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大会前日　2019年12月6日
８階 ９階

けやきの間Ａ けやきの間Ｂ つつじの間Ａ つつじの間Ｂ 尾瀬の間 赤城の間
14：00

17：00

20：00

21：00

14：00～17：00

被災当事者支援のSST

企画：片柳 光昭
講義：福生 泰久

14：00～17：00

依存症者回復支援のSST

企画：浅見 隆康
講義：小林 桜児

14：00～17：00

働く場での健康対策─
SSTを活用する取り組み

企画：今村 弥生
講義：藤田 晴康

14：00～17：00

回復支援と自分を語る場

企画：坂本 　浩
講義：皿田 洋子

14：00～17：00
学校の場での発達障害
児・者支援～ SSTを活用
する取り組み～

企画：柴田 貴美子
講義：角田 雅彦

17：00～20：00

新社員総会

20：00～21：00

歓迎パーティー

第１日目　2019年12月７日
２階
ホール

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

16：00

17：00

18：00

9:00～9:10　開会式

9：10～10：00

会長講演
「SSTを広げ深める」

丹羽 真一

10：10～11：00

教育講演 １
「自らを語る意味─SSTの真価」

西園 昌久

11：10～12：00

教育講演 2
「SSTの基本─言葉でうまく	

伝えられなくても」
前田 ケイ

12：10～13：10

ランチョンセミナー
「いろいろな人達と連携し、	
ともに働く─多職種チームの
作り方と運用のポイント」

渡邉 博幸

16：00～17：00

支部交流会

８階 ９階
けやきの間Ａ けやきの間Ｂ つつじの間Ａ つつじの間Ｂ

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

13：30～14：30

一般演題（口演）1
（支部関連）

座長：永井優子
※1 参照

14：40～15：40

一般演題（口演）2
（急性期、回復支援）

座長：佐々木 敬
※2 参照

15：50～16：50

一般演題（口演）3
（退院促進、地域移行）

座長：池田 耕治
※3 参照

13：30～15：30

自主企画 1
「みんなのやってみたい！
を応援するSSTの工夫」	
～プロデュース大作戦を
やってみよう！！～

企画者： 
　丹羽 真一、肥田 裕久 
　木村 尚美

参加メンバー： 
　 当法人ピアサポーター・

デイケアメンバー

13：30～16：30

ポスター
※4 参照

当事者の声

座長：須藤 友博
　　　橋本 俊英

※1	 1．支部活動の過去・現在・未来～ SST普及協会事務局からのつぶやき～		 河岸 光子
	 2．北陸支部の現状と課題		 角田 雅彦
	 3．SST普及協会北海道支部活動報告から普及を考える		 村本 好孝
	 4．	南東北支部の現在とこれから～ e-ＳＳＴ（empowered	SST）をメインテーマ	

にした第26回全国経験交流ワークショップin仙台～		 佐藤 秀実

※２	 1．横浜舞岡病院急性期治療病棟における心理教育の実践（続報）		 加瀬 昭彦
	 2．『SSTC立ち上げました』～スタッフに役立つSSTとは～		 水津 貴之
	 3．服薬の効果はないと言う症例から服薬自己管理モジュールを振り返る		 青木はつ江
	 4．服薬自己管理モジュールを通して感じたこと		 畠山 経行

※３	 1．	対応困難な患者の回復を促す「個別支援SST出前講座」の効果の検討	
─病棟での実践と患者の変化─		 増田 直子

	 2．	精神科病院での宿題実施率向上に向けた取り組み	
─トークンエコノミーを用いて─		 芳賀 由香里、望月 愛里

	 3．	統合失調感情障害の患者がSSTを体験することによって得られる効果	
～相談することの重要性を実感できるかどうか～		 小坂 俊一

※4	 1．就労中の成人発達障害者に対するSSTの効果と課題に関する質的研究		 渡壁 典弘
	 2．	精神科看護師の看護専門職的自律性を高める心理教育プログラムに	

おけるSSTの活用		 酒井 美子
	 3．看護教員の職業アイデンティティ形成に向けたSST活用の実践報告		 片岡 信子
	 4．	地域におけるオープン・デイケアでの症状自己管理を目的とした	

モジュール形式のSSTの試み		 小山徹平
	 5．	救護施設における地域移行・地域定着支援のための教材開発および試行	

─７つの学習活動を用いて構造化されたプログラム─		 千葉 裕明
	 6．	家族支援とSST～家族教室から準備会への一連の流れを通して、	

家族との協働による家族支援を模索する～		 麻生 佳孝
	 7．こころの元気サポーター養成講座～群馬	SST広流会の活動～		 高山 千恵美
	 8．	精神科デイケアにおけるSSTとSCITの併用の試み		 新舘 美門

15：00～16：30

自主企画 2
SST必要な肯定的な	
コミュニケーションを	
学び体験する

企画者：村本好孝

18：20～20：00

懇親会17：10～18：00

教育講演 ３
「人生の回復を支援する	
精神障害リハビリテーション」

池淵 恵美

タ イ ム テ ー ブ ル
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第２日目　2019年12月8日
２階 ８階 ９階
ホール けやきの間Ａ けやきの間Ｂ

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

9：00～9：50

大会長講演
「家族とともにある支援」

浅見 隆康

10：00～12：00

シンポジウム
「方法論の垣根を越えて、	
こころの健康づくりの	
新たな時代を招く」

司会：安西 信雄
　　　須藤 友博

12：10～13：00

ご当地セミナー １
「生活臨床とコ・プロダクション」

小川 一夫

12：10～13：00

ご当地セミナー 2
「依存症者の家族支援」

今井 航平

12：10～13：00

ご当地セミナー 3
「脳画像と精神医学」

田川 みなみ

13：10～13：40

会員報告会 13：10～14：10

WRAP
増川ねてる

14：20～16：00

市民公開講座
第一部　講演

「居場所がほしい	
─不登校生だったボクの今」

浅見 直輝
（多様な学びのカタログサイト）

第二部　対談
浅見 直輝
佐藤 真人（アリスの広場）

13：40～14:00　閉会式

タ イ ム テ ー ブ ル

11：00～12：00

一般演題（口演）4
（教育関連）
座長：岸本 徹彦

1．	公立小学校におけるSSTの実践報告	
─教員インタビュー調査から─		 本德 勇気

2．高校生に対するSSTの取り組み		 佐藤 史教

3．高等学校に必要なSSTの形態について		 品田 卓磨

4．	クラスメイトへの声かけを目的とした高校への	
SST講師派遣の現状と実施上の問題点		 長田 加代子

11：00～12：00

一般演題（口演）5
（その他）
座長：溝渕 博美

1．	就労者のSSTの課題とその傾向	
─宿題カードを振り替えって─		 大川 浩子

2．	SSTトレーナー育成における人材育成	
チェックリストの有用性		 廣瀬 大地

3．	自閉症スペクトラム症患者の自己効力感・対人	
技能向上の一事例	
～ SSTに基づいた多職種チームの関わり～		 吉田 恭輔

4．	うつ病休職者の集団復職支援プログラムにおける	
SSTの有用性の個人差に関する検討　第2報	
─スキルの習得度と満足度との関連から─		 千葉 裕明


