
 

 

精神保健福祉相談実施要領 

１ 目的 

在宅精神障害者及び家族並びに支援関係者等に対して，精神保健指導医による相談指導を行

い，在宅精神障害者の早期治療を促し，治療中断による病状悪化や再発防止等を図る。 

また，被災者の心のケアをはじめ精神保健福祉事業を実施する市町及び保健所に対して，精

神保健指導医による相談指導を行い，地域精神保健福祉対策の取り組みの充実を図る。 

 

２ 実施主体  宮城県気仙沼保健所 

 

３ 内容 

   （１）こころの相談 

１）在宅精神障害者や家族等に対する相談指導 

２）支援関係者に対するコンサルテーション（相談指導，事例検討等） 

   （２）スタッフ相談 

      １）市町及び保健所が実施する精神保健福祉事業全般（被災者の心のケアを含む）に関

する相談指導 

 

４ 精神保健指導医 

    連記成史 医師（三峰病院院長） ※（１）対応 

    新階敏恭 医師（光ヶ丘保養園園長） ※（１）対応 

    小原聡子 医師（宮城県精神保健福祉センター所長） ※（１）及び（２）対応 

 

５ 日時及び場所 

    別紙のとおり 

 

６ 利用方法 

  （１）こころの相談 

１）相談を希望する方は，相談日の１週間前までに各市町担当課または保健所に申し込む。 

２）申し込みを受け付けた各市町担当課は，相談票（新規:様式第１号，継続:様式第２号）

を作成し，相談日の５日前までに保健所に提出する。（添書は不要） 

３）相談日当日は，相談票をもとに，精神保健指導医による相談を行う。（１人あたり３

０分程度） 

 

   （２）スタッフ相談 

     １）相談を希望する市町は，相談日の１週間前までに保健所に申し込む。 

 

７ 申し込み・問い合わせ先 

宮城県気仙沼保健所 母子・障害班 

（住所）宮城県気仙沼市東新城３－３－３ 

（電話）０２２６－２１－１３５６  （F A X）０２２６－２４－４９０１ 

（E-Mail）kshwfz-bs@pref.miyagi.lg.jp 

 

 

 

資料５ 
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精神保健福祉相談日程 

相談

場所 
宮城県気仙沼保健所 

本吉保健福祉センター 

いこい 

総合ケアセンター 

南三陸 

申込先 

気仙沼市健康増進課 

℡:２１－１２１２ 

気仙沼市本吉総合支所 

℡:２５－７６４５ 

南三陸町保健福祉課 

℡:４６－５１１３ 

または 宮城県気仙沼保健所母子・障害班 ℡:２１－１３５６ 

４月    

５月    

６月 

１３日（木）１４:００～１７:００ 

小原聡子先生 

（宮城県精神保健福祉センター） 

 

６日（木）１４:００～１６:３０ 

新階敏恭先生 

（光ヶ丘保養園） 

７月  

４日（木）１４：００～１６：３０ 

新階敏恭先生 

（光ヶ丘保養園） 

 

８月 

８日（木）１４:００～１７:００ 

小原聡子先生 

（宮城県精神保健福祉センター） 

  

９月    

１０月 

１７日（木）１４:００～１６:３０ 

連記成史先生 

（三峰病院） 

  

１１月  

２１日（木）１４:００～１６:３０ 

連記成史先生 

（三峰病院） 

 

１２月 

１２日（木）１４:００～１７:００ 

小原聡子先生 

（宮城県精神保健福祉センター） 

 

１９日（木）１４:００～１６:３０ 

連記成史先生 

（三峰病院） 

１月    

２月 

６日（木）１４:００～１６:３０ 

新階敏恭先生 

（光ヶ丘保養園） 

  

３月    

 



平成３１年度アルコール関連家族教室のご案内 

  

アルコール，ギャンブル，薬物などの嗜癖（アディクション）問題のあるご家族のこと
で困っている，心配している方同士が，勉強会と，仲間との話し合いを通して，楽にな
る方法を考えていく教室です。 
 勉強会はCRAFT（クラフト）というプログラムに沿って行います。 
 CRAFTはアメリカで広く普及し効果が認められている手法です。ご家族など周囲にい
る人が「すでに持っているけれど効果的に使えていない力」を使えるようトレーニング
します。ご家族などが自らのコミュニケーションを変えることで，治療へつなげること
が可能となる，問題行動が減る，ご家族がもっと楽に暮らせるなどの効果があるといわ
れています。 
 
 お話ししたことは他には絶対に漏れませんので，安心してご参加ください。 

◎時     間    午後1時から午後2時10分まで（勉強会30分，グループミーティング40分） 

◎助  言  者    医療法人東北会 東北会病院   

          鈴木 俊博氏（精神保健福祉士） 

◎会    場   宮城県気仙沼保健所（気仙沼市東新城三丁目3-3）☎21-1356  

 総合ケアセンター南三陸（南三陸町志津川字沼田14-3）☎46-5113 

◎連絡・問合先   宮城県気仙沼保健所 母子・障害班 まで 

          ☎ ０２２６ － ２１ － １３５６（直通） 

 

  月 日 場所 勉強会 内容 

第１回 
平成３１年 
  4月1６日（火） 

総合ケアセンター南三陸 

状況をはっきりさせよう 
第２回 

令和元年     
 5月２１日（火） 

宮城県気仙沼保健所 

第３回     6月１８日（火） 総合ケアセンター南三陸 
安全第一 

（暴力等への対応） 
第４回    7月1６日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第５回   8月２０日（火） 総合ケアセンター南三陸 
コミュニケーションを 

変える 
第６回   9月１７日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第７回   10月1５日（火） 総合ケアセンター南三陸 
望ましい行動を増やす方法 
イネイブリングをやめること 

第８回   11月１９日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第９回    12月１７日（火） 総合ケアセンター南三陸 

あなた自身の生活を 
豊かにする 

第１０回 
令和２年  
      1月２１日（火） 

宮城県気仙沼保健所 

第１１回    2月１８日（火） 総合ケアセンター南三陸 

治療をすすめる 
第１２回    3月１７日（火） 宮城県気仙沼保健所 



平成３１年度 アルコール関連専門相談日程表 

 アルコール，ギャンブル，薬物などの問題を抱えている方や，心配しているご家族，

関係者を対象として，専門職による相談を行います。 

 相談は予約制です。事前に気仙沼保健所までご連絡ください。 

 なお，お話ししたことは他には絶対に漏れませんので，安心してご相談ください。 

   月 日 場所 

第１回 平成３１年   4月1６日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第２回 令和元年   5月２１日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第３回      6月１８日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第４回      7月1６日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第５回       8月２０日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第６回       9月１７日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第７回      10月1５日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第８回      11月１９日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第９回      12月１７日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第１０回 令和２年   1月２１日（火） 宮城県気仙沼保健所 

第１１回      2月１８日（火） 総合ケアセンター南三陸 

第１２回      3月１７日（火） 宮城県気仙沼保健所 

○時   間   午後２時３０分から午後４時15分まで 
（相談は一回につき45分です） 

○相 談 員   医療法人東北会 東北会病院  
         鈴木 俊博氏（精神保健福祉士） 
○申込み方法         予約制 （下記 問合先へ事前に連絡☎ください） 
○会   場   宮城県気仙沼保健所（気仙沼市東新城三丁目3-3）☎21-1356 

                              総合ケアセンター南三陸（南三陸町志津川字沼田14-3）☎46-5113 

○問 合 先   宮城県気仙沼保健所 母子・障害班 

         ☎ ０２２６ － ２１ － １３５６（直通） 
 



平成 31年度 思春期ひきこもり専門相談 

 

思春期のこころの悩みやひきこもりの問題を抱えている方や，心配している家族，関係者に対し

て，精神科医による専門相談を行います。 

 

✿日時、場所 

 日時 場所 

第１回 令和元年 ５月 ９日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

第２回  ７月１１日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

第３回      ９月１２日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

第４回      １１月１４日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

第５回 令和２年 １月 ９日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

第６回       ３月１２日（木） 午前 11時～午後 4時 30分 宮城県気仙沼保健所 

 

相談は予約制です。 

相談を希望する方は相談日の 1週間前までに気仙沼保健所までご連絡ください。 

相談時間は 1人あたり 45分です。 

 

✿内容 

（１）本人や家族等に対する相談指導 

（２）支援関係者に対するコンサルテーション（相談指導，事例検討等） 

 

✿専門相談員 

 宮城県精神保健福祉センター 小原 聡子 医師 

 

✿申し込み、問い合わせ先 

 宮城県気仙沼保健福祉事務所（気仙沼保健所）母子・障害班 

 住所：宮城県気仙沼市東新城 3-3-3 

 ☎：０２２６－２１－１３５６（直通） 

 
話したことは他には絶対に漏

れませんので安心して 

ご相談ください 


