
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回愛知県精神保健福祉士大会 

 

専門性の共有

と原点回帰 

 
 平成３０年2月 1０日(土)～1１日（日） 

           【1日目】 13：00開始 （受付 12：30～）  

【2日目】 9：30 開始 （受付 9：00～）  

あいち健康プラザ 

【住所】 〒470‐2101 愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山１番地の 1 

  【TEL】  0562-82-0211（総合） 

 

○主  催  ： 一般社団）愛知県精神保健福祉士協会  

○協    力 ： 岐阜県精神保健福祉士協会・三重県精神保健福祉士協会 

〇企画・運営 ： 愛知県精神保健福祉士大会委員（五十音順）  小池京祐、耕野登、小林正裕、榊原和浩、鈴木宏、

関谷紀裕、中川正詞、中川学、中山祐一 

野島美智子、野々山文音、平岡裕子、山口泰臣、渡邉紘生 

 

 

 

内容紹介  

 
1日目   パネルディスカッション 

 PSW実践報告会 

 

 

情報交換会 

 

 

 

2日目   分科会 

 

 

 

 

申し込み （２種類から選べます） 

①ネット申し込み  

 QR コード もしくは下記 

 URL からアクセスしてください 

 

https://goo.gl/forms/SKYpcmgCUiAJbJkk2 

② FAX 申し込み 

所定の『参加申込書』に必要事項を記入の上、

FAX にてお申し込みください。 
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平成 29年度 宿泊研修会＆実践報告会のご案内 

【1日目】 2月 10日（土） 

１２ ： ３０～ 受付 

１３ ： ００～ 開会・オリエンテーション 

１３ ： １５～ 

  １５ ： １５ 

プログラム①パネルディスカッション 

テーマ：「葛藤を力に変える！～変化する社会で掴んだもの、そして未来へ～」 

コーディネーター：池戸 悦子氏（愛知県精神保健福祉士協会会長/ 

桶狭間病院 藤田こころケアセンター） 

パネラー ：望月 幸平氏（特定非営利活動法人 TOBEC 集） 

       ：王子田 剛氏（守山区障害者基幹相談支援センター サテライト） 

       :佐野 明子氏（京ヶ峰岡田病院 PSW部） 

 ２０１７年は国家資格化から２０年、障害者自立支援法における３障害に対する相談支援事業の

開始から１０年となりました。そこで今回は医療機関、相談支援事業所、福祉サービス事業所の方

に時代が変化していく中で PSW に求められる役割、葛藤等をこれまでの経験を踏まえ、仕事に就

いてからの今日までの現状を話して頂き、ディスカッションにて深める機会とします。 

１５ ： １５～ 休憩・部屋の移動 

１５ ： ２５～ 

１７ ： ００ 

プログラム② 実践報告会 

1.自己決定 

・生活訓練を通した自己理解の深め方：夏目孝弘（一般社団法人 しん） 

・司法判断による処遇と自己決定の尊重を基とした援助を経験して 

 ～医療観察法における社会復帰を目指した処遇とは～：関谷紀裕（法務省岐阜保護観察所） 

・精神科救急入院病棟における意思決定支援について：中島治美（総合診療センターひなが） 

２.葛藤 

   ・行政（市町村）の職員の経験を通して思うこと  

～市町村で働く PSWの役割を考える～：都筑由起子（岡崎市役所） 

・退院支援の取り組み ～実践の中で思うこと：池内瑞姫（京ヶ峰岡田病院） 

・生活保護の方々の支援から見えてきた社会的課題について～軽度の精神・発達・知的障害

の方々への早期発見、早期介入の必要性について～：小木曽学（ささしまサポートセンター） 

３.当事者家族支援 

・ミスからの気づきこそ大事なこと  

～利用者・職員と取り組んだ１年の軌跡：武田直樹（憩いの郷ワーキングスペースおおぶ） 

・本人・家族・その人によって必要な支援  

～家族支援、経済的支援等様々な支援が必要な方と関わって～：岡下愛（岩屋病院） 

・PSW としての２年間を振り返る  

～家族教室（家族心理教育）運営の視点から～：杉本侑希（犬山病院） 

４.運営 

・PSWアセスメント研修プログラムの実践報告  

～若手 PSWに向けた研修企画～：山口恵美子（可知記念病院） 

・就労支援施設における自主事業継続のための課題 ～地域から求められるニーズと利用

者のニーズのずれについて～：富田倫弘（就労継続支援 B型事業所ワークグループぐるっぺ） 

・「メンタルネットきた」による出前講座の取り組み ～地域住民が主体となって精神障害者を

支える街づくりを目指して～：長縄陽介（楠メンタルホスピタル） 



５.専門性 

・訪問看護ステーションにおける PSWの役割 

 ～医療・福祉・介護の相互連携：田口貴史（相談支援事業所ラピス／アンバー訪問看護ステーション） 

・一般病院における統合失調患者様の退院支援とそこでの葛藤 

～ソーシャルワーカーのチームでの役割とは何かを考える～：平岡裕子（宇野病院） 

・病院・市・相談支援の連携で実現した長期入院市民の把握 

～長期入院の半田市民へ情報を届ける訪問から：鈴木琴美（半田市障がい者相談支援センター） 

１８ ： ００～ プログラム③情報交換会 

【2日目】 2月 1１日（日） 

９ ： ００～ 受付（2日目のみの参加者） 

９ ： ３０～ 

 １１ ： ３０ 

プログラム④分科会 

１. 「『地域づくり（コミュニティワーク）』を考える」 

 三重県松阪・多気圏域では、地域の支援機関の連携体制を強化することを目的に、地域のほとん

どが参加した「病院見学会」や、「病院職員と地域支援者の意見交換会」などを開催して、医療と福

祉の連携に取り組んでいます。今回はその取り組みについて報告を行うとともに、これからの「地域

づくり」についてみんなで考えたいと思います。 

 

２.「スーパービジョンを体験してみよう 」 

愛知県では会員の皆さまがスーパービジョンを身近に感じられるよう、普及委員会を設置して活動し

ています。本分科会ではグループスーパービジョンを体験するグループと、それを観察するグルー

プに分かれて進行する予定です。参加対象の経験年数は問いません。この機会にスーパービジョ

ンに少し触れてみませんか？ 

 

３.「社会問題に対して、PSWはどのように向き合うのか」 

精神保健福祉の分野では様々な社会問題が起きています。今回は、それらの社会問題に対して、 ミク

ロ・メゾ・マクロのソーシャルワーク視点で捉え、参加者の皆さんと一緒に語り合えたらと考えておりま

す。そして、この語り合いの輪を一緒に地域に広げてみませんか？  

 

４.「日々の実践から地域包括ケアシステムを考える」～想いを行動に～ 

「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム」の構築へ向けた動きが始まっています。

平成 29年 12月に開催した例会では、国や県の施策や取り組みについて学びを深めました。

本分科会では、医療機関、相談支援事業所、保健所、ピア活動の実践報告から、精神障害者

にも対応した地域包括ケアシステムについて考えたいと思います。皆さんの日々の実践から

それぞれのまちづくりについて共に考えてみませんか？ 

 

１１ ： ３０～ 休憩・部屋の移動 

１１ ： ４０～ 全体会・閉会（１２：００終了予定） 終了後 全体を通して深めたい話しを語りましょう（希望者のみ） 

 

 

 

 

 

宿泊について 

・宿泊の部屋は相部屋となります。また全室禁煙です。ご了承ください。お申し込み後のキャンセルは、キャンセル 

料金が発生する場合があります。 

・お申し込みいただいた方には、平成 30年 1月末日頃に参加証を送付致します。   

参加証が届かない場合は刈谷病院 ＰＳＷ部 （TEL）0566-21-3511担当：山口 まで 

愛知県精神保健福祉士協会大会委員より 

 昨今、日々の暮らしを取り巻く状況は目まぐるしく変化しています。厚生労働省が提唱した「我が事・丸ごと地域共

生社会」では個別支援だけでなく地域住民の活動も支援できるソーシャルワーカーが必要と言われており、精神保

健福祉士は当事者・家族、地域社会へ関わり続けてきました。そこで、今回は「専門性の共有と原点回帰」をテーマ

に、会員の一人ひとりが大切にしていることや大切にしてきたことを共有し、一緒に考えていきたいと思います。 



FAX送信票（別途送信票不要）                締切：平成３０年１月１３日 

 

平成 2９年度 愛知県精神保健福祉士大会   参加申込書 
 

FAX送信先   FAX：0566‐21‐3536（刈谷病院 PSW部） 

 

ふりがな  

男 ・ 女 年齢       歳 （※１） 
氏名 

 

 

 

勤務先 

所属名                           部署もしくは職種（                  ） 

住 所  〒 

 

                                TEL 

連絡先 

勤務先と別の場合は、こちらも記載してください。 

住 所  〒 

 

                                TEL 

１、愛知、岐阜、三重県精神保健福祉士協会           □会員     □非会員 

２、PSW経験年数                               年       ヵ月   （※１） 

３、当日の参加者名簿に所属を                   □載せる    □載せない （※２） 

 

参加形態（参加希望に○印）※参加費は当日徴収させていただきますので、お釣りのないようにお願い致します。 

 
3県精神保健福祉士協会会員 非会員 

○印 参加費 ○印 参加費 

全日程参加  14,000円  16,000円 

部分 

参加 

1日目 研修  4,000円  5,000円 

宿泊・情報交換会（※３）  11,000円  12,000円 

情報交換会  6,000円  7,000円 

2日目 研修  3,000円  4,000円 

合計金額               円              円 

１日目 実践報告会（※４） 第 1希望 第 2希望 第 3希望 

2日目 分科会 （※４） 第 1希望 第 2希望 第 3希望 

 

（※１）年齢や経験年数は、大会時点のものをご記入ください。なお、ご記入いただいた個人情報は、今回の研修以外 

    で使用することはありません。 

（※２）当日資料として、参加者名簿を配布します。原則、お名前は記載させていただきますが、所属及び連絡 

    先につきましては、掲載の可否を「参加申込書」にてお知らせください。 

（※３）「宿泊・情報交換会」のみの参加は出来ません。必ず 1日目か 2日目の研修と併せてお申込みください。 

（※４）1 日目実践報告会及び 2 日目分科会の希望をプログラムの中から、第３希望までご記入ください。（全日程参加

の方もご記入ください。）    記入のない場合は、主催者で振り分けをさせていただきます。 



【宿泊場所】 あいち健康の森 プラザホテル 

〒470-2101愛知県知多郡東浦町大字森岡字源吾山 1番地の１   TEL0562-82-0211（総合） 

 

○電車でお越しの場合 ～知多バス 大府（循環）線 （昼間問い合せ先：0562-32-1802/0569-21-5233） 

【1日目行き】  

①大府駅 11：59発 ⇒ あいち健康プラザ 12：11着  ②大府駅 12：34発 ⇒ あいち健康プラザ 12：46着 

【1日目帰り】 あいち健康プラザ ①17：57発      ②18：37発 

【2日目行き】 

①大府駅 8：27発 ⇒ あいち健康プラザ 8：39着  ②大府駅 9：00発 ⇒ あいち健康プラザ 9：12着 


