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一般社団法人 日本精神保健看護学会

第32回学術集会を終えて
第 32 回学術集会会長

荻 野
雅
（武蔵野大学）

日本精神保健看護学会の第 32 回学術集会は、テーマを「精神保健における精神看護の責務～ With コロナの中
でのチャレンジ～」とし、6 月 4, 5 日に開催させていただきました。
当初は、対面での実施を予定しておりましたが、COVID-19 の感染拡大が治まらない中、急遽、オンラインへの
開催へと変更させていただきました。学術集会は、会員の皆様方との親交を深める機会でもありますので、オンラ
イン開催となり大変申し訳ございませんでした。
しかし多くの会員の皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。盛会に終わりましたことを本
当に感謝申し上げます。
現在の医療体制は、少子高齢化が進み、急性期は病院での治療、療養は地域や施設でという体制へと変化し続け
ています。その中で看護職は病院での診療補助を担うこととなっています。
しかし看護学は人々の健康にかかわる学問ですので、人々が疾病に罹患することを予防し、健康的に生活を過ご
すことができるよう支援していきます。また急性期の激しい症状が治療で収まった後、療養生活を支えていくこと
も看護の役割です。
COVID-19 の感染拡大により、精神的に不安定になる方々が増えました。そのような方々への支援を、精神看護
の専門職者としての私たちで何かできないか、ということが第 32 回学術集会のテーマでした。
先進的な取り組みをされている方々のお話はとても参考になりました。またこの機会に、人々の精神的な健康を
支援したいと希望する会員の皆様のつながりができたこともこの学術集会を開催した意味があったと思っておりま
す。
今後も、本学会では人々の精神的健康に貢献していきたいと思っております。ぜひ、会員の皆様方からのご意見
やご要望などをいただきたくお願いいたします。
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ワークショップ企画者として

近

藤

和

樹

（岐阜大学医学部附属病院）
第 32 回学術集会にて「看護に活かす認知行動療法 -With コロナの中での学びを高めるチャレンジ -」
と題したワークショップを行いました。参加いただいた皆様、運営にご尽力いただきました実行委員会の皆
様に感謝申し上げます。
看護師による認知行動療法は、エビデンスよりも政策指針が先行した形で世の中に普及が進められる現状
に至っています。人材育成よりも提供体制についての議論がこれまで多かったように考えています。本ワー
クショップを通して、看護師がどのように学び効果を検証していくのかというプロセスを我々は今後行って
いくべきだ、という課題が明らかになりました。認知行動療法のみならず、患者にとってより有益な支援は
何か、看護師としてどのような支援を行うことが大切か、という基本的な考え方を見直すきっかけになりま
した。これからも積極的に研究に取り組み、患者への看護に活かしていきたいと考えています。

シンポジウム１
「多職種による精神保健 多職種の連携のあり方とは」に座長として参加して
冨

樫

剛

清

（就労移行支援事業所 Dream up）
今学会では私自身初めて学会の企画委員を勤めさせていただきました。COVID-19 による感染拡大に伴
い、学会準備は常に対面でも、ギリギリまで検討しながら進めましたが、今年も残念ながら Web で開催す
ることとなりました。
座長としては慣れない準備に戸惑いながら当日の進行まで都度柴田先生に助けて頂きながら無事勤める事
が出来ました。
シンポジウムでは地域の最前線で活躍される先生方より、医療、福祉の視点それぞれの立場から講義をし
ていただき、後半のディスカッションでは地域支援の在り方について有意義な意見交換が交わされました。
平岡先生の福祉領域から見える医療への視点には医療側からは見えない側面を気づかせてくださり、障害
者総合支援法の成り立ちから丁寧に教えてくださった秋山先生は福祉領域の考え方、地域で不足している支
援やサービスの隙間を知ることが出来ました。そして、地域で医療、福祉それぞれの側面で連携しながら活
躍される中野先生のお話からアセスメントの重要性と質を高める為の支援について考える機会をいただきま
した。
私自身これらシンポジウムで得た学びや体験は、今後の地域医療、福祉での支援や発展に携わっていく中
で生かしていきたいと考えています。
最後にこのような貴重な機会をいただき感謝申し上げます。ありがとうございました。
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シンポジウム２
「楽しいことは、いいことだ」

尾

山

篤

史

（精神障害者当事者）
まず、一句。「あれこれと

仲間と語り

わかちあう」。

シンポジウム 2 に参加させていただいて感じたことは、当事者・看護師・医師が精神保健に関わる「仲間」
として、互いの想いを語り、わかちあいを体験できた至福の時間だったということです。
さらに、打ち合わせのときに予感し、十分予測できたことなのですが、とても楽しかったです。笑い声と
ツッコミを我慢するのに多大な苦労を要する場なんて、素晴らしいこと、この上なし。「楽しみなきところ
に楽しみを、楽しみあるところにも楽しみを」と作家の吉川英治氏も申しておりますように、楽しいことは、
いいことなのだと思います。
「地域医療」・「地域保健」・「地域福祉」だけでなく、「地域社会」にも護られながら生活している精神障害
当事者のひとりとして、多くの学びを得られましたことに感謝すると共に、このような楽しい学びの機会が
今後も途絶えることなく継続されてゆくことを強く願います。
最後に、これをお読みいただいた皆様と、皆様が支援している方々が、誰ひとり欠けることなく明日が迎
えられますように・・・。
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口演発表に参加して
坂

本

真

優

（滋賀医科大学）
日本精神保健看護学会第 32 回学術集会・総会にて発表をいたしました。私自身、初めてのオンライン開
催による学会参加並びに発表ということもあり、準備期間を含めとても緊張をしておりましたが、とても穏
やかな雰囲気の中で発表に臨むことができました。今回は、「発達障害をもつ子どもに対する多職種スタッ
フの支援連携に関する研究 ~ 困難事例から支援を検討する」というテーマで発表を行いました。精神科デ
イケアにおける多職種連携について、医療者のみならず調理専門職や美術系職員等の非医療職者も含まれて
いることについて、より多くの考え方や視点を得られる良いチームだったのではないかというご意見や、他
の施設における多職種連携の現状等についてもお教えいただき、改めて研究フィールドにおけるそれぞれの
職種の持つ視点や専門性について検討したいと感じました。また、同じ群の発表者様のご意見から、それぞ
れの職種の持つ学習背景や専門的に使用されている理論等についても目を向けることにより、お互いの専門
性に対する理解を得られるきっかけに繋がるという学びを得られました。
新型コロナウイルスの影響はまだまだ続くことも予測されますが、貴重な機会を存分に活かせるよう、研
究に取り組みたいと思います。最後になりましたが、コロナ禍においても、意見交換や学びを深められる機
会をいただけたことに心から感謝申し上げます。

第 32 回学術集会に参加をして感じたこと
杉
（医療法人財団青溪会

原

里

佳

駒木野病院）

今回の学術集会参加、研究発表は私にとって初めてであり、何もかもが未知の体験で緊張と戸惑いの連続
でした。発表準備では、コロナ禍において対面での発表が困難であり、オンライン型の発表だったことから、
zoom の使用や動画撮影など、普段あまり触れないツールを使っての発表準備には少し不安がありました。
しかし、指導者や運営の方のサポートによって不安を払拭し、準備を進めることができました。発表当日は
とても緊張しましたが、座長の先生や視聴者の方からの質疑応答を通して、自分の研究に対して考えを深め
ることができました。緊張はいつのまにか消えており、むしろとても貴重な体験をさせていただき、ありが
たい気持ちや充実感でいっぱいになりました。発表を終えた後には、社会人になってから久しく感じていな
かった達成感を感じることができました。また、皆様の講演や演題発表を拝聴し、学びを深めることができ
ました。今回の参加を通して、精神看護への知見を深めたいという意欲が向上し、臨床でも貢献できるよう
に頑張りたいというモチベーションを高めることができました。発表まで色々なことがありましたが、研究
発表に挑戦して本当によかったです。
最後になりましたが、今大会の企画や運営してくださった皆様、本当にありがとうございました。
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第 32 回学術集会・総会を終えて
舘

祥 平・小 野 寺

悠斗

（第 32 回学術集会事務局）
第 32 回学術集会は、ハイブリット開催を目指しておりました。しかし、感染拡大の影響により、やむな
くオンライン開催へと変更しました。首都圏の開催であり、当日会場へ参加していただくこともできず、事
務局としては大変残念に思っておりました。そのような状況にも関わらず、575 名の方にご参加いただき
ました。一般演題やワークショップでは、活発な意見交換がされ、盛況のうちに学会が終えられたことはひ
とえに皆さまのご協力と心より御礼申し上げます。また、拙い運営で大変ご迷惑をおかけしたにも関わらず、
たくさんの方々からご満足いただけた旨の感想を頂き、事務局として喜ばしい限りでございます。
今回の学術集会準備に関しては、全てがオンラインということで少しでも皆様に利用しやすく、満足して
いただけるものとなるよう検討しておりました。しかしながら、我々事務局は、今回が初めての学術集会の
運営であり、様々ご不便ご迷惑をおかけしたと思います。その点参加される皆様にとっては、3 度目のオン
ラインという事で、慣れていらっしゃった印象があります。そういった皆様のご協力のおかげで、今回の学
会を盛況に終えられたと感じております。また、学術集会開催に向け、大変丁寧にご指導ご支援を頂きまし
た荻野雅学術集会長、企画委員の先生方、安保理事長をはじめとしました学会本部及び前回大会事務局の先
生方には、この場を借りて拝謝申し上げます。
今大会では「精神保健における精神看護の責務～ With コロナの中でのチャレンジ～」というテーマで企
画をさせて頂きました。これらの企画を通し、本会に参加された皆様が新たな知見や学びを得るきっかけと
なっておりましたら、企画委員一同誠に幸甚に存じます。
第 33 回学術集会については、船越明子学術集会長および企画委員の先生方より準備の様子をお聞きして
おります。大変なご苦労と推察致しますが、同時に大変楽しみでもあります。昨今の感染状況は依然として
予断を許さない状況ではありますが、次回はぜひ皆様とお会いできますことを心より願っております。今後
ますますの皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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第 33 回学術集会にむけて
第 33 回学術集会会長

船

越

明

子

（神戸市看護大学）
第 33 回学術集会は、「精神保健看護がめざす多様性と包摂性の実現に向けて」をテーマに、2023 年 5
月 13 日（土）
・14 日（日）の両日に亘り、会場（神戸国際会議場）とオンデマンド配信を用いたハイブリッ
ド形式での開催を予定しております。
世界的な新型コロナウィルス感染症の拡大は、世代による分断や社会的孤立、経済格差などの我が国が抱
える課題の顕在化をもたらしました。これらの課題は、人々の心の健康に大きな影響を与えています。
私たちは、どのような状況に置かれても、自分らしく生きがいをもって生活できる地域共生社会を目指し
てきました。精神保健看護は、精神障害者や精神的不調を抱える人を含め、あらゆるライフステージの全て
の人を対象として発展してきましたが、孤独や生きづらさを感じる人々へのさらなる貢献が期待されていま
す。例えば、複合的課題を持つ世帯への支援や精神障害者の権利擁護は古くて新しい課題といえます。
あらゆる人の心の健康の保持と増進、および、精神障害者の社会参加の第一線を担ってきた精神保健看護
が、多様な背景をもち、多様な環境にある人々を包摂する社会の実現に向けて貢献しようとする時、これま
での枠にとらわれずその対象と方法を大きく広げることが求められていると感じます。
第 33 回学術集会では多様性と包摂性の実現にむけて精神保健看護は何ができるか、皆様とともに考えた
いと思っております。トラウマインフォームドケア、ポジティブ心理学、ネット依存など今注目されている
話題や精神科病院での看護を見つめなおすような企画を考えています。プログラムの概要は 10 月頃にお知
らせする予定です。
最新の知見と活発な意見交換があり、刺激にあふれる学術集会をめざし、企画委員・実行委員一同、力
を合わせて準備をしております。参加登録は 2022 年 10 月 3 日（月）より、演題演題登録ならびにワー
クショップの申し込みは 10 月 11 日（火）より開始します。その他、ホームページ（http://japmhn33.
umin.jp）に随時情報をアップロードしていきます。
例年より 1 か月早く、年度初めの慌ただしい時期ではございますが、会員の皆様のご参加・研究発表を
お待ちしております。

学術集会ホームページ
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第 3 回会員交流会「第 32 回学術集会発表者・参加者の共有の会」に参加して
的

場

圭

（関西医科大学）
今回はじめて交流会に参加させていただきました。次回第 33 回学術集会のお手伝いをすることもあり、
学術集会の準備についての話をお聞きしたいと思い参加しましたが、交流会では、今回の事務局の先生方だ
けでなく、これまで事務局をされた先生方の工夫や苦労、裏話をお聞きすることができ、様々な努力とご配
慮で学術集会ができあがっていることを改めて知ることができました。
交流会は、zoom を用いて行われ、全体でのプレゼンののち、ブレイクアウトルーム機能を活用し、少人
数でわいわいした雰囲気で交流する時間が 2 回もたれました。そのため、ブレイクアウトセッションでは、
参加された先生方のプライベートな話もお聞きすることができ、学会会場だけでは知ることが出来ない一面
を知ることができました。また、先生方の研究の話もお聞きすることができ、同じテーマに関心のある先生
方がつながりを作る機会にもなっていました。とても楽しい時間でもあり、また貴重なつながりを作る場で
もあると感じ、そのあとの交流会にも参加させていただいてます。このような場を作っていただきありがと
うございました。
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市民向け web セミナーの開催のご案内
社会貢献委員会
社会貢献委員会では、下記の通り 7 月より全４回の一般市民の方を対象とした web セミナーを企画開催
しております。（参加費無料）

「 新 し い 生 活 様 式 と メ ン タ ル ヘ ル ス」
コロナ禍での新しい生活とメンタルヘルスへの影響を理解し、
豊かな生活を目指しましょう。

【全4回】

参加費
無料

１回目：2022年7月30日（土）13：00～14：00
テーマ：眠
眠れず に困 って いるあ なた へ

参加回数

２回目：2022年10月1日（土）13：00～14：00
テーマ：窮
窮屈に 感じ てい るあな たへ

講師 香月富士日（名古屋市立大学）

自由

講師 安保寛明（山形県立保健医療大学）

３回目：2023年1月28日（土）13：00～14：00
テーマ：楽しく食べたいあなたへ

事前登録

講師 宮本有紀（東京大学）

なし

４回目：2023年4月22日（土）13：00～14：00
テーマ：つ
ついつ い怒 って しまう あな たへ
講師 日本精神保健看護学会 社会貢献委員会

参加登録用
QRコード ［対象］ ▶▶▶ 市民、医療・福祉関係者、教育関係者
https://forms.gle/fQ
4c45qnjdvf2qG79
［方法］ ▶▶▶ Zoomによるオンラインセミナー
読み取れない場合、URLから
アクセスしてください

［時間］ ▶▶▶ １回６０分 （講義５０分、質疑応答１０分）
［参加方法］ ▶▶▶ 参加登録用QRコードからアクセスし、メールアドレスを
ご入力ください。メールアドレス以外の個人情報の入力は
不要です。入力いただいたメールアドレスに参加案内の
メールを返信します。

問い合わせ

MAIL

主催者についてのご案内
日本精神保健看護学会
ホームページ

japmhnsyakai@gmail.com

主催：日本精神保健看護学会 社会貢献委員会

こころのケアに関連した情報などを掲載しています。
本セミナーについて、各回1か月前より学会ホームページで
詳細をお知らせします。ご確認をお願いします。
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第 1 回「眠れずに困っているあなたへ」は、おかげさまで 60 名の参加がありました。一般市民の方だ
けでなく、医療関係者や教員、大学院生など幅広くご参加いただいていたようです。アンケート結果では、
多くの方々に満足いただけたことがわかりました。

アンケートでいただいた感想の中からいくつかご紹介いたします。
➢わかりやすく具体的にどうすればいいかを示していただき、大変勉強になりました。
➢睡眠のＣＢＴに関心があり受講しました。本を買ってみようかなと思います。
➢睡眠のメカニズムについて分かりやすい説明だった。
➢家族が不眠に悩んでいるので、何か参考になればと思い参加しました。若者にとってスマホを手放して
睡眠環境を整えるのは、わかっていてもなかなか難しいことで、そこをどうしたらいいか、本人とも話
し合ってみたいと思いました
➢普段から寝る前にスマホをついついいじってしまったりだらだらと布団の中にいる状態が、「布団＝覚
醒」であると条件付けがされてしまっていたのだと気づくことができました。今回ご講義いただいた内
容を振り返って、自分ができるところから少しずつ質の良い睡眠ができるように改善していこうと思い
ました。
ストレスの多い日常生活も少しの工夫で快適にできる可能性があります。第２回以降も面白そうなテーマ
が並んでいますので、もしよろしければ是非ご参加ください。また、皆様のお近くの方々にもご案内いただ
けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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理事会報告

総務委員会

矢

山

壮

（関西医科大学）
5 月 7 日、6 月 3 日に、2022 年度第 1 回、第 2 回の理事会を開催いたしました。新しく表彰委員会
が設置されました。次年度からの本格運用に向け、研究活動推進委員会が準備を進めています。社会貢献
委員会が市民向け Web セミナーを企画しました。詳しくはホームページをご覧ください（https://www.
japmhn.jp/a/1430）
。また、広報・情報委員会が学会ホームページの英語版の開設に向け準備を進めてい
ます。

2022 年度定時学会総会について
今年度の総会も、COVID-19 による感染拡大防止の観点から、対面で開催せず、zoom による開催とな
りました。総会で報告した内容は下記の通りです。
① 2021 年度決算報告
② 2021 年度監査報告
③ 2021 年度事業報告
④ 2022 年度事業計画
⑤ 2022 年度予算
⑥日本精神保健看護学会第 33 回および第 34 回学術集会長の選出結果
⑦第 13 回（2022 年度）日本精神保健看護学会研究助成金贈呈
⑧代議員の退任・就任について
⑨第 33 回学術集会会長挨拶
第 33 回学術集会は神戸市看護大学の船越明子先生を学術集会会長として、準備を進めてくださっていま
す。また、第 34 回学術集会は、国際医療福祉大学の岡田佳詠先生を学術集会会長として開催する予定です。
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2022 年度

研究助成事業助成者の声
鈴

木

龍

生

（山形県立保健医療大学）
この度は『日本語版 RSA-R の信頼性と妥当性の検証』というテーマで 2022 年度の研究助成をいただき大変光
栄に存じます。
RSA-R（Recovery Self Assessment-Revised）はサービスのリカバリー志向性を複数の立場から測定するた
めに米国で開発された尺度です。本邦において、リカバリー志向性を測定する尺度はまだ少なく、サービスユーザー
以外の立場から評価する尺度は開発されていません。そのため、臨床家が精神保健サービスのリカバリー志向性を測
定する際に用いる指標は測定者に委ねられており、実際に臨床場面や研究で使用されている指標は様々です。これは
臨床家にとってリカバリー志向性を測定する指標について統一された指標がなく模索中であることを示唆していると
思います。
本研究を通し日本語版 RSA-R の実用性を示し、精神保健サービスに携わるみなさまの日々の実践の中で、リカバ
リー志向性を測定する指標としてご活用いただけるようなものとなるよう精進してまいります。
次年度以降の学術集会では研究報告いたしますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。
小

原

良

之

（湘南医療大学大学院）
この度は研究助成金の対象にご選考いただき、ありがとうございます。本研究は、「若年性認知症者が居場所を獲
得するまでの支援プロセス」を研究テーマとしております。
若年性認知症の人の支援は医療・介護・障害福祉など多岐に渡ることから支援事業も様々です。若年性認知症の人
の社会的な喪失を軽減していくためにも地域における活動を維持できる居場所を獲得していくことが求められ、切れ
目のない支援が必要です。本研究により、若年性認知症の人の居場所獲得までの支援プロセスを明確にすることで、
相談時から居場所の再獲得に係る就労支援や介護・障害サービスの導入などを行うケアマネジメントの方向性を示唆
することに繋がると考えます。さらに、若年性認知症の人の社会参加が維持されることは、喪失感を軽減しひきこも
りを防止し、さらなる認知機能の低下を抑制していくことが期待されます。是非、次回の学術集会にて発表させてい
ただきたいと思います。

第 32 回学術集会・総会にて安保理事長より助成金が贈呈されました
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広報に関するアンケート調査結果（概要）
広報・情報委員会では、タイムリーな情報発信および会員の皆様のお役に立つインタラクティブなホームペー
ジや SNS の運営を目指すために、Web アンケートを実施しました。ご協力いただき、ありがとうございました。
今回はその概要をご報告いたします。
〇調査実施期間 :2022 年 4 月 20 日（水）10 時～ 5 月 31 日（火）17 時
〇 Web アンケート回答数 :243 件
〇結果概要
ニュースレター PDF 版について、その「存在を知っている」は 72.4% であり、閲覧頻度は「何度か読んだ
ことがある」が 36.6%、
「毎号読む」が 21.4% でした。ニュースレターによる情報発信の必要性については、
「必
要である」が 53.5% であり、情報をタイムリーに得ることができる、紙媒体よりもコストが削減でき、データ
として保管できるようになったといった肯定的な意見と、紙媒体の方が読みやすい、メールを見逃しやすいため
タイトルを工夫して欲しいといった改善を求める意見がありました。また、学会からの情報発信については、「定
期的なニュースレターの発行ではなく、Email Newsletter で、必要な情報をタイムリーに配信してほしい」が
48.6% でした。
学会からの情報発信のツールとして、ニュースレター PDF 版が有用であるかどうかについては意見が分かれま
したが、必要な情報がタイムリーに配信されることを望む意見が多く、Email Newsletter への移行含め、広報
のあり方を検討する必要があることが示唆されました。
〈重要〉
上記の結果を受け、広報のあり方を理事会でも審議し、よりタイムリーな情報発信が可能となる Email
Newsletter へ段階的に移行することが承認されました。
詳細については、次号（95 号）の誌面にて改めてご報告する予定です。

編集後記

私は第 32 回学術集会当日、実行委員として配信会場にいました。シンポジウムの 1 つは十分な感染対策の
もと対面で行われ、当事者や医師、看護師の話を生で聞くことができました。登壇者同士のアイコンタクトや各々
の表情、しぐさ、服装、雰囲気、そしてグループダイナミクスを近くで感じ、本当に嬉しかったです。来年は
ハイブリッド開催の予定ですので、皆さまと対面で、会場でお会いできますように。

（神澤）

広報・情報委員会
寺岡征太郎（帝京大学）
神澤

尚利（東京医科大学）

中戸川早苗（北里大学）
永江
瀧

誠治（長崎大学）
めぐみ（金沢医科大学病院）
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