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全国における精神疾患の患者数は、厚生労働省の患者調査によると、平成 17 年には

300 万人を超え、平成 26 年には 392 万人と、年々増加している。近年では、気分障害や

認知症の患者数が増加しており、精神疾患は国民に広く関わる疾患として医療計画に盛

り込まれ、重点的な対策を行うことが必要であると国が定めた「５大疾病」に位置づけられ

ている。さらに、精神障害者を取りまく課題は、統合失調症だけでなく、発達障害、依存

症、ひきこもりなど多様化・複雑化しており、多様な精神疾患に対応できる医療体制や相

談体制が求められている。 

  国においては、精神障害の有無や程度にかかわらず、だれもが安心して自分らしく暮

らすことができるような地域づくりを進めるため、「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築」を目指している。各自治体においても、地域包括ケアシステムの実現に向

け取り組みを進めている。 

精神疾患は、症状が変動するため、一律的な対応は難しい。しかし、適切な治療を継

続し、福祉サービス等の支援を受けることにより、回復が十分可能である。「精神障害にも

対応した地域包括ケアシステムの構築」を実現していくためには、医療が中心となりリー

ダーシップが発揮された、緊密な医療と福祉の連携体制を構築していくことが求められ

る。 

本懇話会では、精神疾患の理解、医療と福祉の連携など、様々な角度から議論を行

い委員からの意見をとりまとめ提言を行うものである。この提言が神戸市の精神保健福祉

体制のさらなる充実に結びつき、精神障害者が地域の一員として、安心して自分らしく暮

らせる社会が実現することを願う。 

平成 30 年 11 月   

神戸市精神保健福祉施策懇話会 

座長  曽良 一郎 
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１． 神戸市における精神保健福祉の現状 

（１）精神疾患患者数 

①精神障害者保健福祉手帳の交付者数 

  精神障害者の自立と社会復帰及び社会参加の促進を図るために交付している。 

H29 年度の手帳所持者の等級別内訳は、１級 1,241 人（7.7％） 2 級 10,156 人（62.9％） 

3 級 4,749 人（29.4％）、 計 16,146 人となっており、平成 25 年度からの５年間で約 1.4

倍に増加している。【図１】 【図２】 

手帳申請時の疾病は、気分障害が４割（40.2％）を占め、次いで統合失調症（29.2％）、

器質性精神障害（8.4％）の順になっている。【図３】 

 

【図１】精神障害者保健福祉手帳 等級別内訳（％） 

  

【図２】精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（人）              

 

【図３】精神障害者保健福祉手帳の疾病別内訳（％）（H30 年 3 月末 ） 

※29 年度中に、手帳用診断書で申請した 11,297 人の内訳 
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 ②医療給付 

    医療費の自己負担の一部を助成する制度として、精神科の通院医療費を対象とする

自立支援医療（精神通院医療）と、重度障害者の一般医療費を対象とする重度障害者医

療費助成がある。 

 

  ア 自立支援医療（精神通院医療）  

通院による精神医療が継続的に必要な人を対象に、医療費の自己負担額の一部を

助成している。（平成 18 年度制度創設。所得制限あり） 

平成 29 年度の受給者数は、29,329 人で平成 25 年度と比べると５年間で約 1.2 倍に

増加している。【図４】 

疾病別内訳を見ると、うつ病等の気分障害の割合が 43.4％と最も多く、次いで統合

失調症が 21.8％となっている。【図５】 

＜外来＞ 

１医療機関あたり 1 日上限 600 円（低所得者 400 円）を月 2 回までが自己負担の月

額上限（３回目以降は負担なし） 

 

 【図４】自立支援医療（精神通院）受給者数の推移（人） 

 
 

【図５】 精神通院の疾病別内訳（％）（H30 年 3 月末  精神通院受給者データより） 

 
 

 イ 重度障害者医療費助成 

精神障害者保健福祉手帳 1 級の所持者を対象に、一般医療の自己負担額の一部を 

助成している。※助成対象は一般医療（所得制限あり）、精神医療は対象外 
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    平成 29 年度の受給者数は、633 人で身体障害や知的障害を合わせた全体 28,902 人

の 2.2%を占めている。 

＜外来＞ 

１医療機関あたり、1 日上限 600 円（低所得者 400 円）を月 2 回までが、自己負担の月

額上限（３回目以降は負担なし） 

  ＜入院＞ 

１医療機関あたり、1 日上限 2,400 円（低所得者 1,600 円）を月 2 回までが、自己負担

の月額上限（３回目以降は負担なし） 

 

〔参考１〕 

 「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障

害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう（精神保健福祉法第５条） 

 

〔参考２〕疾病名解説 

○統合失調症 

思春期から青年期に発症することが多い疾患。症状は、幻覚・妄想を中心とする陽性症

状と、無為・自閉や感情の平板化などの陰性症状の二つに大きく分けられる。 

○気分障害 

うつ病や躁うつ病などが含まれ、気分の異常が主症状。躁うつ病もうつ病と同じく意欲の

低下など抑うつ状態を呈するがことが多いが、躁状態の時期があるかどうかで分けられる。 

○器質性精神障害 

精神症状の原因として、脳自体の直接的・間接的な障害が関わっている場合の疾患名。

精神症状は特に限定されたものではなく、気分や思考、認知も含めさまざまな場合がある。 

○神経症性障害 

一般的には環境、状況因子と本人の素因が影響しあって発症するものと捉えられている。

過度に不安を抱きやすい不安神経症や、清潔などひとつの観念がなかなか切り替えられ

ない強迫神経症などがある。 

○認知症 

アルツハイマー型認知症などがここに含まれる。 

 

③精神疾患患者の状況（新精神保健福祉資料） 

新精神保健福祉資料とは、厚生労働省が、精神保健医療福祉の実態を把握し、精神保

健医療福祉施策推進のための基礎資料を得ることを目的に実施している調査であり、平成

29 年度よりＮＤＢ（レセプト情報・特定健診等情報データベース）、630 調査（毎年 6 月 30 日

時点の入院形態別在院患者数や在院期間等の基礎資料を得るため厚生労働省が実施し

ている調査）、その他のデータから都道府県別の退院率や再入院などの集計票が作成され

ている。 

平成 29 年の、神戸市内の精神科病院における入院患者の疾病別内訳は、統合失調症

が 57％と最も多く、次いで気分障害が 9.6%、認知症が 7.9%となっている。【図６】 
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また、「神戸市障がい福祉計画」において、地域移行の目標値として、1 年以上の長期入

院患者の減少を掲げており、平成 29 年は 1,628 人で、平成 25 年に比べ 12％減となり、ゆる

やかに減少している。このうち、65 歳以上の占める割合は、増加傾向となっており、平成 29

年度では、全体の 58.8％を占めている。【表１】 

退院後12ケ月時点での再入院率は、37％となっており、１年以上の長期入院患者の場合

には 47％となっている。1 年以上の長期入院患者の、再入院までの日数については、退院

後 30 日で再入院が急増し、100 日までに４割以上が再入院している【図７】 

 

【図６】精神入院の疾病別内訳（％）（H29 年 6 月末  新精神保健福祉資料より） 

 

 

【表１】市内精神科病院における長期入院者（１年以上）数                                                                        

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29  

入院者数 2,023 1,947 1,870 1,851 1,769 1,692 1,641 1,628 

 （うち 65 歳以上） ― ― ― 874 

(47.2%) 

889 

(50.2%) 

892 

(52.7%) 

909 

(55.4%) 

957 

(58.8%) 

※１ 障害福祉計画に係る国の基本指針 

・第 4 期障害福祉計画（期間：H27～29）の指針では、平成 29 年 6 月末時点の長期在院者

数を平成 24 年６月末時点から 18％以上減少することとしている。 

・第５期障害福祉計画（期間：H30～32）の指針では、3 ヵ年で、全国で 2.8 万人～3.9 万人減

少することとしているが、削減率については定めていない。 

※２ 「神戸市障がい福祉計画」 

 ・第５期計画（期間：H30～32）では、国が示している入院需要の推計式を用いて、平成 32 年

６月末の長期在院患者数目標値を 1,570 人としている。 

 

【図７】長期入院者（１年以上）の再入院率 
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出典:新精神保健福祉資料 
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（２）相談窓口 

①保健センター、精神保健福祉センター 

各区保健センターに、精神保健福祉相談員（平成 30 年度から、各区２名）を配置し、精

神障害者についての精神保健福祉相談を実施している。また、精神科嘱託医による、精

神保健相談を行なっている。 

 精神保健福祉センターは、専用電話による「自殺予防とこころの健康相談」を含めた電

話相談を行うとともに、思春期、アルコール・薬物の問題について、家族等を対象に専門

相談を行なっている。 

 〔精神保健福祉相談実績〕 

 

 

②障害者地域生活支援センター 

   障害者等の相談に応じるとともに、必要な情報提供や障害福祉サービス利用支援、関係

機関との連絡調整を行っている。（H18 年より設置。市内 14 か所） 【資料４参照】 

   〔相談実績〕 

年度 精神 相談件数（全体に対する割合） 全体（件数） 

Ｈ24 19,924（33.4％） 59,723 

Ｈ25 22,790（32.1％） 70,886 

Ｈ26 21,740（30.2％） 71,939 

Ｈ27 26,085（32.2％） 80,938 

Ｈ28 31,824（35.8％） 88,804 

Ｈ29 28,962（33.3％） 87,962 

 

 

Ｈ27 16,746 14,274 439 226 100 61 456 1,190 284 ― ―

Ｈ28 18,434 14,948 430 199 39 46 635 2,137 285 ― ―

Ｈ29 18,204 13,022 441 185 44 37 1,092 3,383 293 ― ―

Ｈ27 2,724 348 91 76 25 74 896 1,214 ― 14 18

Ｈ28 3,008 90 272 97 37 76 1,270 1,166 ― 14 8

Ｈ29 3,259 214 95 89 12 58 1,623 1,168 ― 16 4
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- 7 - 
 

③ひきこもり地域支援センター「ラポール」 

本人や家族からの相談業務、ひきこもり経験者を含む「ひきこもりサポーター」の養成・派

遣事業を行なっている。また、居場所の運営も行なっている。 

・電話番号 078-945-8079 

・受付曜日 火曜日～土曜日（祝日、年末年始を除く）  

・受付時間 10 時～18 時  

・場所 兵庫区羽坂通４丁目 2－22 

〔相談実績〕                                    〔ひきこもりサポーター派遣実績〕 

 

 

④ひょうご・こうべ依存症対策センター 

依存症患者及びその家族等に対する包括的な支援を行うため、兵庫県精神保健福祉セ

ンター内に、兵庫県と神戸市が共同で、「ひょうご・こうべ依存症対策センター」を平成 30 年

１月に開設し、依存症に関する電話相談に対応している。 

・電話番号 ＃7330 または 078-251-5515 

・受付曜日 火曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）  

・受付時間 ９:30～11:30  13:00～15:30  

〔相談実績〕 平成 30 年１月から８月  

 

 

（３）精神医療にかかる緊急的な対応 

①精神科救急医療体制の整備 

休日や夜間に、緊急の精神科治療が必要な場合に、迅速・適切な医療につなげるため、

県市協調事業として、精神科救急情報センターを運営している。平成 29 年度に、身体合併

症対応施設として、神戸市立医療センター中央市民病院が MPU 病棟（精神科身体合併症

病棟）を整備し、受け入れを開始したほか、平成 30 年度からは、精神科初期救急の体制を

拡大して、休日や夜間についても市内で外来受診ができる体制を整えている。  

 

 

 

 

 

電話 来所 訪問 メール
Ｈ27 733 206 504 22 1 H27 13
Ｈ28 630 222 367 23 18 H28 56
Ｈ29 659 232 392 22 13 H29 78

年度
           延べ相談人数

年度 派遣回数

アルコール 薬物 ギャンブル ネット その他

74（39.6%） 13 8 27 5 21 187

神戸市民の相談件数（全体に対する神戸市民の割合） 全体
（件数）
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〔精神科救急情報センターへの相談件数〕 

年度 

神戸市民の相談件数 

 

（全体に対する割合） 
全体 

（件数） 

身体合併

症患者の

受診件数 警察 本人・家族 その他 

Ｈ27 790（26.2％） 316 376 98 3,010 ― 

Ｈ28 809（27.8％） 341 381 87 2,905 ― 

Ｈ29 761（25.7％） 302 377 82 2,956 555 

 

②措置入院に関する事務 

   警察官等は、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると

認める者を発見したときは、精神保健福祉法に基づき、市長に通報することとされている。 

市長は通報等に基づき、必要があると認める者について、2 名以上の精神保健指定医

に診察をさせ、その結果、「精神障害者であり、かつ医療及び保護のために入院させなけ

れば、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」と認められたときは、措置によ

り精神科病院に入院させることができる。 

措置入院は、対象者の人権にかかわる行政処分であるため、事前調査や告知など、法

に基づいた適正な運用に努めている。 

 

〔通報及び措置入院の状況〕    

 

 

（４）障害福祉サービス 

    障害者総合支援法（平成 25 年４月施行）に基づき、日常生活の介護支援を行う「介護給

付」や自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」、ガイドヘルパーによる「移動

支援」などを行なっている。 

 

① 対象者：障害支援区分の認定（就労継続支援等の場合は認定不要）者が、サービス等 

   利用計画案（またはセルフプラン）を作成し、事業所と契約してサービスを利用 

する。 

② 自立支援給付（精神障害者） ※精神 支給決定者数（全体に対する割合）／全体（件数） 

・介護給付（居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援等）    

      H24 年度 1,006 件（8.5%）／ 11,769 件 ⇒ H29 年度 1,418 件(17.3%) ／12,991 件 

    ・訓練等給付（就労移行支援、就労支援Ａ、就労支援Ｂ、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）      

     H24 年度 1,160 件(32.9%)／ 3,526 件 ⇒ H29 年度 2,352 件(45.0%) ／ 5.232 件 

　

うち23条通報件数
H27 360 280 21
H28 451 341 26
H29 358 258 15

年度 通報件数 措置入院件数
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    ・計画相談支援（相談支援事業者がサービス利用計画作成を支援）  

      H24 年度  12 件(17.6%)／ 68 件 ⇒ H29 年度 3,257 件(27.4%) ／ 11,870 件 

    ・地域移行、地域定着支援 

     H24 年度  7 件(25.0%)／ 28 件 ⇒ H29 年度 13 件(48.1%) ／ 27 件 

 

③ 地域生活支援事業 

自立支援給付以外に、地域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支援する

サービスを実施している。地域活動支援センター、移動支援（外出時に必要な移動の介

助を行なうガイドヘルプサービス）等の事業がある。 

○移動支援（精神障害）  平成 29 年度：569 件（全体の 11.3%） 

○地域活動支援センター 

 障害者が日中活動を行なうために通う場であり、創作的活動、生産活動の機会提供、

社会参加を支援するための地域生活支援事業を行なっている。（市内１８か所設置。セン

ター型、多機能型、発達型がある。） 

   ・センター型：9 か所 【資料４参照】 

創作的活動又は生産活動の機会提供、社会との交流促進及び家族支援等を含め

た相談支援等を行い自立した日常生活又は社会生活を営むことができように支援して

いる。 

   （来所延べ件数）  H24 年度    35,032 件  ⇒ H29 年度  23,219 件 

・多機能型：８か所 

自立支援給付を補完する、障害者の地域移行又は就労支援の推進に寄与すると認

められる特色ある事業を行い、自立した日常生活又は社会生活を営むことができように

支援している。 

・発達型：1 か所  

        18 歳以上の発達障害者を対象に、発達障害者支援センター等の関係機関と連携

を取りつつ、下記の基本的事業を行なっている。 

・ほっとできて、話をゆっくり聞いてもらえる場の提供（居場所の提供） 

・就労や生活のスキルアップのため、訓練プログラムを提供（社会適応等訓練） 

・日常生活に関する相談、対人関係に関する相談、就労に関する相談等に応じ必要

な指導、助言、情報提供等を実施（相談支援） 

・発達障害者の家族を対象に、悩みを共有し仲間づくりを行うため、グループワークなど

の場を提供（家族支援） 
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（５）地域移行の促進 

① 精神障害者地域移行推進事業 

平成１６年９月公表の「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、「入院医療から地

域生活中心へ」という、精神保健医療福祉施策の基本的な政策理念が示された。 

退院可能な精神障害者が、地域での生活に円滑に移行するために、退院後の生活の

イメージが持てるよう、具体的な生活のアドバイスができる同じ経験をした当事者であるピ

アサポーターを養成し、精神科病院などでの体験発表や個別支援活動を行なっている。 

また、事業所へ指導・助言を行なう地域支援コーディネーターを配置し、病院、事業者

と連携し、地域移行に向けた体制の充実を図っている。 

 

②  精神障害者の退院後継続支援 

精神障害者が、精神科病院を退院後に、地域で生活することになっても、医療・福祉・

介護・就労支援などの包括的な支援を、継続的かつ確実に受けられるよう、措置入院者

等に対する退院後の地域生活に向けた支援を行っている。      

○支援対象：措置入院及びその他の入院形態において継続支援が必要な方 

○支援体制：平成 29 年６月から各区保健センターに「継続支援チーム」を設置 

○同意のある人に対する支援チーム活動 

入院中から病院及び関係機関と連携し、退院後の支援計画を作成して、対象者が

地域で安定して生活できるまでの期間（退院後 1 年以内を目処）、支援を行う。 
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③ 生活保護世帯 被保護者の精神障害者等退院促進事業 

精神科病院に 1 年以上入院している長期入院患者（被保護者）に対して、その人らしい

自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、退院支援員（７区）を配置し、病状聴

取及び退院阻害要因の把握、対象者への助言・指導、退院後の生活継続のための支援

を含む積極的な退院支援を行なっている。 

また本庁保護課の精神科嘱託医、本庁保護課職員が精神科病院を巡回し、生活保護

受給中の長期入院患者と個別に面談することを通して、退院の可能性の検討や課題把握

を行っている。 

・平成 29 年度 退院者数 42 名（退院支援対象ケース数 354 件） 

 

（６）就労支援 

平成 30 年４月から、精神障害者が法定雇用率の算定基礎（従業員数 45.5 人以上の民

間企業に対し、2.2％以上の障害者雇用義務）に加えられることとなり、障害者就労推進セ

ンター・しごとサポートに、障害特性に応じた相談支援、職場定着支援を行う精神・発達障

害者就労支援員を拡充配置するととともに、ハローワークでは精神障害の専門的知識を

有する精神障害者雇用トータルサポーターが配置されるなど、精神障害者への就労支援

を推進している。 
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〔障害者の就職状況（兵庫県内）〕          （出典：兵庫労働局） 

年度 精神障害者の就職件数（全体に対する割合） 全体（件数） 

Ｈ25 887（31.3％）  2,827 

Ｈ26 1,092（34.6％）  3,158 

Ｈ27 1,231（36.2％）  3,405 

Ｈ28 1,340（37.5％）  3,577 

Ｈ29 1,528（40.3％）  3,796 

 

① 障害者就労推進センター・しごとサポート（地域障害者就労推進センター) 

    就職を希望する障害者や在職中の障害者に対して、労働・福祉・保健・教育・医療など

の関係機関や企業と連携し就労に関するさまざまな支援を行っている。（市内５センター

設置）【資料４-３参照】 

      〔障害者就労推進センター・しごとサポートにおける相談件数〕 

年度 精神障害者の延べ相談件数（全体に対する割合） 全体（件数） 

Ｈ27 2,820（23.5％） 12,023 

Ｈ28 3,420（23.0％） 14,877 

Ｈ29 4,206（27.8％） 15,144 

    

    〔障害者就労推進センター・しごとサポートにおける就職件数〕 

年度 精神障害者の延べ相談件数（全体に対する割合） 全体（件数） 

Ｈ27 63（36.3％） 172 

Ｈ28 87（40.5％） 215 

Ｈ29 113（45.7％） 247 

  

②  短時間雇用創出に向けた取り組み 

     個々の障害特性から、長時間の就労が困難な方の社会参加を促進するため、就労機

会の拡大をもたらす就労形態である、短時間雇用（週 20 時間未満）を推進している。 

平成30年度は、障害特性に応じた効果的な支援で、より多くの障害者がしごとに就ける

よう、東京大学先端科学技術研究センターに、就労事例のデータベース化や支援プログ

ラムの開発等を委託し、就労支援や職業訓練等のシステム化を進めている。  

 

（７）啓発 

  障害や障害者に関する市民の関心と理解を深めるため、「障害者週間」を中心に啓発活動

を行なっており、「ふれあいのまちＫＯＢＥ・愛の輪運動」の中で、障害に関する正しい知識の

普及と理解のための啓発事業を行なっている。（P14 参照） 

また、精神疾患に関する知識の普及啓発については、早期治療や地域生活への円滑な

移行につながることから、精神保健福祉センターにおいて、市民向け講演会や家族セミナー

などを実施している。 
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   【平成 29 年度 業務実績】 

    ・市民向け講演会、家族セミナーなどの普及啓発      40 回 

    ・精神保健従事者研修、支援者基礎研修などの人材育成 26 回 

・精神保健福祉相談の実施（再掲） 延べ相談件数    3,259 件 

 

(８)その他 

①福祉乗車証の交付 

精神障害者保健福祉手帳所持者に対して、市バス、市営地下鉄、神戸新交通等を、無

料で利用できる福祉乗車証を交付している。 

・平成 30 年 3 月末 精神 13,127 人（21.7%）〔全体 60，537 人〕 

 

②重度心身障害者タクシー利用助成、自動車燃料費助成 

精神障害者保健福祉手帳１級の所持者に対して、タクシー乗車料金の一部、または自動

車燃料費の一部助成を行なっている。 

・重度心身障害者タクシー利用 平成 30 年 3 月末 精神 96 人（0.8%）〔全体 11，329 人〕 

・自動車燃料費           平成 30 年 3 月末 精神 29 人（1.7%）〔全体 1，684 人〕 
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２．主な意見（課題） 
精神疾患を有する患者は年々増加しており、退院後も医療中断などが原因で再入院

する患者が多い。また、これまで、国が策定した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」（平

成 16 年 9 月）における「入院治療中心から地域生活中心へ」という政策理念に基づき、病

院から地域生活への移行・定着を推進していること等の現状を踏まえ、普及啓発、早期発

見・早期治療、退院後の地域生活への移行支援等について意見交換を行い、課題を抽

出した。 

 

（１） 第 1 回懇話会 主な意見 

・退院後の服薬管理支援は、訪問看護ステーションを利用している患者が多いが、障害

福祉サービス事業者との連携がすすんでいない。 

・本人の支援だけでなく、家族支援の視点が重要である。 

・精神障害者のサービスの利用件数は増加しているものの、制度を知らないことから必

要なサービスにつながっていない人も多い。 

・事業所の体制が十分とは言えない。必要なサービスが行き届くよう体制の充実を図る

必要がある。 

 

（２）第２回懇話会 主な意見 

○精神保健福祉にかかる課題と方向性について 

・精神疾患に関する知識が不足していることで、学生の年代で発症する人もいるが受診

が遅れそのまま症状が進んでしまう人もいる。 

 

○医療費助成について（適切な医療の提供） 

  ・精神疾患が疑われる人を、適切な治療につなぐためには、患者や家族に治療の必要

性について理解し同意してもらうとともに、一般（身体）診療科と精神科が連携した、医

療提供体制を整えておく必要がある。 

  ・精神医療において、通院医療費の助成制度は利用者が年々増加してきているが、入

院医療費は措置入院（本人や家族の同意はなく、市長による入院措置）の場合を除き、

助成制度はない。 

・精神疾患を発症した場合に、早期に適切な医療を受け地域での生活に復帰できるよう、

入院医療費の自己負担分を軽減する制度の必要性について検討してはどうか。ただし、

入院が長期化することのないよう、慎重に検討する必要がある。 

・精神疾患の患者は、治療薬の副作用により他科診療が多い。 
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○就労支援について 

・精神障害者は、症状が変動し、本人もその症状をうまく伝えられない場合もあることから、

雇用者が早めに本人の状態を把握して、就労形態を変更する等、離職を防ぐ対応が必

要である。また、医療機関と就労支援機関等が連携した、就労支援を推進する必要が

ある。 

 

（３）第３回懇話会 主な意見 

○精神保健福祉にかかる課題と方向性について 

・統合失調症は若い頃から発症しやすく、大学や職場との連携が大事である。 

・10～14 歳の死因の 2 位は自殺である。自殺予防に関するスクールカウンセラー等への

研修や学生への教育が必要である。 

・企業ではメンタルヘルスへの関心が高くなっている一方で、精神疾患で休職している従

業員に対して、具体的にどのように対応したらいいか分からずに困っているケースもあり、

連携啓発が必要である。 

・ピアサポーターが関わることが、本人の回復に有効である。 

・地域において、ひきこもりで医療につながっていない、精神障害の疑いがある方を病院

につなぐ流れも考えていく必要がある。 

・入院中に多職種による治療プログラムを実施し、本人が自主的に治療に取り組めるよう

にすることが重要である。 

・精神障害の場合は、外に出られなくなるとそのまま服薬中断になる人が多い。病状悪化

時の訪問診療の拡充など、服薬中断せず地域で暮らせる仕組みが必要である。 

・地域移行にあたっては、居宅介護の役割が大きい。精神障害の場合には、ホームヘル

パーが必要なのに本人に抵抗感があるため利用するのが難しい。 

・居場所のあり方について、公的に整備されても敷居が高く感じる。居場所づくりをどう手

伝っていくか、具体的に踏み込む必要がある。 

・精神障害に関しては、周囲に相談しづらく、家族が相談窓口等の情報を持っていない

ことからサービスにつながらず孤立し、精神的に疲弊している。 

・症状の悪化により家庭内での暴力があるなど、身近にいる家族の心身の負担が大き

い。 

・災害発生時の精神障害者とその家族のサポートも考えておく必要がある。 
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３．提言 
 

提言１ メンタルヘルスの推進及び予防啓発 

   こころの病気は、生涯を通じて 5 人に１人がかかるともいわれており、特別な人がかかるも

のではなく、誰でもかかる可能性のある病気である。ストレスとの上手なつきあい方を身に付

け、気持ちを整えることにより、心の健康を取り戻せる場合も多い。一方、こころの不調が長く

続き、こころの病気を発症すると、最悪の場合は心理的に追い込まれ「死ぬしかない」と考え

ることもあり、専門医療機関での早期受診・早期治療が必要である。学校、職場、地域でのメ

ンタルヘルスの推進が重要である。この際、ピアサポーター（同じ経験をした当時者）の協力

を求めることも有効である。 

＜施策の方向性＞ 

① こころの病気の理解を深めるための普及・啓発の推進 

② 地域における、本人や家族からのこころの健康相談の充実 

③ 学校（小・中・高等学校）と地域が連携した取り組み。特に大学等の若者に対するメンタル

ヘルスの推進 

④ 健康創造都市KOBEの取組みによる企業へのメンタルヘルスに関する情報提供や、産業

医と地域専門医の連携による、職場におけるメンタルヘルスの推進 

⑤ 若者や壮年者、高齢者など年代に応じたリスク要因等の啓発と、かかりつけ医・専門医の

連携による支援 

 

提言２ 適切な医療の提供   

 精神障害者とは、なんらかの精神疾患を有する者であり、精神疾患に対する医療的対応

が継続的に必須となる。医療機関の連携により、未治療者や急性期・寛解期にある人に、い

つもで必要な医療が提供できる体制を確保しておくべきである。 

特に、地域で精神疾患の疑いがある未治療者等（ひきこもりも含む）が、早期に相談や受

診につながるための訪問支援体制や、福祉サービス事業所への精神科（専門医）紹介の仕

組みも必要である。また、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を構築して

いくためにも、退院後は通院医療・デイケア・訪問看護によるサービスを基本パッケージとし

て支援を行うための、訪問診療やデイケアの拡充・精神障害者に対応する訪問看護ステー

ションの拡充等が必要である。さらなる、地域の医療と福祉が連携したサービス支援体制の

充実が重要である。 



- 18 - 
 

＜施策の方向性＞ 

① 神戸ＧＰネット（うつ病等に関する一般医と精神科医のネットワーク）の再編も含めた、一般

（身体）診療科と精神科（専門医）の診診連携が進む仕組みづくり 

② 未治療者への多職種による訪問支援と専門医紹介 

地域で、精神疾患の疑いがある未治療者や医療中断者が相談や受診につながるよう、 

本人の人権に配慮しながら、医師・精神保健福祉士や保健師等の多職種による、相談対

応・訪問による早期支援と、治療を行う専門医の紹介 

③ 症状の進行及び一時的急性憎悪時における、適切な入院加療の取り扱い（期間を限定

し、初発時や急性期等の自己負担軽減のしくみを検討） 

④ （精神科）専門医と精神科病院の病診連携推進による切れ目のない医療の提供 

⑤ 精神科病院や警察等との連携による措置入院の適切な運用 

⑥ 身近な地域での休日夜間の相談・受診体制づくり 

 

提言３ 地域での生活継続支援、家族への支援の充実 

精神障害者が、退院後地域での生活を継続していくためには、本人が主体的に治療を継

続することや、全ての支援者が医療中断による再入院の防止を目標とし、切れ目なく支援を

つないでいく必要がある。また、地域の医療と福祉が連携したサービス支援体制の充実によ

り、精神障害にも対応する地域包括ケアシステムを構築していかなければならない。 

精神障害者を身近で支える家族は、病気の理解が不足し障害の受け入れが進んでいな

いことから孤立し精神的に疲弊していることが多く、支援を早急に充実すべきである。 

 

① 病院を中心とした地域移行の取り組み 

・早期退院に向けた入院中の多職種による治療・リハビリテーションプログラムの実施検証 

      入院ケースの要因分析による適切な治療プログラムの実施等、精神科病院における

地域移行の取組みの検証を行い、より効果的な支援を充実。また、患者本人は、自主

的に、退院にむけたプログラムに参加し服薬習慣等を身につける。 

② 症状消退後、地域での生活を支援するための取り組み 

   ・専門医療機関における、福祉に関する相談や計画相談支援の実施 

・病院と地域の支援者が連携した措置入院者等を対象とする退院後継続支援の実施 

   ・サービス等利用計画の作成支援を行う相談支援専門員及び精神障害者に対応したサ

ービス事業所の充実 
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③ 家族支援の充実 

・家族が精神疾患を正しく理解し必要な情報を得られ、必要とする人が確実に家族会に 

つながるように全ての相談機関が対応する。 

・家族が悩みを分かちあいレスパイトできる居場所づくり 

・精神保健福祉センター内の診療所における専門医療家族相談の実施 

 

提言４ 生活の自立にむけた支援 

就労意欲のある人を適切に就労につなぐ必要がある。就労することにより、社会とのつな

がりをもつ機会が増え自立した生活の実現につながる。精神障害は障害が見えづらく、その

現れ方が一定ではないこと等について企業の理解を促進し、地域での就労先の確保と障害

特性に応じたしごととのマッチングを進めていく必要がある。また、就職後、職場の人間関係

づくりや病状に応じたしごと量等についての相談ができ、離職後に自宅にひきこもってしまう

ことなく当事者が安心して交流できる居場所が必要である。 

   

① 障害特性に応じた、短時間雇用も含む就労支援の充実。また、多様な就労機会を提供

することによる社会参加の促進（被保護者への就労支援も含む） 

② しごとに関する悩み等（離職後も含む）、安心して話し合える居場所づくり 

  ③ 本人の希望に応じた、生活の自立にむけた医療・福祉等のサービス利用が進むよう、病

院・地域生活支援センター・サービス事業者等による連携モデル事例の共有 

 

提言５ 医療従事者や相談支援者等の人材育成 

   地域において精神障害者に対応できる支援者は、現在のところ少ない。精神疾患は多様

であり、病気の過程や経過はさまざまである。支援者は、精神疾患について正しい理解に基

づいた質の高いサービスを提供することが求められている。 

  

① 内科医等のかかりつけ医や訪問看護ステーションの看護師、相談支援事業所の相談支

援員、障害福祉サービス事業の従事者への対応力の向上のための研修実施 

 ② 支援関係者によるワークショップの開催 



                                       資料１ 
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神戸市精神保健福祉施策懇話会委員名簿 

 

座  長  曽良 一郎 （神戸大学大学院精神医学分野教授） 

 

委  員  猪川 俊博 （神戸市精神障害者社会復帰施設連盟副理事長） 

 

植戸 貴子 （神戸女子大学社会福祉学科教授） 

 

北岡 祐子 （兵庫県精神保健福祉士協会会長） 

 

北村 登  （神戸市精神保健福祉センター所長） 

 

黒岩 ウノ  （神戸市精神障害者家族連合会副会長） 

 

上月 清司 （神戸市医師会理事、兵庫県精神神経科診療所協会理事） 

 

鈴木 純   （神戸大学大学院経済学研究科准教授） 

 

高田 哲   （神戸大学名誉教授） 

 

徳田 将之  （兵庫県看護協会、日本精神科看護協会兵庫支部） 

 

永井 俊広 （たるみみなみ障害者地域生活支援センター長） 

 

西垣 千春  （神戸学院大学社会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科教授） 

 

前田 潔   （神戸学院大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部特命教授） 

 

宮軒 將   （兵庫県精神科病院協会理事） 

 

横山 由紀子（兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会） 

 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 涌波 和信 （神戸市精神保健家族会協議会会長） 
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懇話会開催状況 

 

回数 日程 議題 

第１回 30年 7月 26日 

 

・精神障害にかかる統計 

・神戸市における地域移行の取り組み 

・精神保健福祉にかかる現状、課題、対応の方向性 

第２回 

 

30年 8月 9日 ・精神保健福祉にかかる課題と対応の方向性 

・医療費助成及び就労支援に関する現状 

第３回 30年 8月 29日 ・精神保健福祉にかかる課題と今後の取組みの方向性 
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神戸市精神保健福祉施策懇話会 開催要綱       資料３ 

（趣旨） 

第１条 精神保健福祉施策のあり方について，医療保健分野等の関係者が幅広い視野から検討を行い，

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資することを目的として，神戸市精神保健福

祉施策懇話会（以下「懇話会」という。）を開催する。 

 

（委員） 

第２条 懇話会に参加する委員は，次に掲げる者のうちから，保健福祉局が決定する。 

(1)  精神保健福祉に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者 

(2)  前号に掲げる者のほか，保健福祉局長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定により委嘱し，又は任命する委員の人数は，15名以内とする。 

３ その他，保健福祉局長は，特定の事項について専門的知識を有する者を臨時委員として出席させ

ることができる。 

 

(委員の代理出席) 

第３条 委員がやむを得ない事情により懇話会に出席できないときは，その委員が委任する代理者を

臨時委員として出席させることができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は，平成 31年 3月 31日までとする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

 

（座長の指名等） 

第５条 保健福祉局長は，委員の中から座長を指名する。 

２ 座長は，会の進行をつかさどる。 

３ 保健福祉局長は，座長に事故あるとき，又は座長が欠けたときは，前項の職務を代行する者を指

名する。 

 

(懇話会の公開) 

第６条 懇話会は,これを公開とする。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合で，保健福祉局

長が公開しないと決めたときは，この限りでない。 

(1)  神戸市情報公開条例（平成 13 年神戸市条例第 29 号）第 10 条各号に該当すると認められる情

報について意見交換を行なう場合 

(2)  公開することにより，公正かつ円滑な会議の進行が著しく損なわれると認められる場合 

２ 会議の傍聴については，神戸市有識者会議傍聴要綱（平成 25年 3月 27日市長決定）を適用する。 

 

(庶務) 

第７条 懇話会の庶務は，保健福祉局保健所調整課（精神保健福祉担当）において行う。 

 

(施行細目の委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか，懇話会の運営に関し必要な事項は保健福祉局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年 7月 1日から施行する。 
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資料４ 

関係施設一覧表  

１．障害者地域生活支援センター（14 か所） 

名称 所在地 電話番号 

ひがしなだ障害者地域生活支援センター 東灘区西岡本 2-25-1 

 

078-452-1510 

うおざき障害者地域生活支援センター 

（小規模センター） 

東灘区魚崎中町 4-10-32 

魚崎デイサービス内 

078-451-3760 

なだ障害者地域生活支援センター 灘区岩屋北町 6-1-4 東部在宅障

害者福祉センター内１階 

078-882-7013 

ちゅうおう障害者地域生活支援センター 中央区元町通 7-3-12 

 

078-367-6651 

ひょうご障害者地域生活支援センター 兵庫区駅南通 5-1-1中部在宅障害

者福祉センター内 2 階 

078-686-1731 

きた障害者地域生活支援センター 北区北五葉 1-13-1 

 

078-596-6336 

たにがみ障害者地域生活支援センター 

（小規模センター） 

北区谷上東町 8-21 シャトーノール

デュー2 

078-582-4431 

ながた障害者地域生活支援センター 長田区川西通 5-101-1 

 

078-643-3730 

すま障害者地域生活支援センター 須磨区中落合 2-2-8 ワコーレ須磨

名谷ステーションマークス 1 階 

078-795-1453 

いたやど障害者地域生活支援センター 

（小規模センター） 

須磨区戎町 3-5-1 078-731-5277 

たるみ障害者地域生活支援センター 垂水区本多聞 7-2-3 

西部在宅障害者福祉センター3 階 

078-782-6661 

たるみみなみ障害者地域生活支援センター 

（小規模センター） 

垂水区日向 2-2-4 

垂水日向ビル 3 階 

078-704-3340 

にし障害者地域生活支援センター 西区糀台 5-6-1 

西区民センタービル 5 階 

078-996-9820 

たまつあけぼの障害者地域生活支援センター 

（小規模センター） 

西区曙町 1070 

総合リハビリテーションセンター内 

078-927-4171 
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２．地域活動支援センター 

 （１）センター型 （９か所） 

名称 所在地 電話番号 

障害者地域活動支援センターわかば 東灘区御影本町 3-9-8 

 

078-822-9330 

障害者地域活動支援センターあんず 灘区備後町 2-1-24  

シャルマン六甲東 101 

078-841-7097 

中央地域活動支援センター 中央区吾妻通 4-1-6 神戸市生涯学習

支援センター北棟 2 階 

078-262-7511 

地域活動支援センターゆめの 兵庫区夢野町 4-3-13 

 

078-578-6090 

障害者地域活動支援センターひだまり 北区谷上東町 8-21 

シャトーノールデューⅡ１階 

078-907-6223 

地域活動支援センター長田 長田区戸崎通 2-8-3 

 

078-642-7191 

地域活動支援センターヨハネ 須磨区奥山畑町 2 番地 

 

078-737-6936 

ハーモニー垂水 垂水区陸ノ町 4-8 

 

078-709-8867 

地域活動支援センター虹の里 西区平野町福中字道バタ 22-1 

 

078-961-5174 

 

 （２）多機能型 （８か所） 

名称 所在地 電話番号 

北神障害者地域活動支援センターあさ

がお 

北区有野町有野 3419-1 078-981-5103 

障害者地域活動支援センターおばんざ

い菜  

北区北五葉 1-2-3 西鈴コーポラス 103 078-594-9023 

ジンジャークラブほっと 東灘区北青木 3-4-13 078-452-6678 

ぼちぼちはうす 須磨区飛松町 2-5-3 078-736-0662 

交流広場パッソ 兵庫区羽坂通 4-2-22 078-576-8540 

神戸アイライト協会視覚障害者活動セ

ンター 

中央区神若通 5-3-26 中山記念会館内 078-252-1912 

十歌 長田区北町 3-2 土井ハイツ 1 階 078-578-0317 

地域活動支援センター夢ふうせん 中央区橘通 4-2-10 加藤マンション神戸

102 

078-341-8824 
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  （3）発達型（１か所） 

名称 所在地 電話番号 

域活動支援センター(発達型)ゆめのの

つどい 

兵庫区夢野町 4-3-13 078-578-6090 

 

３．障害者就労推進センター・しごとサポート（地域障害者就労推進センター） （５か所） 

 名称 所在地 電話番号 

しごとサポート中部（神戸市障害者就労

推進センター） 

兵庫区駅南通 5 丁目 1-1 神戸市立中

部在宅障害者福祉センター2 階 

078-672-6480 

しごとサポート東部（東部地域障害者就

労推進センター） 

灘区泉通 5 丁目 5-13 078-891-3890 

しごとサポート北部（北部地域障害者就

労推進センター） 

北区有野中町 1 丁目 3-8 078-982-9598 

しごとサポート西部（西部地域障害者就

労推進センター） 

垂水区日向 2-2-4垂水日向ビル 302号 078-708-2861 

しごとサポート ICT（ICT 障害者就労推

進センター） 

東灘区向洋町中 6-9 6E-12 078-822-1073 

 

４．医療機関 

（１）精神科病床を有する病院（平成 30 年７月１日現在） 

 名称 所在地 電話番号 

有馬高原病院 北区長尾町上津 4663－3 078-986-1115 

大池病院 北区山田町上谷上字ウツギ原 25 078-581-2297 

雄岡病院 西区神出町小束野 48－58  078-965-0344 

関西青少年サナトリューム 西区岩岡町西脇 838 078-967-1202 

神出病院 西区神出町勝成 78－53 078-965-1151 

神戸白鷺病院 西区神出町小束野 9－94 078-965-1203 

向陽病院 北区有野町有野 1490 078-981-0151 

新生病院 西区伊川谷町潤和字横尾 238-475 078-919-1755 

垂水病院 西区押部谷町西盛 566 078-994-1151 

湊川病院 兵庫区湊川町 3－13－20 078-521-1367 

アネックス湊川ホスピタル 北区しあわせの村 1-8 078-743-0122 

兵庫県立ひょうごこころの医療センター 北区山田町上谷上字登り尾 3 078-581-1013 

神戸大学医学部附属病院  中央区楠町 7－5－2 078-382-5111 

神戸市立医療センター中央市民病院 中央区港島南町 2-1-1 078-302-4321 
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（２）精神神経科診療所（兵庫県精神神経科診療所協会会員）（平成 30 年５月 10 日現在） 

 名称 所在地 電話番号 

佐々木医院 東灘区本山北町3-3-14パティオ岡本2F 078-453-5700 

浅野神経内科クリニック 東灘区住吉宮町4-4-1-217 078-854-5550 

まつい心療クリニック 東灘区岡本2-4-15 078-451-5611 

おの心療クリニック 東灘区御影中町1-9-5藤和阪神御影ビル2F 078-811-8821 

いずみハートクリニック 東灘区岡本2-7-3ピークス岡本3F 078-453-8010 

くすのき診療所 東灘区森南町1-6-2-302甲南山手ビル3階 078-453-3022 

ひつじ診療所 東灘区岡本1-12-14岡本T+Tビル2F 078-411-8226 

大原こころのクリニック 東灘区田中町1-13-22 本山ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ115 078-862-1501 

うえさかメンタルクリニック 東灘区御影本町4-10-14-2 078-857-7085 

あつしクリニック 東灘区御影2-2-9 御影時枝ビル2F 078-854-7038 

ハートケアクリニック 灘区深田町4-1-1ウエルブ六甲道2番街302 078-841-0717 

阪本美佐子メンタルクリニック 灘区宮山町3-3-1六甲駅前ビル5Ｆ 078-801-3223 

谷本神経クリニック 灘区水道筋4-3-3メディア・ルナ2F 078-881-8729 

みわ心療クリ二ック 灘区岩屋北町5-1-11田甫ビル3F 078-802-3811 

おくだ心療クリニック 灘区永手町5-8-16古泉ビル202 078-856-0155 

村上医院 灘区深田町3-3-1ＥＲＣ六甲ビル3階 078-858-6000 

岩尾クリニック 灘区森後町2-3-2-204 078-822-6556 

松本善男クリニック  中央区熊内橋通7-1-13神戸芸術ｾﾝﾀｰ4F 078-221-7725 

河クリニック 中央区三宮町1-4-1京町WEST-Kビル4F 078-334-0882 

松川神経科診療所 中央区中山手通4-3-11 078-231-6018 

精療クリニック小林 中央区元町通2-8-14オルタンシアビル9F 078-333-9800 

井上心療クリニック 中央区元町通3-1-1 メディカルビル翔貴6F 078-333-0051 

宋神経科クリニック 中央区元町通3-3-4 078-333-9281 

島田クリニック 中央区琴ノ緒町5-3-5ｸﾞﾘｰﾝｼｬﾎﾟｰﾋﾞﾙ501 078-221-8805 

宇野心療内科クリニック 中央区三宮町1-10-1神戸交通ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6F 078-327-1811 

福島神経科クリニック 中央区布引町1-1-25 078-242-7226 

若栄クリニック 中央区花隈町3-3 ﾒﾄﾛﾊｲﾂ 花くまビル2F 078-360-1152 

しば心療内科クリニック 
中央区相生町3-1-2 JR神戸駅クリニックセンタ

ービエラ神戸内 
078-382-1441 

たつたクリニック 中央区布引町4-2-12 ﾈｵﾌｨｽ三宮703 078-261-2777 

波多腰心療クリニック  中央区加納町6-6-1 金沢三宮ビルB1 078-321-2887 

田中神経科クリニック 中央区磯上通8-1-12 大木ビル1F 078-261-2431 

まどのみきメンタルクリニック 
中央区脇浜海岸通2-2-3ｹｰｽﾞHAT神戸 

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ＜ｹｰｽﾞﾃﾞﾝｷ3階＞ 
078-252-2477 

神戸みなと診療所  中央区雲井通6-1-5コスモビル2F 078-231-3710 

幸地クリニック 中央区三宮町2-11-1センタープラザ西館7F 709号 078-599-7365 
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 名称 所在地 電話番号 

小林メンタルクリニック 中央区北長狭通2丁目5－9ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞﾄｰｱﾋﾞﾙ5階 078-321-5884 

ながまつこころのクリニック 中央区多聞通4-1-3 ﾅｶﾔﾏﾋﾞﾙ5階 078-335-8207 

兵庫県こころのケアセンター 

附属診療所 
中央区脇浜海岸通1丁目3-2 078-200-3010 

清風神経クリニック 兵庫区上沢通1-1-1信栄商事ビル3F  078-575-7035 

田淵神経内科診療所 兵庫区水木通1-4-29 078-575-2127 

ゆり神経クリニック 兵庫区菊水町6-1-20ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗｻﾞ菊水101 078-511-1313 

更井クリニック 兵庫区三川口町1-4-6 078-682-8186 

西松医院 兵庫区和田崎町3-4-15 078-671-3853 

大野こころのクリニック 兵庫区駅南通1-2-3 兵庫駅南ビル203 078-599-6633 

よしだ心療クリニック 北区北五葉1-5-1ハピネスプラザ2階 078-593-5671 

冨永神経科クリニック 北区藤原台中町1-2-1北神中央ビル3F 078-987-4977 

やまもと心療内科 北区甲栄台4-１-13北鈴神鉄駅ビル2F 078-592-7718 

東神経内科  長田区五番町3-10-32-3 078-576-8173 

宮﨑クリニック 長田区大橋町10-1-27-201 078-733-6776 

馬場神経内科 長田区北町2-64 078-577-8822 

三宅神経内科医院 長田区大橋町4-4-17新長田駅前ビル4F 078-631-7457 

山本医院 長田区大丸町3-12-25 078-621-3700 

ことしろクリニック 長田区五番町7-3-1-201 078-578-0671 

こうづきメンタルクリニック 長田区松野通2-2-34第1興陽ビル2F 078-612-4511 

コこころのクリニック 長田区御屋敷通3-2-8ｻﾝﾀｳﾝ･ｱｺﾙﾃﾞ2F 078-611-8030 

若松医院 須磨区飛松町3-1-2 078-732-1546 

土屋心療内科 須磨区横尾1-284-1横尾ビル4F 078-747-1414 

石川神経科診療所 須磨区大黒町2-1-11フェニックスビル5F 078-734-5916 

松岡神経内科 須磨区中落合2-2-5名谷センタービル3F 078-793-3711 

京谷心療医院 垂水区神田町2-9松林ビル2F 078-707-6880 

花田神経内科クリニック 垂水区東舞子町9-9マリタイム舞子201 078-785-8855 

永安心療クリニック 垂水区宮本町3-30 駅前ビル4F 078-708-7023 

まつお心療内科クリニック 垂水区日向2-1-4GOLDビル2F 078-704-6266 

あきメンタルクリニック 垂水区神田町4-13ミクニビル5F 078-708-2770 

心療クリニック中野 西区学園西町1-13学園都市駅3F 078-793-9080 

むらかみ心療クリニック 西区前開南町1-4-4伊川谷駅前ビル2F 078-974-8355 

小林こころのクリニック 西区糀台5-6-3 神戸西神オリエンタルホテル5F 078-995-9485 
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