） 

→ 現にＣ病院に入院していても、Ａ病院の地域移行支援型ホームの利用は可能。 

 

問５ 地域移行支援型ホームは体験利用ができるのか。 

（答） 

○ 地域移行支援型ホームの利用者としての要件を満たす者であれば体験利用も可能である 。 

 

問６ 地域移行支援型ホームの利用者は、地域移行支援を利用することができるのか 。 

（答） 

○ 利用することはできない。地域移行支援型ホームから地域生活に移行するための支援は当該ホーム

の従業者が行う業務としている。 

 

問７ 指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷内にある病院の関係者と特別な関係

にないものとされているが、具体的はどのような場合が特別な関係に該当するのか。 

（答） 

○ 例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合

などが想定される。 

 

問８ 地域移行支援型ホームを本体住居とするサテライト型住居を設置できるか。 

（答） 

○ サテライト型住居とは本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。また、サテライト

型住居の入居者への支援にあたっては一般住宅等へ移行できるよう計画的な支援を求めている。この

ため、地域移行支援型ホームから一般住宅等への移行が促進されるよう、病院敷地外の建物を活用す

る場合に限りサテライト型住居の設置は可能である。 

 

問９ 地域移行支援型ホームを本体住居とするサテライト型住居の利用者の利用期間如何。 

（答） 

○ 本体住居の入期間と通算して原則２年以内とする。 

 

問１０ 地域移行支援型ホームの構造上の独立性の確保について、利用者の入口（玄関）を病院とは別

に設けるほかに、廊下等の独立性はどのように確保すべきか。 

（答） 

○ 地域移行支援型ホームは、利用者の日常生活の場であり、医療行為の提供を受ける病院とは異なる

ものである。このため、利用者のプライバシーが確保され、病院とは独立した生活が保たれるよう、

病院の通院者・入院者や病院関係者が地域移行支援型ホームの生活圏に立ち入らないよう配慮されな
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ければならない。このため、地域移行支援型ホームの入口を経由せずに廊下や階段を通じて直接病院

から地域移行支援型ホームに移動できないよう、例えば、壁や施錠されたドア等で物理的に遮断され

ている必要がある。単に立入り禁止と記した立て札を配置する程度のものは認められない。 

 

問１１ 地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で勤務している者が、当該病院で勤務しない時間帯

において地域移行支援型ホームの職員として従事することは可能か。また、地域移行支援型ホーム

の設備として、病院の台所や浴槽などを共用して利用することは可能か。 

（答） 

○ 地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で職員して雇用されている者については、病院で勤務し

ていない時間帯であっても地域移行支援型ホームの職員として従事することはできない（夜勤職員も

不可）。 

○ また、地域移行支援型ホームの設備として、病院の設備を共用することはできない。 

 

問１２ 「地域移行推進協議会」と「協議会等」との役割等の違いは何か。 

（答） 

○ 「地域移行推進協議会」は、地域移行支援型ホームごとに事業者が設置するものである。利用者、

家族、市町村職員、他の障害福祉サービス関係者等によって構成され、四半期に１回程度定期的に当

該ホームの活動状況や当該ホームの利用者の状況について報告をし、必要な要望や助言等を聴くもの

である。 

○ 一方、「協議会等」は都道府県、指定都市又は中核市が設置する「協議会」や、長期入院精神障害

者地域移行総合的推進体制検証事業における「地域移行推進連携会議」の場を活用して、当該自治体

の管内における地域移行支援型ホームの事業の実施状況等について報告や評価を受けるものである。 

 

問１３ 従前の地域移行型ホームは、これまでどおりに運営が可能なのか。 

（答） 

○ 基本的に平成２６年度以前と同様に運営することは可能だが、平成２７年４月以降新たに利用を開

始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき支給決定する

こと。ただし、既に指定特定相談支援事業者以外のものが作成したサービス等利用計画（セルフプラ

ン）を有する者については、当該計画の有効期間に限り、当該計画に基づき支給決定を行うことがで

きる。 
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【抜粋】高齢・長期入院の精神障害者などの地域移行・地域定着支援の推進 

 

27年度予算案の内容説明 
27年度 

予算案 

27年度 

概算要求 

26年度 

予算 

高齢・長期入院の精神障害者などの地域移行・地域定着支援の

推進 

１５億円 ２４億円 ２０億円 

１．高齢・長期入院精神障害者の地域移行・地域定着の推進 １．２億円 ５．３億円 ０．８億円 

（１）都道府県・市町村における地域移行支援に係る体制整備 

長期入院精神障害者の地域移行を確実に実施するため、

都道府県に地域定着推進協議会を設置し、精神障害者の地

域移行支援に係る体制整備のための調整業務を行う。 

（補助先）都道府県・市町村 （補助率） １／２ 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

（２）医療機関における高齢・長期入院精神障害者の地域移

行・地域定着の推進【一部新規】 

「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策

に係る検討会」取りまとめで提示された地域移行方策及び

病院の構造改革に係る取組を総合的に実施し、その効果に

ついて検証する。 

以下の①～④を例とする取組を実施。 

①地域移行推進連携会議（仮称）の開催 

行政が主体となって、精神科病院の地域移行に関わる

職員及び保健所、地域の事業者等で構成する地域移行推

進連携会議（仮称）を開催し、精神科病院からの退院に

向けた支援及び地域生活の支援について具体的方策等

の検討、実施状況の把握及び実施後の評価等を行う。 

②精神科病院の職員に対する研修を実施 

精神科病院の地域移行に関する理解の促進を図るた

め、精神科病院職員に対する研修を実施する。 

③退院支援プログラムの実施 

地域移行に向けた以下のプログラム等を実施する。 

・退院し地域生活を送る当事者の体験談を聞くプログ

ラム 

・地域の事業所を訪問し、活動を体験するプログラム 

・高齢入院患者に対する退院支援プログラム 

１．２億円 

※社会福

祉施設等

施設整備

費０．６

億円を含

む 

５．１億円 ０．８億円 
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④スーパーバイザーの派遣 

精神障害者の受け入れに関し支援の求めがあった事

業所等へ、精神障害者に対する地域生活支援を先駆的に

行っているスーパーバイザーを派遣する。 

（補助先）都道府県・指定都市 （補助率）定額 

ゼロ 精神障害者の意思決定や意思表明に関する支援の推進

【新規】 

精神保健福祉法の一部を改正する法律（平成 25 年法律

第 47 号）の見直し規定に基づき、退院等に関する精神障

害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方

について検討するためにモデル事業を行い、その手法等に

ついて検証する。 

（補助先）都道府県・指定都市 （補助率）定額（10／10） 

０ ５０百万

円 

― 

ゼロ 地域移行に係る地域資源の調査【新規】 

精神障害者が地域で生活するために必要な地域資源の

整備状況を調査する。 

（委託先）調査の企画：民間団体等 

調査の実施：都道府県 

（補助率）調査の実施：１／２ 

０ ７百万円 

及び一部

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

― 

２．精神科救急医療体制の整備 

地域で生活する精神障害者の病状の急変時に、早期に対応

が可能な医療体制を確保するため、地域の実情に応じた精神

科救急医療体制を整備する。 

（補助先）都道府県・指定都市 （補助率）１／２ 

１３億円 １８億円 １９億円 

３．難治性精神疾患患者に対する地域での支援体制の整備 

難治性患者に対して専門的な治療を行うことにより、地域

生活へ移行する例も少なくないとされているため、精神科病

院と他の診療科を有する医療機関とのネットワークにより

地域での支援体制を構築する。 

（補助先）都道府県・指定都市 （補助率）１／２ 

９百万円 ９百万円 １７百万円 

４．地域で生活する精神障害者へのアウトリーチ（多職種チー

ムによる訪問支援）体制の整備 

ひきこもり等の精神障害者を医療につなげるため、保健所

等によるアウトリーチ（多職種による訪問支援）を行う。 

（補助先）都道府県 （補助率）１／２ 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

地域生活

支援事業

のメニュ

ー 

ゼロ 退院後生活環境相談員指導者の養成【新規】 

精神保健福祉士等の資格がなく退院後生活環境相談員に

なろうとする者に対する研修の講義を行う者を養成するた

めの研修を実施する。 

（委託先）民間団体等 

０ ４百万円 ― 
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２．認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供         【抜粋】 

 

【基本的考え方】 

２０２５（平成３７）年を目指して、早期診断・早期対応を軸とする循環型の仕組みを構築すること

で、本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携し、発症予防⇒発症初期⇒急

性増悪時⇒中期⇒人生の最終段階という認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく、そのと

きの容態にもっともふさわしい場所で提供される仕組みを実現する。 

 

(1) 本人主体の医療・介護等の徹底 （略） 

 

(2) 発症予防の推進 （略） 

 

(3) 早期診断・早期対応のための体制整備 （略） 

 

(4) 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応 

（循環型の仕組みの構築） 

○ 認知症の人に行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護

施設等で適切な治療やリハビリテーションが実施されるとともに、当該医療機関・介護施設等での

対応が固定化されないように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切な

サービスが提供される循環型の仕組みを構築する。その際、入院・外来による認知症の専門医療も

循環型の仕組みの一環であるとの認識の下、その機能分化を図りながら、医療・介護の役割分担と

連携を進める。 

認知症を含む精神疾患は、医療計画に位置づけられていることを踏まえ、都道府県は地域におけ

る医療提供体制の整備を進めることとする。 

○ 介護現場の能力を高め、介護で対応できる範囲を拡げるためには、精神科や老年科等の専門科に

よる、医療の専門性を活かした介護サービス事業者等への後方支援と司令塔機能が重要であり、そ

の質の向上と効率化を図っていく。具体的には、精神科病院等が介護事業所等と連携する、あるい

は地域のネットワークに加わり、介護職員や家族、認知症の専門科ではない一般診療科の医師等か

らの相談に専門的な助言を行ったり、通院や往診（通院困難な場合）等により適切な診断・治療を

行ったりすることが必要である。 

（行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への適切な対応） 

○ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）は認知症の進行により必ず生じるものではなく、また、その発現に
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は身体的要因や環境要因が関与することもある。まずは早期診断とその後の本人主体の医療・介護

等を通じて行動・心理症状（ＢＰＳＤ）を予防するほか、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）が見られた

場合にも的確なアセスメントを行った上で非薬物的介入を対応の第一選択とするのが原則である。 

○ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）に投薬をもって対応するに当たっては、生活能力が低下しやすいこ

とや服薬による副作用が生じやすいことなど高齢者の特性等を考慮した対応がなされる必要があ

り、「かかりつけ医のためのＢＰＳＤに対応する向精神薬使用ガイドライン」等の普及を図ってい

く。また、複数の医療機関からの投薬による内服薬の重複や副作用等が頻回にみられるとの指摘も

あり、地域医療における投薬の調整に資する取組みを進める。 

○ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）に対応するに当たっては、病識を欠くことがあり、症状によっては

本人の意思に反したり行動を制限したりする必要がある。精神科病院については、精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）の体系の中で、行動の制限が個人の尊厳

を尊重し、人権に配慮して行われるよう、適正な手続き等が定められている。また、介護保険施設

や入居系のサービスについては、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の体系の中で、身体的拘

束等の原則禁止と緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の適正な手続き等が定められている。引

き続き、これらの仕組みに基づき、行動の制限が必要な場合にあってもそれが適切に行われるよう

にするとともに、これら以外の医療・介護等の現場においてもこのような趣旨が徹底されるように

するための方策について、検討を進める。 

○ 認知症の人の入院においては、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）が大きな要因を占め、その際、家族

は限界まで疲弊してから認知症の人を入院させることがあるため、入院し、行動・心理症状（ＢＰ

ＳＤ）が緩和されても在宅復帰を尻込みし、結果として入院が長期化するとの負の連鎖があること

がある。早期診断・早期対応を推進するとともに、認知症の人の介護者への支援を行うことが認知

症の人の生活の質の改善にも繋がるとの視点に立って、家族の精神的身体的負担を軽減する観点か

らの支援を推進する。 

○ 精神科病院における認知症の人の入院に関しては、標準化された高度な専門的医療サービスを必

要に応じて集中的に提供する場として、長期的・継続的な生活支援サービスを提供する介護サービ

ス事業所や施設と、適切に役割を分担し、連携を図ることが望まれる。なお、慢性の行動・心理症

状（ＢＰＳＤ）及び中等度から重度の身体合併症を伴う場合等においては、長期的に専門的な医療

サービスが必要となることもある。 

○ 認知症の人に精神科病院における医学的な治療が必要かどうかについては、介護力、サービス支

援、受け皿等の地域差異が大きく、入院が必要な状態を一律に明確化することは困難であるが、①

妄想（被害妄想など）や幻覚（幻視、幻聴など）が目立つ、②些細なことで怒りだし、暴力などの

興奮行動に繋がる、③落ち込みや不安・苛立ちが目立つこと等により、本人及び介護者等の生活が

阻害され、専門医による医療が必要とされる場合が考えられる。 

○ また、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所後もそのときの容態

にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築する観点からも、

早期退院・退所を阻害する要因を検討した上で、地域における退院支援・地域連携クリティカルパ

スの作成を進め、医療機関・介護施設等からの円滑な退院・退所や在宅復帰を支援する。 
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（身体合併症等への適切な対応） 

○ 認知症の人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等では、身体合併症への早期対応と認知症

への適切な対応のバランスのとれた対応が求められているが、現実には、認知症の人の個別性に合

わせたゆとりある対応が後回しにされ、身体合併症への対応は行われても、認知症の症状が急速に

悪化してしまうような事例も見られる。身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の

向上を図る観点から、関係団体による研修も積極的に活用しながら、一般病院勤務の医療従事者に

対する認知症対応力向上研修の受講を進める。 

【一般病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講者数（累計）】 

２０１３（平成２５）年度末実績 ３，８４３人 

⇒ ２０１７（平成２９）年度末 ８７，０００人 

 ＊ 病院（約８，７００）１か所当たり１０人（医師２人、看護師８人）の医療従事者が受講

という基本的考え方は変更せず。 

○ 身体合併症への適切な対応を行うためには、身体合併症等への対応を行う急性期病院等における

行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への対応力を高めること、及び精神科病院における身体合併症への対

応力を高めることがともに重要であり、身体合併症等に適切に対応できる医療の提供の場の在り方

について検討を進める。 

○ 急性期病院をはじめとして、入院、外来、訪問等を通じて認知症の人と関わる看護職員は、医療

における認知症への対応力を高める鍵となる。既存の関係団体の研修に加え、広く看護職員が認知

症への対応に必要な知識・技能を修得することができる研修の在り方について検討した上で、関係

団体の協力を得ながら研修を実施する。 

【看護職員の認知症対応力向上研修（仮称）】（新設） 

２０１５（平成２７）年度 研修の在り方について検討 

⇒ ２０１６（平成２８）年度～ 関係団体の協力を得て研修実施 

（適切な認知症リハビリテーションの推進） 

○ 認知症の人に対するリハビリテーションについては、実際に生活する場面を念頭に置きつつ、有

する認知機能等の能力をしっかりと見極め、これを最大限に活かしながら、ADL（食事、排泄等）

や IADL（掃除、趣味活動、社会参加等）の日常の生活を自立し継続できるよう推進する。このた

めには認知機能障害を基盤とした生活機能障害を改善するリハビリテーションモデルの開発が必

須であり、研究開発を推進する。また、介護老人保健施設等で行われている先進的な取組を収集し、

全国に紹介することで、認知症リハビリテーションの推進を図る。 

 

(5) 認知症の人の生活を支える介護の提供 （略） 

 

(6) 人生の最終段階を支える医療・介護等の連携 （略） 

 

(7) 医療・介護等の有機的な連携の推進 （略） 

 


