令和 3 年度 東京都精神障害者地域移行促進事業 地域移行関係職員に対する研修
開 催 通 知
１ 開催趣旨及び研修内容
精神障害者地域移行体制整備支援事業は、精神科病院に入院している精神障害者が、円滑に地域移行を図る
ための体制及び安定した地域生活を送るための体制を整備するとともに、精神科医療機関と地域との相互理解
及び連携強化の推進を図り、精神障障害者の福祉の向上を図ることを目的に、事業を実施しています。
標記事業における精神障害者地域移行促進事業は、指定一般相談支援事業者等に対し、専門的な指導・助言や
人材の育成のための研修を実施するほか、ピアサポーターの育成や活用に向けた体制の整備等を担当地域におい
て実施しているところです。
このたび、地域担当内の精神科病院、指定一般相談支援事業者、自治体等の職員を対象に、精神障害者の地域
移行・地域定着に関する保健・医療・福祉の相互理解を促進し、精神障害者の地域移行・地域定着を推進するこ
とを目的とした 2 日間の研修を開催いたします。

２ 実施主体
精神障害者地域移行促進事業委託事業者（東京都から委託）

３ 開催方法
会場での対面形式およびオンライン形式の同時開催
（１）受講方法
オンライン形式をご希望の方は、各自でパソコン等の視聴環境を用意いただき、事前に指定されたサイトに
アクセスしてください。なお、オンライン形式は Zoom の使用を予定しています。
（２）ミーティング ID および講義資料データの送付
当日使用するミーティング ID 及び講義資料データは、開催１週間前を目安として事務局よりメールで送付い
たします。
（３）感染拡大防止に配慮した研修実施ならびに留意事項
本研修は新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮して実施致します。配慮事項ならびに受講に係る留意
事項の詳細は別紙１をご参照ください。

４ 開催日時
【 1 日目 】
（１）オンライン：令和３年１２月９日（木）９時５０分から１６時３０分まで
（２）会場

：令和３年１２月９日（木）９時５０分から１６時３０分まで 【受付開始９時３０分～】
<会場>社会福祉法人巣立ち会 サザン（三鷹市上連雀１－１－３）

【 2 日目 】
（１）オンライン：令和３年１２月１０日（金）９時５０分から１６時３０分まで
（２）会場

：令和３年１２月１０日（金）９時５０分から１６時３０分まで 【受付開始９時３０分～】
<会場>社会福祉法人巣立ち会 サザン（三鷹市上連雀１－１－３）
【会場について】
○車椅子での入場が可能です。
○手話通訳等はご自身でご準備ください。
○その他配慮が必要な方については、事前に問合せ先にご相談願います。

５ 研修内容

※別紙２参照

６ 受講対象者
対象地域：北多摩北部（小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市）
北多摩南部（武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市）
（１）市町村の障害福祉を所管する部署及び福祉事務所の職員
（２）保健所、保健センター等の精神保健担当、保健師等の職員
（３）指定一般相談支援事業者等の従事者
（４）基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業（委託相談）の相談支援専門員
（５）自立支援協議会委員や障害福祉サービス提供事業所、訪問看護ステーションの職員等、地域移行・地域定着
支援に関わる関係機関に従事する者
（６）ピアサポーター
（７）地域包括支援センターおよび介護保険法に基づくサービス提供事業所職員等、高齢者支援に従事する者
（８）精神科病院の医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士等
７ 募集定員

オンライン参加 : 人数制限なし ／ 会場参加 ： 両会場ともに定員 50 名
【会場での参加をご希望の方へ】
定員を超過して申込みがあった場合、各所属先の人数を制限させて頂く場合がございます。

８ 参加費
参加費は無料です。ただし、講義の視聴環境（インターネットに接続できるパソコン等）の確保及び通信に
かかる費用等は各自の負担となります。
（講義視聴には大容量のデータ受信が必要になるため、定額制の通信プ
ラン以外の場合は、高額の通信費用が発生する可能性があります。
）
９ 受講申込み
（１）申込み方法
申込書に必要事項を記載の上、メール（ファイル添付）またはＦＡＸにて申し込みください。
（２）申込み先
エリア担当事業者

連絡先

メール：sudachi-kaze@sudachikai.eco.to
社会福祉法人巣立ち会 野の花

ＦＡＸ：0422-39-7781

（３）申込み期限

令和３年１１月３０日（火）１７時 必着

（４）申込書記入上の留意点
・受講方法（オンライン参加または会場参加）を選択ください。
・修了証発行の要否を選択ください。研修終了後の発行希望にはお応えできませんのでご留意ください。
・修了証の交付には、2 日間の研修すべてに参加する必要があります。遅刻や途中退席等があった場合には修了証
を交付できないため、ご留意ください。
・修了証発行を希望される場合は「生年月日」と「戸籍上の氏名」が必要となりますので、必ず記載をお願いし
ます。不要の場合は通常業務で使用している氏名の記入で差支えありません。
・オンライン参加を選択し、同一事業所内において複数名で視聴予定の場合は、参加が見込まれる全員分の申込
書を提出ください。

１０ 受講者の決定
受講希望者ごとに受講決定通知書を送付します。送付は 11 月下旬を予定しておりますので、11 月下旬に差
し掛かってもお手元に届かない場合には、本通知「１３ 本研修に関する問合せ先 」に記載の連絡先までお問
合せください。

１１ 研修修了者
（１）受講結果通知の交付
全講義を修了し、アンケートを提出した方には精神障害者地域移行促進事業委託事業者（受講者の所属する
エリアを担当する事業者）より、受講結果通知を交付致します。
（※会場参加者は当日、オンライン参加者は後
日送付を予定しています。
）
（２）修了証の交付
申込時に修了証の発行を希望し、全講義の受講後、アンケート及び指定のレポート（Ａ４サイズ２枚程度）
を１週間以内に提出した方には、東京都知事名の修了証を交付します。
修了証はレポート提出後、精神障害者地域移行促進事業委託事業者（受講者の所属するエリアを担当する事
業者）より後日送付いたします。
※本研修は精神障害者地域移行促進事業において、
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推
進事業」の「地域移行関係職員に対する研修」の一環として実施するものであり、計画相談支援における
「精神障害者支援体制加算」の算定要件として定める研修に該当します（算定には修了証が必要です）
。

１２ その他
本研修は東京都精神保健福祉士配置促進事業補助金の交付要件として定める研修に該当します。補助金を申
請されている病院におかれましては、ぜひご参加ください。

１３ 本研修に関する問合せ先
エリア担当事業者

社会福祉法人巣立ち会 野の花
（担当者：榎本）

連絡先

メール：sudachi-kaze@sudachikai.eco.to
ＴＥＬ：０４２２－３４－２７６１

別紙１

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した
地域移行関係職員に対する研修の実施及び留意点等について

オンラインでの参加ご希望の方
・本研修は Zoom を使用して行います。推奨環境は「Zoom」に依存します。オンラインでの参加をご希望の方は、ご
使用になるパソコンなどの設定や通信環境が受信の状況に大きく影響いたしますので、ご自分の環境が対応して
いるか、お申し込み前の確認をお勧めいたします。
・本研修では、出席確認のため研修時間内はカメラ機能をオン状態でご参加ください。カメラ機能がオフ状態で出
席が確認できない場合、修了証の発行ができないことがございますので、ご注意ください。事情によりカメラ機
能を使うことができない場合は、事前にご相談ください。
・Zoom を使用できるパソコンやスマートフォン・タブレット等の機器及び、通信環境は各自でご用意ください。
・Zoom 使用にかかる通信料は受講生のご負担となります。
・Zoom の使用方法やパソコンなどの設定方法は各自でご確認ください。
・同一事業所で複数の方が視聴する場合も、視聴する方全員がお申し込みください。
・本研修は、お申込みいただいた方のみ参加可能です。お申込みのない方の視聴はできません。
・本研修の録画・録音・撮影、および資料の 2 次利用、詳細内容の SNS への投稿、申込者以外への配信 URL 共有は
固くお断りいたします。これら講義内容の登用が発覚次第、著作権・肖像権侵害として対処させていただくこと
がございます。
会場での受講をご希望の方
・新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっては、会場での実施を中止もしくは延期することがあります。
・体調不良時には受講をご遠慮ください。
・研修の開催にあたり、感染症対策を行ったうえで実施します。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
【基本的な感染対策の実施】
① 集合研修における「3 密（密閉、密集、密接）
」を回避します。
・研修会場の窓や、扉の開放を行い、適宜換気を行います。
・研修会場の最大利用人数を制限します。
・研修会場の席の間隔、受講者同士、講師と受講者との間隔を確保します。
② 職員は、検温等健康管理に努め、手洗いを励行します。
③ 会場には手指消毒液を用意します。会場の机、ドアノブ等の消毒を行います。
④ マスクの着用を必須とします。

1 日目 プログラム
【令和 3 年 12 月 9 日（木曜日）
】
場所：巣立ち会 サザン

時間

テーマ

内容・狙い

9:30~9:50

(20)

受付

9:50~10:00

(10)

研修オリエンテーション

10:00~11:20

(80)

講義Ⅰ

新型コロナの蔓延による社会の混乱は、この国にながらく在り続けて
きた精神障害者への偏見や差別の構図を改めて炙り出したように感じ
ています。取材者の立場から、今の精神医療の現場にある課題、その
歪みを生み出している構造的な問題について率直に感じてきたことを
お伝えするとともに、その解消に向けてどのようにメディア自身が関
わっていけるのかについて、参加される皆さんと議論できればと思い
ます。

メディアからみた
精神科医療

講
師
11:20~11:30

11:30-12:30

12:30~13:30

13:30~14:40

14:40~14:50

14:50~16:00

休憩

(10)

(60)

講義Ⅱ

精神科長期入院者の退院
支援

長期入院者の退院支援とその後の生活を支える実践の紹介を通じて、
長期入院者を地域に迎え入れるためにどのような支援が必要であるか
を語る。
講
師

講義Ⅲ

当事者にとって精神科長期入院がどのような経験であるかを学び、退
院の際に生じるさまざまな課題とその対処方法を紹介する。

当事者と語る
精神科長期入院

講
師

講義Ⅳ

当事者とともに
考える精神科医療
～長期入院の問題等を
我が事として捉えてみ
る～

当事者の立場から等身大で、自分自身の経験や病院等身近に出会って
きた仲間達やそのご家族等のお顔や言葉、心情等に思いを巡らせなが
ら「精神科医療とは」を改めて見つめてみる。本来求められる精神科
医療とはどういう在り方なのだろうか。精神科救急から長期入院や退
院支援、地域生活支援等の現状を見つめる。当然、精神障害領域等の
支えについては、精神科医療機関等だけに押し付けてはならない。
「精
神障害領域における支え」について、長期入院の解消も絡めながら言
葉を紡ぐ。
講
師

16:00~16:30

(30)

社会福祉法人巣立ち会
田尾 有樹子
精神科長期入院のご経験をもつ方々
休憩

(10)

(70)

社会福祉法人巣立ち会
田尾 有樹子
昼休憩

(60)

(70)

NHK 制作局 ディレクター
持丸 彰子 氏

一般社団法人
日本メンタルヘルスピアサポート専門員研修機構 副代表理事

小阪 和誠 氏

まとめ・アンケート記入及び事務連絡

２日目 プログラム
【令和 3 年 12 月 10 日（金曜日）
】
場所：巣立ち会 サザン

時間

テーマ

内容・狙い

9:30~9:50

(20)

受付

9:50~10:00

(10)

研修オリエンテーション

長期入院中の方々への地
域移行支援について
10:00~11:10

(70)

講義Ⅰ
特に退院請求にかかわる
弁護士の視点から

医療・福祉の最前線で働く方々の実感として、社会的入院について
は絶対に許されないという正論と、しかし現実には退院困難な人は
いるので必要悪なのでは、といった疑念との間で揺れ動くことも多
いのではないでしょうか。私は正解を知る立場ではありませんが、
弁護士として「そうは言ってもこれはないだろう」という惨状を目
にする機会もありましたので、皆様と経験を共有しながらこの研修
を通じてご一緒に考えてまいりたいと思います。
講
師

11:10~11:20

(70)

12:30~13:30

(60)

13:30~14:40

(70)

14:40~14:50

(10)

14:50~16:00

休憩

(10)

11:20-12:30

(70)

講義Ⅱ

医療観察制度の概要と処
遇の実際

医療観察法の概要と入院処遇と通院処遇の実際について学び、事例を
通して地域連携について考える。
講
師

(30)

東京保護観察所立川支部 社会復帰調整官
池 光 氏
昼休憩

講義Ⅲ

「身体拘束」からみる
我が国の人権状況
～人として生きるために
考える～

「身体拘束」は、ベッドに両手や両足などを拘束具と言われる器具で
固定する行為である。これは心身に重大な影響を及ぼし、エコノミー
クラス症候群などで命を落とすこともある。我が国における精神科医
療で実施される「身体拘束」は、2003 年以降急増し 10 年で 2 倍とな
り、その後も高止まりを続けている。
「身体拘束」から照らし出される
我が国の人権状況について考察し、あるべき道を探る。
講 杏林大学保健学部作業療法学科 教授
師 長谷川 利夫 氏
休憩

講義Ⅳ

地域移行って誰のため？
地域って何？

本人の「地域」のイメージと支援者の「地域」のイメージは異なるこ
とが多い。本人の望む「地域」と、より暮らしを豊かにするための「地
域」にもずれがある。本来一人ひとり違うはずの「地域移行」だが、本
当にこれでいいのだろうかと、その都度悩みながら支援を続けている。
相談支援事業所の立場から、
「地域移行は誰のため？」
「地域って何？」
という問いを改めて考えてみたい。
講
師

16:00~16:30

第二東京弁護士会・高幡門前法律事務所所属
相原 啓介 氏

一般社団法人障がい者総合支援機構
相談支援事業所 Serecosu 新宿
武田 牧子 氏

まとめ・アンケート記入及び事務連絡

令和 3 年度 東京都精神障害者地域移行促進事業 地域移行関係職員に対する研修

【申込書】
申込日：令和 3 年

月

日

＊該当する参加形態に
○を付けてください。
（ PC の 方 は 四 角 内 を タ ッ プ す る と 〇 が
表示されます）

Zoom に よ る オ ン ラ イ ン 形 式 で の 受 講
会場（サザン）にて対面形式での受講

ふりがな
※修了証発行を希望される方は必ず戸籍上の氏名をご記入ください

受講希望者
修了証発行の希望（※要選択）

氏名
☐希望（生年月日：

年

月

日）

☐不要（受講結果通知を交付します）

※受講後の修了証発行の希望にはお応えできませんので、修了証が必要となる可能性がある方は「希望」へのチェックをお願いします

所持資格
（複数可）

現在の所属
機関とご自身
の業務内容

☐保健師 ☐相談支援専門員 ☐精神保健福祉士 ☐社会福祉士 ☐作業療法士 ☐看護師 ☐医師
）

☐介護福祉士 ☐介護支援専門員 ☐その他（
☐行政機関

☐相談支援事業所

☐精神科病院

）

☐その他（

＊主な業務内容（

）

受講理由・
知りたい事
これまで地域移行に関連する活動内容があればご記入下さい。

その他

（法人名）
事業所名または機関名
（事業所名または機関名）
及び所属部署名
（所属部署名）
所属先
〒
情報

事業所所在地
東京都
電話番号
メールアドレス

FAX 番号

特記事項等

受講にあたって配慮すべき事項や、連絡事項があればこちらにご記入下さい。

オンライン（Zoom）で受講される方へ
オンラインで受講される方は、以下の行為を行わないものとします。ご確認の上、最後の同意欄にチェックを入れてお申込み下さい。
１．本研修のミーティング ID 等を不正に使用する行為（ID を他者に教える、インターネット・SNS 上等へ転載することを含む）
２．本研修の録画、録音、配布資料の複製及びインターネット上へのアップロードや SNS 等への転載
３．講師の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

☐ 私は、上記事項に同意の上研修に申込みます。

