共生社会の実現が国の目標に掲げられて、ずいぶん時間が経
ちました。障がい者雇用の施策において、身体障害と知的障害
から大きく遅れていた精神障がい者の雇用も、これで促進される
ことが期待できるようになりました。
実際に、ここ数年間の就労系サービスの利用者数を見てみると、
精神障がい者の利用が大きく伸びています。その特徴としては、
就労継続支援 B 型の利用者数は障害種別による差はほとんどあり
ませんが、就労移行支援と就労継続支援 A 型について精神障が
い者の伸びが大きくなっています。特に、就労継続支援 A 型の利
用者数は、平成 28 年 3 月には精神障がい者が身体障がい者の 2
倍以上になっています。
これには、精神疾患は長期間の治療を要するものの、病状が
ある程度安定すれば自立した生活や就労が可能な状態になるこ
とが多いという精神疾患の特性が背景にあると考えられます。し
かし一方で、認知機能の低下による作業効率や対人関係への影
響などにより、就労系サービスの利用によって病状の悪化を引き
起こす精神障がい者も少なくありません。そのため、「精神障が
い者の就労支援は難しい」という声がたくさん聞かれます。
そこで、精神疾患とうまく付き合いながら、一般就労をめざす
当事者とその家族に「どのような就労支援を求めているのか」な
どをお話していただきます。また、病状の不安定さを抱える精神
障がい者の就労支援の実践を、各職種から報告していただきます。
当事者や家族の声、現場で支援を実践している医療職だから

患者さんが
働くために
私たち医療職が
できることは？

平成 30 年 4 月 4 日より、障がい者雇用義務の対象に精神障が
い者が加わりました。

こその具体的な実践を聞くことができる貴重な場です。ぜひご参
加ください。プログラムと申込方法は裏面でご案内しています。

全国の医療職が
博多に集まります！
就労支援フォーラム NIPPON 特別企画
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2 回 医療職 のための就労支援フォーラム in 福岡

医療を活用した就労支援 〜精神障がい者が病気とうまくつきあいながら働くために〜

2018 年 10月13日（土） 10:00 -15:00

日時：

福岡ファッションビル 7 階 第 1号ホール

会場：

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2-10-19
対象：

病院、診療所、訪問看護ステーションなどで精神科医療に従事する方々

参加費：会員（※）6,480 円

非会員 12,960 円

※日本精神科看護協会、日本作業療法士協会の会員

主催：

医療職のための就労支援フォーラム実行委員会
（一般社団法人日本精神科看護協会、一般社団法人日本作業療法士協会）

助成： 日本財団

第2回

医療職のための就労支援フォーラム in 福岡
医療を活用した就労支援 〜精神障がい者が病気とうまくつきあいながら働くために〜
プログラムや時間等は一部変更することがあります
※

プログラム

9 : 55-10 : 05
10 : 05-12 : 00

オリエンテーション、開会あいさつ

12 : 00-13 : 00
13 : 00-15 : 00

休憩

トークセッション「病気とうまくつきあいながら働くコツを教えてください」
話し手：戸田 岳宏さん（就労継続支援 A 型事業所「能美まーる館 夢ファクトリーてらい」に通所中）
戸田 哲夫さん（岳宏さんのご家族）
聞き手：末安 民生（日本精神科看護協会 会長）
寺沼 古都（ストライドクラブ 施設長）

実践報告「医療職による精神障がい者の就労支援」
座長：荻原 喜茂（日本作業療法士協会 副会長）／原 真衣（ストライドクラブ サービス管理責任者）
報告① 「精神疾患のある方の両立支援 〜 統合失調症の 1 事例から〜」
渡邉 忠義（NPO法人アイ・キャン 施設長）
② 「看護師だからこそできる地域生活と就労の支援」
高田 修治（s-assist 株式会社 就労継続支援 B 型 winds 代表取締役）
③ 「救護施設での就労支援 〜 刑事施設を出所した精神障がい者の入所から地域移行まで〜」
齋藤 誠一（社会福祉法人グロー救護施設ひのたに園 副園長）

N

2 回 医療職のための就労支援フォーラム in 福岡 FAX 申込用紙
下記にご記入のうえ、日本精神科看護協会ネット九州 092 - 791 - 6561 へ FAX 送信してください
第

◆ 必要に応じてコピーしてお使いください。◆ お申し込み確認後、お申し込み結果を FAX 返信します。
◆ 郵便振替用紙を郵送しますので、指定期日までに参加費をお振り込みください。◆ 定員（200 名）に達した時点で締め切ります。

お申し込み結果を返信先 FAX 番号にご連絡します
返信先 FAX 番号（必ず記入してください）

返信先宛名（必ず記入してください）

−

−

施設名

1. 日本精神科看護協会会員

ふりがな

1

会員

氏名

2. 日本作業療法士協会会員

会員の場合 …… 1. 会員 No.

3. 非会員

2. 入会手続中

職種

1. 日本精神科看護協会会員

ふりがな

2

会員

氏名

2. 日本作業療法士協会会員

会員の場合 …… 1. 会員 No.

3. 非会員

2. 入会手続中

職種

1. 日本精神科看護協会会員

ふりがな

3

会員

氏名

2. 日本作業療法士協会会員

会員の場合 …… 1. 会員 No.

3. 非会員

2. 入会手続中

職種

1. 日本精神科看護協会会員

ふりがな

4

会員

氏名

2. 日本作業療法士協会会員

会員の場合 …… 1. 会員 No.

3. 非会員

2. 入会手続中

職種
郵便振替用紙など送付先住所（自宅・施設）←どちらかに○印を

宛名

〒

−

電話番号

−

キャンセル待ち（定員数を超えていた場合、キャンセル待ちを希望するか否か、どちらかに○印を）

参加承認されました

お申し込み結果
（日本精神科看護協会記入欄）

（自宅・施設）←どちらかに○印を

希望する

・

希望しない

キャンセル待ちになりました（キャンセルが出た場合のみご連絡します）

締め切らせていただきました。次回の機会のお申し込みをお待ちしています

◎ お問い合わせ先

一般社団法人日本精神科看護協会

TEL : 03-5796-7033 〒108 - 0075 東京都港区港南 2-12-33 品川キャナルビル 7 階
日本精神科看護協会は、こころの健康を通して、だれもが安心して暮らせる社会をつくります。

