一般社団法人 日本精神保健福祉学会
2018 年度 第 7 回 学術研究集会
（長崎大会）
開 催 要 項
（ 第 ２ 報 【詳細版】）
開催日： 2018 年 9 月 16 日（日）
会

場： 長崎ウエスレヤン大学
（長崎県諌早市西栄田町 1212 番地１）

大会テーマ：
「協働から共創へ、支え合う社会をつくる」
学術研究集会に関する問い合わせ先：
日本精神保健福祉学会 長崎大会実行委員会 事務局
学術研究集会に関するお問い合わせは，全て E-mail にて受付ます．
長崎大会実行委員会メールアドレス：conference@jassmhsw.jp
*参加申込（参加申込フォームの提出）は，apply@jassmhsw.jp まで．

一般社団法人 日本精神保健福祉学会ホームページ

http://www.jassmhsw.jp
＊学会員募集中！詳しくは，学会ホームページをご覧ください．

一般社団法人日本精神保健福祉学会
2018 年度 第 7 回 学術研究集会 (長崎大会） 開催要項 【詳細版】
１．開催日程
2018 年 9 月 16 日（日）
２．会場
長崎ウエスレヤン大学 鮫島記念ホール （長崎県諌早市西栄田町 1212 番地１）
３．大会テーマ
「協働から共創へ、支え合う社会をつくる」
日本社会は、2025 年に向け、医療と介護、福祉の連携、さらに地域の力による「地域包
括ケアシステム」の構築が必要となってきました。これからの地域包括ケアは生活者である
地域住民・利用者の参加による良い地域包括ケアと悪い地域包括ケアの評価される時代にな
ると思われます。2004 年精神保健医療福祉の改革ビジョンの提示後、「入院医療中心から地
域生活中心へ」という方策が推し進められています。しかし、当事者とその家族への自立生
活支援、さらに安心できる持続可能な地域包括ケアが利用できるようにするのにはまだ課題
は山積していると思います。
本大会では、「協働から共創へ、支えあう社会をつくる」をテーマに設定し、精神障害に対応した
地域包括ケアのあり方と今後の展望や課題、人材育成やサービス供給体制に求められる視点とあ
り方について議論を深めたいと考えています。
また特別企画として、「韓国における地域精神保健福祉への動き」という企画テーマを設け、韓国
の精神保健法（1995 年）から精神健康福祉法（2017 年）への変革の方向性と人材育成の動向につ
いて、講師から紹介いただきます。その後、日韓それぞれの支えあう社会のあり方について、多く
の方々と意見交換を行いたいと考えています。
爽秋の候、本大会にご関心とご参加くださることをお待ち申し上げております。

４．大会長・実行委員長
大会長：ベイ ヨンジュン（長崎ウエスレヤン大学）
実行委員長：高島 恭子（長崎国際大学）
５．参加費
１） 事前申込
①会員：6,000 円 ②非会員：7,000 円 ③学生(大学院生を含む)：3,000 円
④お弁当代（お茶付き）：1,000 円
２） 当日申込
①会員：7,000 円 ②非会員：8,000 円 ③学生(大学院生を含む)：4,000 円
３） 午後からの公開講座のみご参加の当事者･家族の参加費：1,000 円
（午後からの公開講座のみご参加の場合には、事前申込は不要です）
* 当日申込も受け付けますが、抄録集などの資料をお渡しできない場合があります。
参加希望の方は、出来る限り事前申込を行ってください。
＊＊ 一度お支払いいただいた参加費は、いかなる場合も返却したしません。

お振込みいただいた参加費（大会・情報交換会）の返却はいたしかねますのでご了承くださ
い。また交通機関、宿泊等の旅行手配および斡旋は行いません。
＊＊＊ 会場付近にはコンビニ、飲食店等ございません。昼食に際しては、事前申し込み時に
お弁当をお申し込みになることをお勧めします。もしくはご自身で準備頂きますようお願い致し
ます。当日申し込み者はご自身でご準備ください。
６．情報交換会の開催
大会参加者の情報交換、交流を目的に、大会の最終プログラムとして情報交換会を次のとおり
開催します。皆様お誘い合わせの上、ご参加ください。
１） 開催場所： ホテルグランドパレス諫早（長崎県諫早市宇都町 3-35 ☎0957-24-3939）
２） 参加費： 6,000 円（会員・非会員とも）
３） 参加申込の方法：参加申込フォームの所定欄に○（マル）を記入してください。
大会参加費とあわせて情報交換会参加費をお振込ください。
４） 当日の情報交換会参加者数を確定するため、9 月 7 日 18:00 まで参加申込を受け付けます。
併せて参加費のお振込もお願いします。
７．参加申込（事前申込）の方法および締切日
【参加申込の方法、手順】
① 参加申込フォームのダウンロード
日本精神保健福祉学会ホームページの全国学術研究集会のページより、「参加申込
フォーム」をダウンロードしてください。
・参加申込フォームのダウンロードページ： http://www.jassmhsw.jp/syukai/syukai.html
② 参加申込フォームの提出
・参加申込フォームに必要事項を入力した上で、添付ファイルとして次のアドレスに E-mail で
ご提出ください。
・参加申込フォームの提出先（参加申込先）：
参加申込用 E-mail アドレス： apply@jassmhsw.jp
③ 参加費の振り込み
参加申込フォームを提出の後、1 週間以内に次の口座に参加費をお振り込みください。
参加費のお振り込みが確認できない場合には、参加申込を取り消すことがありますので、
ご注意ください。

《 参加費の振込先 》
ゆうちょ銀行 【店名：六四八（読み：ロクヨンハチ）】【店番：６４８】
〈口座名義〉 日本精神保健福祉学会学術研究集会
ニホンセイシンホケンフクシガッカイガクジュツケンキュウシュウカイ
〈口座番号〉 普通 ０７８２７０８
＊必ず，お一人ずつお振り込みください．
**お振込の際には，振込人名義を参加者氏名にしてください．
なお、振込人名義が法人名や参加者氏名以外となる場合には、必ず事前に
学会事務局まで E-mail にてご連絡ください。

④ 事前申込に係る参加申込フォームの提出締切日および参加費の振込期日：
2018 年 7 月 31 日（火）
＊以降の事前申込は、一切受け付けません。
※7 月 31 日（火）以降のお申込は、当日参加費と同額になります。ご注意ください。
８．学術研究集会プログラム
9:00～

受付

9:30～11:30

自由研究発表（一題につき報告時間 15 分、質疑応答 5 分）

11:30～11:50

お弁当の配布（※事前申込者のみ）

11:50～13:10

特別企画

「韓国における地域精神保健福祉への動き」

講師： 催ソンシク（韓国国立釜山大学校）
李サンフン（韓国国立精神健康センター）
通訳： ベイ ヨンジュン（長崎ウエスレヤン大学）
コーディネーター： 高島 恭子（長崎国際大学）
※ お弁当を召し上がりながら本企画にご参加できます（鮫島記念ホール）。
2017 年 5 月より、韓国では、精神障害者の人権保護、精神保健福祉の地域ケアサービ
スの強化等のために精神健康福祉法が改正・施行されている。2017 年の精神健康福祉
法への法改正背景と主な内容、精神健康専門要員という人材育成プログラムとその動向
等について、韓国の講師から紹介いただきます。その後、日韓の精神保健医療福祉のあ
り方について、多くの方々と意見交換を行いたいと考えています。
【講師】 ※講師の略歴等は次頁を参照。
李サンフン氏（現、国立精神健康センター）
13:20～13:35 チェ
開会式
ソンシク氏（前韓国精神保健福祉学会長、現国立プサン大学教授）
① 学会長挨拶（会長 田中 英樹）
② 開催校挨拶（学長 佐藤 快信）
13:40～13:50

公開講座のコンセプト (大会長 ベイ ヨンジュン 長崎ウエスレヤン大学）

13:50～15:10

基調講演

「福祉支援の良質な拡大のために」

講師： 田島 光浩 氏 （社会福祉法人南高愛隣会理事長）
障害者自立支援法施行以後、サービス供給拡大のためにサービス提供システムの
思想が大きく変更されました。我々が大切にする福祉支援を継続的に行っていくために
何が必要なのか考えてみましょう。

15:20～17:20

シンポジウム（パネルトーク）
「地域包括ケアシステムとこれからの精神保健医療福祉」
パネラー： 田島 光浩 氏 （社会福祉法人南高愛隣会理事長）
大塚 俊弘 氏 （川崎市児童家庭支援・虐待対策室担当部長）
半澤 節子 氏 （自治医科大学看護学部教授）
山口 弘幸 氏 （のぐさ家族会会長）
コーディネーター：田中 英樹 氏（本学会会長）

精神障害に対応した地域包括ケアのあり方と今後の展望や課題について、パネラー
からの報告をもとに議論を深めたいと考えています。

18:00～19:30

情報交換会 （詳細は、当開催要項「６.情報交換会の開催」をご覧ください）
※ 大学から会場ホテルまで、送迎バスあり

【特別企画 「韓国における地域精神保健福祉への動き」の講師紹介】

９．自由研究発表の申込方法
・別紙「自由研究発表演題募集要項」を参照のこと
10．会場案内

９．会場案内

会場までのアクセス

出発地

移動手段と所要時間

東京

飛行機で約 115 分

羽田空港【JAL,ANA】⇒長崎空港
⇒大学

大阪
（関西、伊丹）

飛行機で約 75 分

関西・伊丹空港【JAL,ANA】⇒長崎
空港⇒大学

名古屋

飛行機で約 90 分

名古屋空港【ANA】⇒長崎空港⇒大学

福岡

JR 特急で約 90 分

JR 博多駅⇒JR 諫早駅⇒大学

県営バスで約 10 分
JR 諫早駅

★本学スクールバス約 5 分
(無料)
タクシーで約 5 分

長崎空港

県営バスで約 40 分

簡単な経路説明

「破篭井」行き⇒「西栄田」下車
料金/140 円
● 諫早駅西口
● 大学

8:50・11:20 ⇒大学
17:40 ⇒ 諫早駅西口

料金/

720 円程度

「諫早駅前」行き⇒「諫早駅前
ターミナル」 下車 料金/610 円

★ スクールバスの運行予定は大学の事情により変更される場合がありますの

で、学会の HP にて必ず、ご確認をお願いします。

長崎大会の分科会配置

分科会/座長

発表者名
１．ベイ
２．呉

ヨンジュン（長崎ウレスエヤン大学）
恩恵（東洋大学）

第１分科会
中村

３．藤津

加奈子(南医療生活協同組合)

４．池田

真典（日本福祉大学）

５．樋口

拓朗（社会福祉法人薫徳会

和彦

（北星学園大学）

多機能型事業所 サンワーク）
１．坂本

智代枝（大正大学）

２．山口

創生（国立精神・神経医療研究センター

第２分科会

精神保健研究所 地域・司法精神医療研究部）
古屋

龍太
３．松本

すみ子（東京国際大学）

（日本社会事業大学）
４．金 載演 （大正大学）
５．大隅

薫（早稲田大学）

１．青木

聖久（日本福祉大学）

第３分科会

２．清水

有美（吉村病院 医療福祉相談室）

長崎

３．立垣

祐子（兵庫医療大学）

４．永井

順子（北星学園大学）

５．桒原

史子（広島大学）

１．山田

武司（岐阜経済大学）

２．足立

孝子（島根大学）

３．藤井

しのぶ（高知県立大学）

和則

（川崎医療福祉大学）

第４分科会
阪田

憲二郎

（神戸学院大学）

４．羽毛田
５．垣内

幸子（大正大学）
佐智子（高知県立大学）

【参加者へのご案内】
１．受付について
・参加者の皆様は、必ず受付にお立ち寄りください。
＜受付場所（時間）：ウエスレー館 1 階 鮫島記念ホール前（9：00～9：30）＞

２．会場のご案内
・指定場所以外の会場内での食事はご遠慮ください。水分はご自由にお取りください。
・会場付近にはコンビニ、飲食店等ございません。昼食に際しては、ご自身でご準備い
ただきますようお願いいたします。（※事前申込時にお弁当を注文された方を除く）。
・キャンパス内の喫煙は、指定された場所のみとなっております。
・学会で使用する指定の場所以外への立ち入りはご遠慮ください。

３．自由研究発表の演題発表者へのご案内
・当日は、9：10 迄に受付を済ませてください。
・資料を配布する発表者は、分科会会場スタッフに資料をお渡しください。
但し、事前に審査を受けていない資料を配布することはできません。
・発表用機材は、会場に備え付けのパソコンのみ使用可能です。持参したパソコン、
その他の発表機材は使用できません。またパソコンで起動できるソフトは、
“Microsoft Office Powerpoint”です。
1） 分科会開始までに、発表者自身で持参したファイルを会場のパソコンのデスクトッ
プに保存し、動作確認を行なってください。なお、デスクトップに保存する際には、
ご自身で判別できるファイル名を付けてください。
2） 会場のパソコンに接続する USB メモリーは、必ず事前にウイルスチェックを各自で
実施してください。
3） 会場への到着時間の都合などで、文化下記開始前までに持参したファイルを会場の
パソコンに保存できない発表者は、自身の発表の際に持参した USB メモリーより、
直接ファイルを開いて使用してください。但し、この場合、事前の動作確認ができ
ないことから、トラブル等でご使用になれない場合があります。

４．学術研究集会に関するお問い合わせ
・大会事務局まで、E－mail にてお問い合わせください。
conference@jassmhsw.jp

５. 大会当日のお問い合わせ
・受付にて一括して承ります。但し、少ない人数で運営しているため、迅速な対応は
困難です。可能な限り、大会事務局までお問い合わせください。なお、電話でのお
問い合わせは、一切、受け付けません。

