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日本医療政策機構（HGPI）メンタルヘルス政策プロジェクト 

「災害メンタルヘルスを念頭においた地域づくりを考える」専門家会合 

開催趣旨 
 

日本医療政策機構（（HGPI）はこれまで（ 市民主体の医療政策の実現」を掲げ、市民や患者（ 

当事者の声を医療政策に反映すべく活動を進めてきた。2019 年度から始動したメンタルヘ

ルス政策プロジェクトにおいても、精神疾患を持つ本人や家族（ 支援者等の生活の質の向上

を目指している。精神疾患を持つ本人を含めたマルチステークホルダーによる議論により、

メンタルヘルス政策の包括的な課題を整理すべく、2019年 12月にはグローバル専門家会合

を開催した。そして専門家会合での議論や各ステークホルダーへのヒアリングを踏まえ、

2020年 7月には政策提言 メンタルヘルス 2020 明日への提言」を公表した。 

 

2020 年は新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、感染症そのものへの不安はもちろん、

雇用不安等の経済的な課題を含む社会不安および生活様式の変化に伴う精神的苦痛が急速

に広がり、メンタルヘルスが私たちにとって喫緊かつ身近な課題として顕在化した。メンタ

ルヘルスの不調（ 精神疾患の原因は多岐にわたり、これまでも注目されてきた自然災害に加

え、今回のような社会的に大きな影響を与えるパンデミック、凶悪犯罪、事件（ 事故等もそ

の原因となる。災害が引き金となるメンタルヘルス不調に関わる様々な課題については、

2011 年に起きた東日本大震災も一つの重要な契機となりその教訓が議論されてきた。例え

ば、メンタルヘルスを念頭に置いた地域づくり（（一般市民におけるメンタルヘルスリテラシ

ーの向上等）、支援者への支援、メンタルヘルスに変化が生じた方を専門家へつなぐ役割の

重要性等が指摘されている。 

 

以上の背景、2021年が東日本大震災から 10年となる節目の年でもあること等を踏まえ、日

本医療政策機構メンタルヘルス政策プロジェクトチームでは、今改めて災害大国日本におけ

る災害メンタルヘルス政策を様々な視点から見直すべきと考え、今後の活動のキックオフ企

画として本シンポジウムを開催する。災害と向き合う市民の視点はもちろんのこと、支援を

行う医療提供者、国や地方自治体などの行政、そして企業など、災害に関わる様々なステー

クホルダーの視点を踏まえ、長期に持続可能な体制（ 政策の在り方を議論し、政策提言を行

う。  
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日本医療政策機構（HGPI）メンタルヘルス政策プロジェクト 

「災害メンタルヘルスを念頭においた地域づくりを考える」専門家会合 

プログラム（案） 

 

 日時： 2021年 3月 26日（金）10:00-12:00 

 会場： オンライン形式（Zoomウェビナーを使用予定） 

 参加者： 当機構 webサイトより募集 

 

 プログラム：（順不同・敬称略） 

 

10:00-10:05 開会挨拶・趣旨説明 

  栗田 駿一郎（日本医療政策機構 マネージャー） 

10:05-10:25 基調講演 1 ICT を活用した遠隔被災地メンタルヘルス支援と支援団体間連携 

  鈴木 満（認定 NPO法人 心の架け橋いわて 理事長/ 

在タイ日本国大使館 参事官 広域メンタルヘルス担当医務官） 

10:25-10:45 基調講演 2 パンデミックも含めた大規模災害とジェンダー 

  萩原 なつ子（立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科 教授/ 

特定非営利活動法人 日本 NPOセンター 代表理事） 

10:45-11:05 基調講演 3 災害等緊急時における精神保健・心理社会的支援の現状と課題 

  原田 奈穂子（宮崎大学 医学部看護学科 精神看護学領域 教授） 

11:10-12:00 パネルディスカッション「災害メンタルヘルスを念頭においた地域づくり」 

  パネリスト： 

鈴木 満 

萩原 なつ子 

原田 奈穂子 

福地 成（公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会 

みやぎ心のケアセンター 副センタ―長） 

調整中（厚生労働省 社会 援護局 障害保健福祉部 精神 障害保健課） 

  モデレーター： 

  柴田 倫人（日本医療政策機構 シニアアソシエイト） 
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 登壇者略歴（敬称略、五十音順） 

 

久我 弘典（厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 課長補佐） 

精神科医師。医学博士（九州大学大学院医学研究院）、公衆衛生学修士（米国ジョンズホプ

キンス大学公衆衛生大学院）。2006年に大分大学医学部を卒業後、麻生飯塚病院での卒後

臨床研修、同院総合診療科にて内科認定医を取得。国立病院機構肥前精神医療センター精

神科、米国退役軍人健康省ウェストロサンゼルスメディカルセンターVisiting Clinical 

Fellow、2013年より国立病院機構肥前精神医療センターデイケアセンター室長を歴任。そ

の間、厚生労働省急性期精神科医療等専門家養成研修にて英国へ派遣。2016年よりロータ

リー財団国際奨学生として渡米。米国ジョンズホプキンス大学精神医学 行動科学部門博

士研究員として精神疾患の予防研究に従事しながら、2018年に同大学公衆衛生大学院にて

公衆衛生学修士号取得。その後、同大学公衆衛生大学院学術研究員、帰国後は、九州大学

病院特任講師を経て現職。また、京都大学大学院医学研究科非常勤講師。 

専門および研究テーマは、精神疾患の予防と早期介入、認知行動療法。世界精神医学会若

手医師部会北米地区代表、一般社団法人アジア精神医学会監事、日本精神神経学会委員

（国際委員会、災害支援委員会、ICD-11委員会）、日本認知療法 認知行動療法学会幹事及

び委員（認知行動療法専門医委員会委員長、倫理と質の管理委員会）、厚生労働省認知行動

療法研修事業スーパーバイザー、厚生労働省 DPAT事務局アドバイザー、佐賀県 DPAT統括

などを歴任。2011年の東日本大震災の際には、佐賀県こころのケアチーム先遣隊リーダー

として被災地にて活動。また、2016年の熊本地震の時には、熊本県災害対策本部災害派遣

精神医療チーム本部長として災害直後からメンタルヘルス対応の指揮を執るなど、災害精

神医療へ貢献。平成 26年度日本精神神経学会精神医療奨励賞、第 5回アジア精神医学世界

大会 Award from Congressなど、受賞歴多数あり。 

 
 

栗田 駿一郎（日本医療政策機構 マネージャー） 

横浜市生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後、東京海

上日動火災保険株式会社に入社し、自動車損害サービス部門などに

従事した。その後、日本医療政策機構に参画。自身の祖母も認知症

であるため強い問題意識を持っており、日本医療政策機構でも主に

認知症関連の政策プロジェクトを担当するほか、非感染性疾患

(NCDs)や高齢化対策などの医療政策課題に取り組んでいる。早稲田

大学大学院政治学研究科公共経営専攻修了(MPM)。愛知県『オレン

ジタウン構想』WGメンバー、横浜市青葉区『認知症普及啓発チーム』メンバー。東京医

科歯科大学大学院非常勤講師、田園調布学園大学兼任講師。 
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柴田 倫人（日本医療政策機構 シニアアソシエイト） 

1984年生まれ。北海道薬科大学薬学部卒業（2008年）、北海道薬科

大学大学院博士課程修了（2013年）、博士（薬学）。北海道大学探

索医療教育研究センター及び北海道大学病院臨床研究開発センター

にて、医薬品 医療機器 再生医療製品の開発を支援（2013-

2016）。独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 新薬審査第二部に

て、医薬品の承認審査業務に従事（2016-2019）。2019年 4月より日

本医療政策機構に参画。主に薬剤耐性（AMR: Antimicrobial 

Resistance）対策、医療システムの持続可能性とイノベーションの両立、メンタルヘルスに

かかる事業を担当。 

 

 

鈴木 満（認定 NPO 法人 心の架け橋いわて 理事長／在タイ日本国大使館 参事官・広域メ

ンタルヘルス担当医務官） 

医学博士。精神保健指定医。日本精神神経学会専門医（ 指導医。1987-

92年 National Institute for Medical Research (UK)研究員として脳の可塑

性研究に従事。1992年在英国日本国大使館にてシンポジウム（ 在英邦

人の精神保健対策」を開催。以来世界 120カ国以上を訪問し海外邦人

コミュニティ支援に取り組む。2009 年岩手医科大学神経精神科学講

座准教授を経て外務省入省。省員および海外邦人のメンタルヘルス対

策を担当する傍ら、2011 年より東日本大震災被災地支援活動を遠隔

主導。2019 年在タイ日本国大使館参事官兼広域メンタルヘルス担当医務官としてバンコク

赴任中。 

 
 

萩原 なつ子（（立教大学社会学部／立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 教授／特定

非営利活動法人 日本 NPO センター 代表理事） 

明治学院大学文学部英文学科、同社会学部社会学科卒業。お茶の水

女子大学大学院修士課程修了。博士（学術）。（財）トヨタ財団アソ

シエイト プログラムオフィサー、東横学園女子短期大学助教授

（現東京都市大学）、宮城県環境生活部次長、武蔵工業大学助教授

（現東京都市大学）を経て、現職。専門は環境社会学、開発社会

学、市民活動論、ジェンダー研究。また、文部科学省中央教育審議

会委員、内閣府休眠預金等活用審議会委員も務める。 
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原田 奈穂子（宮崎大学 医学部看護学科 精神看護学領域 教授） 

聖路加看護大学看護学部卒業、ペンシルバニア看護学部成人急性期

ナースプラクティショナー修士課程修了、ボストンカレッジ看護学

部博士課程修了。看護学博士。看護師 保健師。社団法人日本プラ

イマリケア連合学会東日本大震災支援プロジェクトコーディネー

タ、東京大学大学院看護学科特任助教、防衛医科大学校成人看護学

講座講師、東北大学大学院医学系研究科保健学専攻地域ケアシステ

ム看護学分野を経て、現職と国立保健医療科学院保健指導分野客員研究員を併任。 

 

 

福地 成（公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター 副センタ―

長） 

弘前大学 医学部医学科卒業後、2001年より小児科医として青森や

北海道にて勤務し、主に地域の乳幼児健診、子どもの発達障害臨床

に従事。2005年より、宮城県にて精神科医として精神科救急、地域

精神保健に携わる。2006年より東北大学大学院公衆衛生学教室に

て、自殺の疫学 予防の研究に従事。2011年 12月より、震災復興に

特化した現職の みやぎ心のケアセンター」に勤務している。宮城

県を中心として被災地の訪問、各種の普及啓発活動、地域支援者へのスーパーバイズなど

を行っている。国立精神 神経医療研究センター 精神保健研究所 客員研究員も務める。 


